
医学部予備校アイメディカ 2016年度入試日程表

出願開始 ⼀次試験 ⼀次合格発表 ⼆次試験 ⼆次合格発表
藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 前期
埼⽟医科⼤学 医学部 前期
⾦沢医科⼤学 医学部 ⼀般⼊試
順天堂⼤学 医学部 ⼀般、都枠、新潟
枠、センター併⽤、センター
埼⽟医科⼤学 医学部 センター利⽤
埼⽟医科⼤学 医学部 後期

2015/12/7 ⽉

兵庫医科⼤学 医学部 ⼀般
愛知医科⼤学 医学部
杏林⼤学 医学部 センター利⽤
愛知医科⼤学 医学部 センター利⽤
杏林⼤学 医学部

2015/12/8 ⽕ 川崎医科⼤学 医学部
2015/12/9 ⽔ 聖マリアンナ医科⼤学 医学部 ⼀般
2015/12/10 ⽊ 岩⼿医科⼤学 医学部
2015/12/11 ⾦ 近畿⼤学 医学部 前期

医学部予備校アイメディカ
〒１５０－０００２

渋⾕区渋⾕3-7-1 ⾼⼭ランド第１２ビル７階
０３－６６６１－８３２４(電話)

０３－６６６１－８４２６(ファックス）

2015/12/11 ⾦ 近畿⼤学 医学部 前期

獨協医科⼤学 医学部 センター利⽤ ⽇本医科⼤学 医学部 願書受け付け1⽉
12まで

獨協医科⼤学 医学部 ⼀般
⼤阪医科⼤学 医学部 前期センター利⽤
⼤阪医科⼤学 医学部 後期センター利⽤
⼤阪医科⼤学 医学部 前期
⼤阪医科⼤学 医学部 後期
北⾥⼤学 医学部 ⼀般

2015/12/15

2015/12/14 ⽉

⽕

北⾥⼤学 医学部 般
北⾥⼤学 医学部 学⼠編⼊

2015/12/18 ⾦ 藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 センター
利⽤

2015/12/20 ⽇ 兵庫医科⼤学 医学部
関⻄医科⼤学 医学部 前期
関⻄医科⼤学 医学部 センター利⽤
昭和⼤学 医学部 前期

2015/12/27 ⽇ 北⾥⼤学 医学部

2015/12/21

2015/12/17 ⽊

⽉

/ / 北 ⼤学 医学部
2015/12/28 ⽉ 兵庫医科⼤学 医学部

近畿⼤学 医学部 前期センター利⽤
近畿⼤学 医学部 中期センター利⽤
東海⼤学 医学部 ネット
⾃治医科⼤学 医学部
帝京⼤学 医学部

2016/1/5 ⽕ 東京慈恵会医科⼤学 医学部 東京医科⼤学 医学部 センター利⽤15
⽇まで

2016/1/3

2016/1/4

⽇

⽉

2016/1/6 ⽔ 東京医科⼤学 医学部 ⼀般
東京医科⼤学 医学部 ⼀般
慶応⼤学 医学部

2016/1/8 ⾦ ⽇本⼤学 医学部
2016/1/19 ⽕ 愛知医科⼤学 医学部
2016/1/20 ⽔ 岩⼿医科⼤学 医学部

順天堂⼤学 医学部
⾦沢医科⼤学 医学部

2016/1/21

2016/1/7 ⽊

⽊

2016/1/22 ⾦ 杏林⼤学 医学部
2016/1/23 ⼟ 藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部

埼⽟医科⼤学 医学部
埼⽟医科⼤学 医学部 前期
近畿⼤学 医学部 前期
川崎医科⼤学 医学部
⽇本医科⼤学 医学部 愛知医科⼤学 医学部
⾃治医科⼤学 医学部 杏林⼤学 医学部

愛知医科⼤学 医学部
2016/1/25

2016/1/24
⽇

⽉
愛知医科⼤学 医学部

⽕ 聖マリアンナ医科⼤学 ⾦沢医科⼤学 医学部
川崎医科⼤学 医学部

東邦⼤学 医学部 順天堂⼤学 医学部 杏林⼤学 医学部
埼⽟医科⼤学 医学部 杏林⼤学 医学部

2016/1/28 ⽊ 愛知医科⼤学 医学部
昭和⼤学 医学部 Ⅰ期 ⾃治医科⼤学 医学部 岩⼿医科⼤学 医学部 【選】
東京⼥⼦医科⼤学 医学部 藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 愛知医科⼤学 医学部

川崎医科⼤学 医学部 【指】

2016/1/27

2016/1/26

2016/1/29 ⾦

⽔

川崎医科⼤学 医学部 【指】
北⾥⼤学 医学部 学⼠編⼊ 川崎医科⼤学 医学部 【指】
北⾥⼤学 医学部 兵庫医科⼤学 医学部
獨協医科⼤学 医学部 岩⼿医科⼤学 医学部 【選】
北⾥⼤学 医学部
北⾥⼤学 医学部
順天堂⼤学 医学部
関⻄医科⼤学 医学部 前期
順天堂⼤学 医学部 埼⽟医科⼤学 医学部

2016/1/30 ⼟

順天堂⼤学 医学部 埼 医科⼤学 医学部
兵庫医科⼤学 医学部
川崎医科⼤学 医学部 ⼀般

帝京⼤学 医学部 ⽇本医科⼤学 医学部 順天堂⼤学 医学部 ⼀般
⽇本⼤学 医学部 N⽅式 東邦⼤学 医学部
久留⽶⼤学 医学部

2016/2/2 ⽕ 東海⼤学 医学部 聖マリアンナ医科⼤学
近畿⼤学 医学部 後期センター利⽤ 藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 埼⽟医科⼤学 医学部
近畿⼤学 医学部 後期 東海⼤学 医学部 昭和⼤学 医学部 Ⅰ期 ⽇本医科⼤学 医学部 川崎医科⼤学 医学部2016/2/3

2016/1/31

2016/2/1

⽇

⽉

⽔
近畿⼤学 医学部 前期

北⾥⼤学 医学部 北⾥⼤学 医学部 学⼠編⼊ ⽇本医科⼤学 医学部 愛知医科⼤学 医学部
愛知医科⼤学 医学部 センター利⽤ ⾦沢医科⼤学 医学部 ⼀般⼊試
東京慈恵会医科⼤学 医学部 藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部

⾃治医科⼤学 医学部
東邦⼤学 医学部

関⻄医科⼤学 医学部 後期 帝京⼤学 医学部 合格発表 兵庫医科⼤学 医学部
東京⼥⼦医科⼤学 医学部

2016/2/5

2016/2/4 ⽊

⾦

⽇本⼤学 医学部 N⽅式 東海⼤学 医学部 北⾥⼤学 医学部 ⼀般 順天堂⼤学 医学部 ⼀般東京都枠、新潟
東海⼤学 医学部 センター利⽤ 獨協医科⼤学 医学部 北⾥⼤学 医学部 学⼠編⼊

獨協医科⼤学 医学部 センター利⽤ 北⾥⼤学 医学部
久留⽶⼤学 医学部 昭和⼤学 医学部 Ⅰ期【選】
東京医科⼤学 医学部 北⾥⼤学 医学部 学⼠編⼊

2016/2/6 ⼟
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出願開始 ⼀次試験 ⼀次合格発表 ⼆次試験 ⼆次合格発表
北⾥⼤学 医学部 学⼠編⼊
北⾥⼤学 医学部
北⾥⼤学 医学部 ⼀般
聖マリアンナ医科⼤学 ⼀般
近畿⼤学 医学部 前期
昭和⼤学 医学部 Ⅰ期【選】

昭和⼤学 医学部 後期 ⽇本⼤学 医学部 獨協医科⼤学 医学部 センター利⽤ 東邦⼤学 医学部
/ /

2016/2/7 ⽇

⽉ 獨協医科⼤学 医学部 ⼀般 昭和⼤学 医学部 Ⅰ期【選】
東京⼥⼦医科⼤学 医学部

近畿⼤学 医学部 中期センター利⽤ 獨協医科⼤学 医学部 センター利⽤ ⽇本医科⼤学 医学部
近畿⼤学 医学部 前期センター利⽤ 獨協医科⼤学 医学部 ⼀般 ⾦沢医科⼤学 医学部 ⼀般試験
兵庫医科⼤学 医学部 センター利⽤ 順天堂⼤学 医学部  センター利⽤ 北⾥⼤学 医学部 学⼠編⼊
東京慈恵会医科⼤学 医学部 愛知医科⼤学 医学部 センター利⽤ 藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 前期
東京医科⼤学 医学部 北⾥⼤学 医学部 ⼀般
東京医科⼤学 医学部 センター利⽤
関⻄医科⼤学 医学部 前期

2016/2/8

2016/2/10

2016/2/9

⽉

⽕

⽔

関⻄医科⼤学 医学部 前期
関⻄医科⼤学 医学部 センター利⽤

⼤阪医科⼤学 医学部 試験前期 近畿⼤学 医学部 中期センター利⽤合格
発表

東海⼤学 医学部

東海⼤学 医学部 センター利⽤
⽇本⼤学 医学部 N⽅式

藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 ⼤学後期
愛知枠

⾃治医科⼤学 医学部

聖マリアンナ医科⼤学 ⼀般
2016/2/12

2016/2/11 ⽊

⾦
聖マリアンナ医科⼤学 般

東海⼤学 医学部 東京⼥⼦医科⼤学 医学部
東海⼤学 医学部 センター利⽤
東京慈恵会医科⼤学 医学部
久留⽶⼤学 医学部

埼⽟医科⼤学 医学部 後期 ⽇本⼤学 医学部 東京慈恵会医科⼤学 医学部
東京医科⼤学 医学部 センター利⽤
東京医科⼤学 医学部 ⼀般
関⻄医科⼤学 医学部 前期2016/2/14

2016/2/13 ⼟

⽇ 関 医科⼤学 医学部 前期
関⻄医科⼤学 医学部 センター利⽤
近畿⼤学 医学部 中期センター利⽤
近畿⼤学 医学部 前期センター利⽤
兵庫医科⼤学 医学部 センター利⽤
⽇本⼤学 医学部
藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 センター
利⽤

岩⼿医科⼤学 医学部 学⼠編⼊試験 埼⽟医科⼤学 医学部 防衛医科⼤学 医学部

2016/2/16

/ /

⽕

杏林⼤学 医学部 センター利⽤合格発表
16時から

獨協医科⼤学 医学部 センター利⽤

獨協医科⼤学 医学部 ⼀般
近畿⼤学 医学部 前期

兵庫医科⼤学 医学部 センター利⽤ 東海⼤学 医学部
東海⼤学 医学部 センター利⽤
東京慈恵会医科⼤学 医学部
順天堂⼤学 医学部 センター併⽤セン2016/2/18

2016/2/17 ⽔

⽊
ター利⽤
愛知医科⼤学 医学部 センター利⽤
関⻄医科⼤学 医学部 センター利⽤
関⻄医科⼤学 医学部

2016/2/19 ⾦ 慶応⼤学 医学部 ⼤阪医科⼤学 医学部 兵庫医科⼤学 医学部 センター利⽤
東京医科⼤学 医学部 センター利⽤⼆次
試験合格発表

⽇本⼤学 医学部 予約分

⽇本⼤学 医学部 N⽅式
2016/2/21 ⽇ 埼⽟医科⼤学 医学部 後期

2016/2/18

2016/2/20

⽊

⼟

2016/2/21 ⽇ 埼⽟医科⼤学 医学部 後期

2016/2/22 ⽉ 藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 センター
利⽤

2016/2/22 ⽉ 久留⽶⼤学 医学部
2016/2/23 ⽕ ⼤阪医科⼤学 医学部 前期

埼⽟医科⼤学 医学部 センター利⽤ 埼⽟医科⼤学 医学部 後期
近畿⼤学 医学部 中期センター利⽤
近畿⼤学 医学部 前期センター利⽤

2016/2/25 ⽊ ⼤阪医科⼤学 医学部 前期

2016/2/24 ⽔

2016/2/25 ⽊ ⼤阪医科⼤学 医学部 前期
2016/2/26 ⾦ 慶応⼤学 医学部 岩⼿医科⼤学 医学部 学⼠編⼊試験
2016/2/28 ⽇ 埼⽟医科⼤学 医学部 センター利⽤
2016/2/29 ⽉ 慶応⼤学 医学部
2016/3/1 ⽕ ⼤阪医科⼤学 医学部 前期センター利⽤

⼤阪医科⼤学 医学部 前期センター利⽤
埼⽟医科⼤学 医学部 センター利⽤

2016/3/4 ⾦ 慶応⼤学 医学部
関⻄医科⼤学 医学部 後期2016/3/5

2016/3/2

⼟

⽔

関⻄医科⼤学 医学部 後期
昭和⼤学 医学部 後期

2016/3/6 ⽇ 藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 後期愛知
2016/3/8 ⽕ 近畿⼤学 医学部 後期
2016/3/9 ⽔ 昭和⼤学 医学部 後期
2016/3/10 ⽊ ⼤阪医科⼤学 医学部 後期

東海⼤学 医学部 センター利⽤後期
藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 後期愛知
関⻄医科⼤学 医学部 後期

2016/3/11

2016/3/5

⾦

⼟

2016/3/12 ⼟ 昭和⼤学 医学部 後期
2016/3/13 ⽇ 東海⼤学 医学部 センター利⽤後期

藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 後期愛知
昭和⼤学 医学部 後期

2016/3/15 ⽕ 関⻄医科⼤学 医学部 後期
⼤阪医科⼤学 医学部 後期センター利⽤
⼤阪医科⼤学 医学部 後期

⼤阪医科⼤学 医学部 後期試験 藤⽥保健衛⽣医科⼤学 医学部 後期愛知2016/3/17

2016/3/16

2016/3/14 ⽉

⽔

⽊
⼤阪医科⼤学 医学部 後期センター利⽤
⼤阪医科⼤学 医学部 後期試験 ⼤阪医科⼤学 医学部 後期センター利⽤

関⻄医科⼤学 医学部 後期
東海⼤学 医学部 センター利⽤後期第
近畿⼤学 医学部 後期センター利⽤合格
発表

2016/3/19

2016/3/18

医学部予備校アイメディカ
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2016/3/17 ⽊

⾦

⼟
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