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・ 

 

【重要事項】 
 

新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、学生募集要項に掲載されている試験方法

とは、異なる方法で選抜を実施することがありますので、あらかじめ、ご了承ください。 
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求める学生像 

 

医療科学部では、学是である「仁」の精神に基づき、順天堂の長い歴史と伝統の中で培われた安心・安

全で質の高い医療を提供し、高い倫理観と豊かな人間性を兼ね備えた医療専門職者（臨床検査技師・臨

床工学技士）を育成するため、以下のような資質及び素養を備えた学生を求めます。 

 

1. 「仁」の精神に共感し、人に対する関心や思いやりがある人 

2. 豊かな人間性、柔軟性と協調性を備え、他者との連携・協調を保てる人 

3. 入学後に学ぶ学問領域に興味を持ち、自ら積極的に学ぶ姿勢・態度を有している人 

4. 国内外の医学・医療科学の分野に広く貢献したいという志のある人 

5. 高等学校等において能動的に幅広く学び、入学後の学修に必要な基礎学力を身につけている人 

6. 基本的生活態度が身についており、心身の健康に気を配れる人 

 
各学科では、教育課程の内容に基づいて、次の能力を身に付けられる学生を求めます。 

 

＜臨床検査学科＞ 

1. 人を思いやり、労わる心を持ち、相手の立場に立って物事を考えることができる人 

2. 医療や臨床検査に高い関心を持ち、臨床検査技師になる意思が強い人 

3. 自己研鑽の意欲があり、目標達成のために様々な方法を見つけ、主体的に粘り強く努力を続けるこ

とのできる人 

4. 社会の動きに関心を持ち、協調性やコミュニケーション能力がある人 

 

＜臨床工学科＞ 

1. 人を思いやり、労わる心を持ち、相手の立場に立って物事を考えることができる人 

2. 医療や臨床工学に高い関心を持ち、臨床工学技士になる意思が強い人 

3. 自己研鑽の意欲があり、目標達成のために様々な方法を見つけ、主体的に粘り強く努力を続けること

のできる人 

4. 社会の動きに関心を持ち、協調性やコミュニケーション能力がある人 

1. アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 
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2023年度（令和5年度）医療科学部 入学試験選考日程（各学科共通） 

 

入学試験方式 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続締切 

総合型選抜 

2022年９月12日(月) 

～ 

10月７日(金) 

小論文試験 

10 月 15 日(土) 

面接試験 

10 月 16 日(日) 

11月１日(火) 

12：00 11月18日(金) 

学校推薦型選抜 

(公募制) 

2022年11月１日(火) 

～ 

11月15日(火) 

小論文試験 

11 月 19 日(土) 

面接試験 

11 月 20 日(日) 

12月１日(木) 

12：00 12月12日(月) 

帰国生徒選抜 

2022年10月４日(火) 

～ 

11月15日(火) 

小論文試験 

11 月 19 日(土) 

面接試験 

11 月 20 日(日) 

12月１日(木) 

12：00 12月12日(月) 

一般選抜Ａ日程 

2022年11月30日(水) 

～ 

2023年１月24日(火) 

２ 月 ２ 日(木) 
２月８日(水) 

12：00 ２月16日(木) 

一般選抜Ｂ日程 

2022年11月30日(水) 

～ 

2023年１月27日(金) 

２ 月 ５ 日(日) 
２月17日(金) 

12：00 

１ 次手続： 

２ 月 24 日(金) 

２ 次手続： 

３ 月 13 日(月) 

大学入学共通テスト 

利用選抜 

2022年11月30日(水) 

～ 

2023年１月13日(金) 

大学入学共通テスト 
２月17日(金) 

12：00 

１ 次手続： 

２ 月 24 日(金) 

２ 次手続： 

３ 月 13 日(月) 

2. 入学試験方式・日程一覧 
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▮ 総合型選抜 

 
募集人員 

 

総合型選抜 ・・・ 臨床検査学科 22 名、臨床工学科 18 名 

 
出願資格 

 

＜臨床検査学科＞ 

次の1～2のいずれかに該当する者で、かつ、3の条件を満たす者 

1. 高等学校もしくは中等教育学校を2022年3月に卒業した者および2023年3月卒業見込みの者 

2. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設

の当該課程を2022年3月に修了した者、および2023年3月修了見込みの者 

3. 協調性を備え、国内外の医療福祉の分野に広く貢献したいという志のある者 

 
＜臨床工学科＞ 

次の1～2のいずれかに該当する者で、かつ、3の条件を満たす者 

1. 高等学校もしくは中等教育学校を2022年3月に卒業した者および2023年3月卒業見込みの者 

2. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設

の当該課程を2022年3月に修了した者、および2023年3月修了見込みの者 

3. 協調性を備え、国内外の医療福祉の分野に広く貢献したいという志のある者 

 

 

選抜方法（各学科共通） 

 

出願書類（調査書、志望理由・自己ＰＲ書）を参考に面接試験を行い、小論文試験と面接試験の評価を

総合的に判断し、合格者を選抜します。 

 

志望理由・自己ＰＲ書（各学科共通） 

 
志望理由・自己ＰＲ書は本学医療科学部ホームページからダウンロードしてください。プリンターで

Ａ４用紙に印刷し、手書きで記入してください。 

3. 各種試験方式詳細 
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試験日程（各学科共通） 総合型選抜 
 

総合型選抜 日程 

 

 

出願受付期間 

2022年９月12日（月）～2022年10月７日（金）ＷＥＢ受付締切 

※出願書類の郵送についても 2022年10月７日（金）必着 

 

インターネット出願による出願情報の入力をＷＥＢ登録期限までに行い、入

学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

試験日 小論文試験：2022年10月15日（土） 

面接試験 ：2022年10月16日（日） 

試験会場(小論文) 本会場 ：浦安・日の出キャンパス（浦安市日の出6丁目8番1号） 

札幌会場：ＡＣＵ―Ａ(アスティ45)（札幌市中央区北4条西5丁目） 

仙台会場：仙台ガーデンパレス（仙台市宮城野区榴岡4丁目1番5号） 

新潟会場：アートホテル新潟駅前（新潟県新潟市中央区笹口１－１） 

福岡会場：リファレンス大博多ビル（福岡市博多区博多駅前2丁目20-1） 

試験会場(面接) オンライン(Ｚｏｏｍ) 

合格発表日 2022 年 11 月 １ 日（火）12：00 

入学手続期間 2022 年 11 月 １ 日（火）～11 月 18 日（金） 

入学検定料 30,000 円 

 

試験時間割（各学科共通） 

小論文試験 2022 年 10 月 15 日（土） 総合型選抜 時間割 

開場 

9：00 

受験上の注意 

10：15～10：30 

小論文 

10：30～11：30 

※受験上の注意の10分前までに着席してください。 

 

面接試験  2022 年 10 月 16 日（日） 総合型選抜 時間割 

オンライン(Ｚｏｏｍ)による面接 

試験時間、ＵＲＬ、ミーティングＩＤ・パスワードは後日お知らせします。 
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オンラインによる面接試験（注意事項等） 

 

オンラインツール 

 ・オンラインによる面接試験では、Ｚｏｏｍ（無料）を使用します。 

 ・使用端末として、パソコン、タブレット、スマートフォンがありますので、事前にＺｏｏｍをインス

トールしておいてください。 

 ・ＷＥＢカメラを利用できる状態にしておいてください。使用端末の内蔵カメラも利用可能です。 

（使用端末の内蔵マイク・スピーカーも利用可能ですが、ヘッドセットやマイク付きイヤホン等の利用

を推奨します。） 

 ※通信状態が悪い場合、アクセスできないおそれがありますので、事前に確認しておいてください。ま

た、通信料については受験者にてご負担ください。通信速度に制限のないネットワーク環境を推奨しま

す。 

 

 オンラインによる面接試験を行う場所 

 試験中に第三者が立ち入らない静穏な環境を確保してください。接続時および試験中に監督者が試験実

施に不適切と判断した場合には、試験を中止する場合があります。 

 

 注意事項 

 １）オンラインによる面接試験を妨害する行為をしないこと。 

 ２）配付された面接試験のＵＲＬ、ミーティングＩＤやパスワードなどを第三者と共有しないこと。 

 ３）面接試験の画像・映像・音声を許可なく撮影、画面キャプチャ、録音、録画したり、それらをＳＮ

Ｓ（ソーシャルネットワーキングサービス）や掲示板などインターネット上にアップロードしたりしな

いこと。 

 ４）画像・音声など自身の発信が本学関係者にも見られていることを認識し、受験者ご自身の個人情報

の管理にも注意すること。 
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▮ 学校推薦型選抜（公募制） 

 
募集人員 

 

学校推薦型選抜（公募制）・・・ 臨床検査学科 20 名、臨床工学科 15 名 

 
出願資格 

 
＜臨床検査学科＞ 

次の1～2のいずれかに該当する者で、かつ、3～5の条件をすべて満たす者 

1. 高等学校もしくは中等教育学校を 2023 年 3 月卒業見込みの者 

2. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を 

2023 年 3 月修了見込みの者 

3. 成績優秀にして大学専門教育に適する者（2023年 3 月卒業見込みの者は第 3 学年第 1学期（2学期制において

は前期）までの調査書の「全体の評定平均値が 3.0 以上の者」） 

4. 出身学校長が責任をもって推薦できる者 

5. 本学医療科学部臨床検査学科に合格した場合、必ず入学することを確約する者（専願） 

 
 

＜臨床工学科＞ 

次の1～2のいずれかに該当する者で、かつ、3～5の条件をすべて満たす者 

1. 高等学校もしくは中等教育学校を 2023 年 3 月卒業見込みの者 

2. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定または指定した在外教育施設の当該課程を 

2023 年 3 月修了見込みの者 

3. 成績優秀にして大学専門教育に適する者（2023年 3 月卒業見込みの者は第 3 学年第 1学期（2学期制において

は前期）までの調査書の「全体の評定平均値が 3.0 以上の者」） 

4. 出身学校長が責任をもって推薦できる者 

5. 本学医療科学部臨床工学科に合格した場合、必ず入学することを確約する者（専願） 

 
高等学校長のご推薦にあたっての注意事項（各学科共通） 

 
1. 入学志願者の推薦入試資格を学籍簿に基づき証明してください。 

2. 入学志願者は本学の入学が許可された後、入学辞退ができないことを承諾のもとで推薦してください。 

3. 公募制推薦の場合、高等学校からの推薦者数に限度は設けません。 

 
 

選抜方法（各学科共通） 

 

出願書類（調査書、推薦書、志望理由・自己ＰＲ書）を参考に面接試験を行い、小論文試験と面接試験

の評価を総合的に判断し、合格者を選抜します。 
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志望理由・自己ＰＲ書（各学科共通） 

 
志望理由・自己ＰＲ書は本学医療科学部ホームページからダウンロードしてください。プリンターで

Ａ４用紙に印刷し、手書きで記入してください。 

 

 

試験日程（各学科共通） 

 

学校推薦型選抜（公募制） 日程 

 

 

出願受付期間 

2022年11月１日（火）～2022年11月15日（火）ＷＥＢ受付締切 

※出願書類の郵送についても 2022年11月15日（火）必着 

 

インターネット出願による出願情報の入力をＷＥＢ登録期限までに行い、入

学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

試験日 小論文試験：2022年11月19日（土） 

面接試験  ：2022年11月20日（日） 

試験会場(小論文) 本会場 ：浦安・日の出キャンパス（浦安市日の出6丁目8番1号） 

札幌会場：ＡＣＵ―Ａ(アスティ45)（札幌市中央区北4条西5丁目） 

仙台会場：仙台ガーデンパレス（仙台市宮城野区榴岡4丁目1番5号） 

新潟会場：アートホテル新潟駅前（新潟県新潟市中央区笹口１－１） 

福岡会場：リファレンス大博多ビル（福岡市博多区博多駅前2丁目20-1） 

試験会場(面接) オンライン(Ｚｏｏｍ) 

合格発表日 2022 年 12 月 １ 日（木）12：00 

入学手続期間 2022 年 12 月 １ 日（木）～12 月 12 日（月） 

入学検定料 30,000 円 

 

試験時間割（各学科共通） 

小論文試験 2022 年 11 月 19 日（土） 学校推薦型選抜（公募制） 時間割 

開場 

9：00 

受験上の注意 

10：15～10：30 

小論文 

10：30～11：30 

※受験上の注意の10分前までに着席してください。 

 

面接試験  2022 年 11 月 20 日（日） 学校推薦型選抜（公募制） 時間割 

オンライン(Ｚｏｏｍ)による面接 

試験時間、ＵＲＬ、ミーティングＩＤ・パスワードは後日お知らせします。 
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▮ 帰国生徒選抜 

 
募集人員 

 

帰国生徒選抜・・・ 臨床検査学科 若干名、臨床工学科 若干名 

 
出願資格（各学科共通） 

 
次の条件をすべて満たす者  

1. 日本国籍を有する者または日本国の永住許可を得ている者  

2. 次の A～C のいずれかに該当する者  

A.国内外を問わず学校教育における12年の課程を修了した者。もしくは 2023年３月31日までに修了見

込みの者 

B.下記のいずれかの資格を2021年４月１日から2023年３月31日までに授与された者もしくは授与見込

みの者  

・スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格  

・ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格  

・フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格  

・英国において大学入学資格として認められているGCEAレベル資格（Ａレベル資格）  

C.日本の高等学校卒業程度認定試験合格者、または2023年３月31日までに合格見込みの者  

ただし、大学入学時において帰国後２年以内であること  

3. 外国の教育制度に基づく教育課程での在籍期間が、次の A または B のいずれかに該当する者  

A.中・高等学校を通じ２年以上継続して在籍した者  

B.高等学校の最終学年（１年間）を含め、中・高等学校を通じ通算で２年以上在籍した者（見込みを

含む）  

4. 協調性を備え、国内外の医療福祉の分野に広く貢献したいという志のある者 
 

出願時に以下のいずれかの外国語検定試験の結果証明書（P.22参照）を提出すること。  

ケンブリッジ英語検定、英検、GTEC、IELTS、TEAP、TEAP-CBT、TOEFL-iBT、 TOEIC(Listening & 

Reading Test 及び Speaking & Writing Test)、中国語検定試験、中国語検定(HSK)  
 

 

選抜方法（各学科共通） 

 

出願書類（調査書、推薦書、志望理由・自己ＰＲ書）を参考に面接試験を行い、小論文試験と面接試

験の評価を総合的に判断し、合格者を選抜します。 
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志望理由・自己ＰＲ書（各学科共通） 

 
志望理由・自己ＰＲ書は本学医療科学部ホームページからダウンロードしてください。プリンターで

Ａ４用紙に印刷し、手書きで記入してください。 

 

 

試験日程（各学科共通） 

 

帰国生徒選抜 日程 

 

 

出願受付期間 

2022年10月４日（火）～2022年11月15日（火）ＷＥＢ受付締切 

※出願書類の郵送についても 2022年11月15日（火）必着 

 

インターネット出願による出願情報の入力をＷＥＢ登録期限までに行い、入

学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

試験日 小論文試験：2022年11月19日（土） 

面接試験  ：2022年11月20日（日） 

試験会場(小論文) 本会場 ：浦安・日の出キャンパス（浦安市日の出6丁目8番1号） 

札幌会場：ＡＣＵ―Ａ(アスティ45)（札幌市中央区北4条西5丁目） 

仙台会場：仙台ガーデンパレス（仙台市宮城野区榴岡4丁目1番5号） 

新潟会場：アートホテル新潟駅前（新潟県新潟市中央区笹口１－１） 

福岡会場：リファレンス大博多ビル（福岡市博多区博多駅前2丁目20-1） 

試験会場(面接) オンライン(Ｚｏｏｍ) 

合格発表日 2022年12月１日（木）12：00 

入学手続期間 2022年12月１日（木）～12月12日（月） 

入学検定料 30,000 円 

 

試験時間割（各学科共通） 

小論文試験 2022 年 11 月 19 日（土） 帰国生徒選抜 時間割 

開場 

9：00 

受験上の注意 

10：15～10：30 

小論文 

10：30～11：30 

※受験上の注意の10分前までに着席してください。 

 

面接試験  2022 年 11 月 20 日（日） 帰国生徒選抜 時間割 

オンライン(Ｚｏｏｍ)による面接 

試験時間、ＵＲＬ、ミーティングＩＤ・パスワードは後日お知らせします。 
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▮ 一般選抜 

 
募集人員 

 

一般選抜Ａ日程 ・・・ 臨床検査学科 47 名、臨床工学科 25 名

一般選抜Ｂ日程 ・・・ 臨床検査学科 16 名、臨床工学科  7 名 

 
出願資格（各学科共通） 

 
次の 1～3 のいずれかに該当する者 

1. 高等学校（※）を卒業した者および 2023 年 3 月卒業見込みの者 

2. 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者および 2023 年 3 月修了見込みの者 

3. 学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および 

2023 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者 

※ 中等教育学校、特別支援学校の高等部を含みます。 

 

選抜方法（各学科共通） 

 

学力試験の成績順に合格者を選抜します。 

 

 

試験日程（各学科共通）一般選抜Ａ日程 

 

一般選抜Ａ日程 日程 

 

 

出願受付期間 

2022年11月30日（水）～2023年１月24日（火）ＷＥＢ受付締切 

※出願書類の郵送は 2023年１月24日（火）必着 

 

インターネット出願による出願情報の入力をＷＥＢ登録期限までに行い、入学検

定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

試験日 2023年２月２日（木） 

 

試験会場 
ベルサール東京日本橋（東京都中央区日本橋２-７-１ 東京日本橋タワー） 

※受験者数や新型コロナウイルスの状況により試験会場が追加となる場合があります。 

合格発表日 2023年２月８日（水）12：00 

入学手続期間 2023年２月８日（水）～２月16日（木） 

入学検定料 35,000 円 

※臨床検査学科と臨床工学科を併願する場合は50,000 円 

※一般選抜Ａ日程と一般選抜Ｂ日程を同時出願（併願）し、かつ臨床検査学科と臨床工学

科を併願する場合は70,000円 
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試験科目・試験時間割 

 

＜臨床検査学科＞ 
 教科  科目・試験範囲 配点 合計点 

 

① 
 

英語 
「コミュニケーション英語Ⅰ」、 

「コミュニケーション英語Ⅱ」、「英語表現Ⅰ」 

 
100 点 

 

  
数学 

「数学Ⅰ」および「数学Ａ」（「場合の 
数と確率」「図形の性質」） 

  

 

② 

選択科目 

４ 科 目 中 

２科目選択 

（＊） 

 

 

理科 

「物理基礎」および「物理」 

 

「化学基礎」および「化学」 

 
200 点 

（各 100 点） 

300 点 

   「生物基礎」および「生物」   

＊｢②選択科目｣は、試験当日に選択することとなります。 

 

 
＜臨床工学科＞ 
 教科  科目・試験範囲 配点 合計点 

 

① 
 

英語 
「コミュニケーション英語Ⅰ」、 

「コミュニケーション英語Ⅱ」、「英語表現Ⅰ」 

 

100 点 
 

 

 

 
 

300 点 

② 数学 
「数学Ⅰ」および「数学Ａ」（「場合の数と確率」 
「図形の性質」） 

100 点 

 

 

③ 

 
選択科目 

３ 科 目 中 

１科目選択 

（＊） 

 

 

 
理科 

「物理基礎」および「物理」 

 

「化学基礎」および「化学」 

 

「生物基礎」および「生物」 

 

 

100 点 

＊｢③選択科目｣は、試験当日に選択することとなります。 
 

 
 

2023 年 ２ 月 ２ 日（木） 一般選抜Ａ日程 時間割 

開場 

8：15 

受験上の注意（※1） 

9：05～9：20 

選択科目（2科目120分）（※2） 

9：30～11：30 

英語 

12：50～13：50 

※1 当日は受験上の注意の10分前までに着席してください。 

※2 臨床工学科は数学必須となりますので、数学は必ず選択してください。 

数学を選択していない場合、選抜の対象となりませんのでご注意ください。 
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その他注意事項 

 

順天堂大学のスポーツ健康科学部・医療看護学部・保健看護学部・国際教養学部・保健医療学部・医療科

学部・健康データサイエンス学部では、同一日に実施される同一の教科・科目で共通の試験問題を使用し

ます。同一試験日においては、異なる学部を受験することはできません。 

 

一般選抜

試験日 

スポーツ

健康科学部 

医療看護 

学部 

保健看護 

学部 

国際教養 

学部 

保健医療 

学部 

医療科

学部 

健康データ

サイエンス

学部 

２月２日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２月５日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

試験日が異なる場合は、それぞれ違う学部に出願する事が可能です。

それぞれの学部の募集要項に従って出願してください。 
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試験日程（各学科共通）一般選抜Ｂ日程 
 

 

一般選抜Ｂ日程 日程 

 

 

出願受付期間 

2022年11月30日（水）～2023年１月27日（金）ＷＥＢ受付締切 

※出願書類の郵送は 2023年１月27日（金）必着 

 

インターネット出願による出願情報の入力をＷＥＢ登録期限までに行い、入学検

定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

試験日 2023年２月５日（日） 

 

試験会場 

ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター 

（東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング） 
※受験者数や新型コロナウイルスの状況により試験会場が追加となる場合があります。 

合格発表日 2023年２月17日（金）12：00 

入学手続期間 一次手続期間：2023年２月17日（金）～２月24日（金） 

二次手続期間：2023年２月17日（金）～３月13日（月） 

入学検定料 35,000 円 

※臨床検査学科と臨床工学科を併願する場合は50,000 円 

※一般選抜Ａ日程と一般選抜Ｂ日程を同時出願（併願）し、かつ臨床検査学科と臨床工学

科を併願する場合は70,000円  

 

 

 

試験科目・試験時間割（各学科共通） 

 
 教科  科目・試験範囲 配点 合計点 

 

① 
 

英語 
「コミュニケーション英語Ⅰ」、 

「コミュニケーション英語Ⅱ」、「英語表現Ⅰ」 

 

100 点 
 

  
数学 

「数学Ⅰ」および「数学Ａ」（「場合の 
数と確率」「図形の性質」） 

  

 

② 

選択科目 

４ 科 目 中 

１科目選択 

（＊） 

 

 

理科 

「物理基礎」および「物理」 

 

「化学基礎」および「化学」 

 

100 点 

200 点 

   「生物基礎」および「生物」   

＊｢②選択科目｣は、試験当日に選択することとなります。 

 

2023 年 2 月 5 日（日） 一般選抜Ｂ日程 時間割 

開場 

9：00 

受験上の注意（※1） 

10：05～10：20 

選択科目 

10：30～11：30 

英語 

12：50～13：50 

※1 当日は受験上の注意の10分前までに着席してください。 
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その他注意事項 

 

順天堂大学のスポーツ健康科学部・医療看護学部・保健看護学部・国際教養学部・保健医療学部・医療科

学部・健康データサイエンス学部では、同一日に実施される同一の教科・科目で共通の試験問題を使用し

ます。同一試験日においては、異なる学部を受験することはできません。 

 

一般選抜

試験日 

スポーツ

健康科学部 

医療看護 

学部 

保健看護 

学部 

国際教養 

学部 

保健医療 

学部 

医療科

学部 

健康データ

サイエンス

学部 

２月２日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２月５日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

試験日が異なる場合は、それぞれ違う学部に出願する事が可能です。

それぞれの学部の募集要項に従って出願してください。 
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新型コロナウイルス感染症への罹患等による欠席者への特別措置について 
 

 

新型コロナウイルス感染症に罹患等し、一般選抜を欠席せざるを得なかった方を対象に大学入学共通テス

トの成績で合否判定を行う「特別措置」を実施します。 

 

●「特別措置」の概要 

対象者については、本学独自の個別学力試験は課さず大学入学共通テストの成績で合否判定を行います。 

 

●指定科目（選択科目、配点等の詳細は、P.18大学入学共通テスト利用選抜の試験科目をご覧下さい。）

外国語：英語（リスニング含む） 

数学Ⅰ・数学Ａ 

物理、化学、生物 

 
● 対象者 

新型コロナウイルス感染症に罹患等したことにより、一般選抜（Ａ・Ｂ日程）を受験できなかっ

た者で、次のいずれかに該当するもの。 

・受験者本人が新型コロナウイルス感染症に罹患し、その事実を証明する書類（医師の診断書

等）を提出することができる者 

・受験者本人が保健所から新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と認められた者 

※ただし、文部科学省の令和4年度大学入学者選抜実施要項（令和3年6月4日付け3文科高第284号

文部科学省高等教育局長通知）に基づき以下の条件を満たす場合は受験を認める場合がありま

す。該当する場合は、試験前日の10時までに医療科学部入学試験係へ連絡してください。 

・初期スクリーニング（自治体等によるＰＣＲ検査および検疫所における抗原定量検査）の結

果、陰性であること。 

・受験当日も無症状であること。 

・公共交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用せず、試験場へ

移動できること。試験当日に症状が現れた場合は、受験を控えてください。 

 
「特別措置」の適用を受けるには、本学部の一般選抜(Ａ・Ｂ日程）に先立ち、大学入学共通テス

トの出願および受験が必要となります。 

 
● 申請方法 

下記の期限までに医療科学部入学試験係まで連絡のうえ、申請書類を提出してください。 

Ａ日程 2023年２月２日（木）12時 

Ｂ日程 2023年２月５日（日）12時 

ただし、当日に１科目でも受験し、体調不良等により途中棄権した場合は、特別措置の対象とはな

りません。体調不良が認められる場合は、無理に受験せず、医療機関を受診のうえ特別措置を申請

してください。 



-17- 

2023年度 順天堂大学医療科学部 学生募集要項 

 

 

▮ 大学入学共通テスト利用選抜 

 
募集人員 

 

大学入学共通テスト利用選抜・・・各学科 5 名 

 
出願資格（各学科共通） 

 
次の 1～3 のいずれかに該当する者で、かつ、4の条件を満たす者 

1. 高等学校（※）を卒業した者および 2023年３月卒業見込みの者 

2. 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者および 2023年３月修了見込みの者 

3. 学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる 

者および 2023 年３月 31日までにこれに該当する見込みの者 

4. 2023年度大学入学共通テストで本学が指定した教科・科目を受験する者 

※ 中等教育学校、特別支援学校の高等部を含みます。 

 

 

選抜方法（各学科共通） 

 

大学入学共通テストの成績順に合格者を選抜します。 

 

 

試験日程（各学科共通） 大学入学共通テスト利用選抜 

 
大学入学共通テスト利用選抜 日程 

 

 

出願受付期間 

2022年11月30日（水）～2023年１月13日（金）ＷＥＢ受付締切 

※出願書類の郵送は 2023年１月13日（金）必着 

 

インターネット出願による出願情報の入力をＷＥＢ登録期限までに行い、入学検

定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

試験日 大学入学共通テスト試験日 

試験会場 大学入試センター指定の試験会場 

合格発表日 2023年２月17日（金）12：00 

入学手続期間 一次手続期間：2023年２月17日（金）～２月24日（金） 
二次手続期間：2023年２月17日（金）～３月13日（月） 

入学検定料 15,000 円 ※臨床検査学科と臨床工学科を併願の場合は20,000 円 



-18- 

2023年度 順天堂大学医療科学部 学生募集要項 

 

 

試験科目 

 

＜臨床検査学科＞ 
 教科  科目・試験範囲 配点 合計点 

 

① 
 

英語 
 

外国語：英語（リスニング含む） 
100 点 

（＊） 

 

 

 

 

300 点 

 

 

 
② 

 
 

選択科目 

４科目中

高得点の 

２科目 

数学 数学Ⅰ・数学Ａ  

 
 

200 点 

（各 100 点） 

 

 

理科 

 

物理

化学

生物 

(＊) 大学入試センターから提供されたリーディングの成績（100 点）の 0.8 倍（80 点）とリスニング

の成績（100 点）の 0.2 倍（20 点）を合計して用います。 

 

 

＜臨床工学科＞ 
 教科  科目・試験範囲 配点 合計点 

 

① 
 

英語 
 

外国語：英語（リスニング含む） 
100 点 

（＊） 

 

 

 

 

300 点 

② 数学 数学Ⅰ・数学Ａ 100 点 

 

 

③ 

 
選択科目 

３科目中

高得点の 

1科目 

 

 

理科 

 

物理

化学

生物 

 

 

100 点 

(＊) 大学入試センターから提供されたリーディングの成績（100 点）の 0.8 倍（80 点）とリスニング

の成績（100 点）の 0.2 倍（20 点）を合計して用います。 
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Step１ インターネット出願サイトにアクセス 

Step２ 出願登録 

出願登録が完了しても、まだ本学への出願は完了していません。 

次のとおり、入学検定料のお支払いを済ませてから出願書類をダウンロードして、本学へ出願書

類を提出する必要があります。 

Step３ 入学検定料のお支払い 

Step４ インターネット出願サイトへログイン 

Step５ 出願書類のダウンロード 

Step６ 受験票のダウンロード 

 
 

医療科学部入学試験に出願する際は、インターネット出願を利用のうえで出願してください。出願登

録手順や方法等についての詳細は、本学医療科学部ホームページをご確認願います。 

インターネット出願では、インターネットに接続されたパソコンおよび出願書類を印刷するプリンターをご

準備ください。 

 

 

パソコン等から本学医療科学部のインターネット出願サイトにアクセスし、出願手順等を確認し

てください。 
 

 

 

志願者の氏名や住所など、出願に必要な情報を登録します。出願期間内であれば、いつでも出願

登録できます。 
 

 

 
 

入学検定料のお支払いには、クレジットカードによるインターネット決済、金融機関ＡＴＭ

（ペイジー）、コンビニエンスストアでのお支払いを選ぶことができます。 
 

 
 

 

お支払い完了後、再び、インターネット出願サイトへアクセスし、出願登録した情報でログイ

ンしてください。 
 

 

 

入金完了後、インターネット出願サイト上から出願書類をダウンロードすることができます。

プリンターでＡ４用紙（白紙）に印刷し、必要事項を記入してください。 
 

 

 

本学部にて、出願書類一式の到着と入学検定料の納入が確認され次第、受験票をダウンロードで

きるようになります。各自印刷のうえ、試験日当日にお持ちください。 

4. インターネット出願 
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出願期間中に、インターネット出願の登録・入学検定料の支払いを済ませ、なおかつ出願書類が本学部

に到着していなければなりません。インターネット出願の登録・入学検定料の支払いを済ませていても

出願期間中に出願書類が本学部へ到着しなければ、出願として認められませんのでご注意ください。 

 
 

出願期間 

 
総合型選抜 

2022年９月12日（月）～2022年10月７日（金）出願書類郵送必着 

学校推薦型選抜（公募制） 

2022年11月１日（火）～2022年11月15日（火）出願書類郵送必着 

帰国生徒選抜 

2022年10月４日（火）～2022年11月15日（火）出願書類郵送必着 

一般選抜Ａ日程 

2022年11月30日（水）～2023年１月24日（火）出願書類郵送必着 

一般選抜Ｂ日程 

2022年11月30日（水）～2023年１月27日（金）出願書類郵送必着 

大学入学共通テスト利用選抜 

2022年11月30日（水）～2023年１月13日（金）出願書類郵送必着 

 

出願の完了について 
 

 
出願書類について 

 
出願書類は入学試験によって異なりますのでご注意ください。 

出願

書類 

総合型

選抜 

学校推薦型

選抜 
（公募制） 

帰国生徒

選抜 一般選抜 
大学入学共通テ 
スト利用選抜 

①宛名ラベル 〇 〇 〇 〇 〇 

②志願確認票 〇 〇 〇 〇 〇 

③調査書 〇 〇 〇 〇 〇 

④志望理由・自己ＰＲ書 〇 〇 〇 
  

⑤推薦書 
 

〇 
   

⑥帰国生選抜に関わる 

出願書類 

 
 

〇 
  

⑦大学入学共通テ

スト成績請求票 

     

〇 

5. 出願書類 
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①宛名ラベル 

１）出願書類の郵送には、本学所定の宛名ラベルを使用してください。宛名ラベルは、インターネット

出願サイトからダウンロードできます。プリンターを使ってＡ４用紙に印刷してください。 

２）宛名ラベルを角形２号封筒（大きさが 240×332ミリ程度で無地の封筒）に貼り付けて、出願書類

一式を封入してください。 

３）出願書類を本学へ提出する際は、簡易書留速達郵便で送付してください。 

 
 

②志願確認票 

１）志願確認票は、インターネット出願サイトにて出願登録の完了後からダウンロードできます。プリ

ンターを使ってＡ４用紙に印刷してください。 

２）志願確認票は機械で処理されますので、折り曲げたり汚したりしないでください。 

３）大学入試共通テストを利用する入学試験に出願している場合は、大学入試センターから交付される

私立大学用の成績請求票を所定欄に貼ってください。 

 
③調査書 

出身学校の調査書（2022年９月１日以降発行で厳封されたもの） 
 

ただし、下記の該当者は調査書に替えて指定の書類を提出してください。 

１）指導要録の保存期間を過ぎている卒業生の場合や廃校・被災その他の事情により調査書が得られな

い場合には、当該学校作成の「調査書を発行できない」旨を記載した文章を添えたうえ、卒業証明

書と成績証明書を提出してください。成績証明書も提出できない場合は、当該学校作成の「調査書

および成績証明書が発行できない」旨を記載した文章を提出してください。 

２）高等学校卒業程度認定試験合格者および旧大学入学資格検定試験合格者は合格証明書と成績証明書

を提出してください（ただし、高等学校等において科目を履修したことにより受験科目を一部免除

された場合は、その免除された科目も高等学校等の調査書または成績証明書を添えてください）。 

３）外国の高等学校卒業（見込）者は、当該学校における成績証明書と卒業（見込）証明書または卒業

証書の写しを提出してください。 

４）文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程を修了（見込）者は、成績証明書を提出してくださ

い。 

※上記以外で調査書が提出できない方は入学試験係までご連絡ください。 

※大学卒業者および卒業見込の者は、当該大学の卒業証明書（卒業見込証明書）を提出してください。 

※複数の入試方式に出願する場合、出願方式ごとに１部提出してください。 
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④志望理由・自己ＰＲ書（本学指定様式） 

志望理由・自己ＰＲ書は本学医療科学部ホームページからダウンロードしてください。プリンターでＡ

４用紙に印刷し、手書きで記入してください。 

 
⑤推薦書（本学指定様式） 

１）推薦書は本学医療科学部ホームページからダウンロードしてください。プリンターでＡ４用紙に印

刷し、高等学校で記入後は厳封してください。 

２）入学志願者本人の学習歴や活動歴を踏まえた以下①～③に示す要素に関する評価や、生徒の努力を

要する点などその後の指導において特に配慮を要するものがあればその内容について記載してくだ

さい。 

①基礎的・基本的な知識・技能 

②知識・技能を活用して、自ら課題を発見し、その解決に向けて探究し、成果等を表現するために

必要な思考力・判断力・表現力等の能力 

③主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度 

 

⑥帰国生徒選抜に関わる出願書類  

帰国生徒選抜に出願する場合は、下記Ⅰ～Ⅳの書類すべてを提出してください。  

Ⅰ. 志願者本人のパスポートの写し  

氏名、顔写真、国籍、パスポート番号、発行年月日が記載されているページをすべてコピーした

ものを提出してください。特別永住者の方は特別永住者証明書の写しも提出してください。  

Ⅱ. 外国の学校の在籍証明書および成績証明書  

帰国生徒選抜出願要件（P.9を参照）を証明する外国の学校の在籍証明書および在籍していた学年

分の成績証明書（最低２学年分）を提出してください。  

 Ⅲ. 大学入学資格を証明する書類、成績証明書等  

下記のＡ～Ｅより該当するものについて、すべての書類を提出してください。 

Ａ 
日本の高等学校等卒業（見込）者は、次の書類を提出してください。  

・文部科学省規定の出身学校の調査書（2022年9月1日以降発行で厳封されたもの） 

Ｂ 
国内外を問わず、A以外の12年の学校教育課程の修了(見込)者は次の書類を提出してください。  

・修了(見込)証明書または卒業(見込)証明書 ・成績証明書 

Ｃ 

国際バカロレア資格（IB Diploma）、アビトゥア資格、バカロレア資格（フランス共和国）、

GCEAレベル資格(Ａレベル資格)のいずれかを取得した者は、次の書類を提出してください。  

・資格証明書 ・成績証明書 

国際バカロレア資格に関する書類の提出について  

ⅰ）IB Diplomaを既に取得している者  

国際バカロレア事務局から授与された「国際バカロレア資格証明書（IB Diploma）の写し」

および「IB最終試験６科目の成績評価証明書」を提出してください。  

ⅱ）IB Diplomaを取得予定の者  

在籍する学校の学校長等が作成した「国際バカロレア資格の取得見込み証明書」（様式任

意）および「IB Diplomaの見込み点（Predicted Grades）」を提出してください。帰国生

徒選抜合格者は、国際バカロレア事務局から授与される「国際バカロレア資格証明書（IB 

Diploma）の写し」および「IB最終試験６科目の成績評価証明書」を2023年１月31日（火）

までに、簡易書留速達郵便で医療科学部入学試験係へ郵送してください。  

Ｄ 
高等学校卒業程度認定試験および旧大学入学資格検定試験合格者は、次の書類を提出してくださ

い。  
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・合格証明書 ・成績証明書  

※ただし、高等学校等において科目を履修したことにより受験科目を一部免除された場合は、そ

の免除された科目の高等学校等の調査書または成績証明書を添えてください。  

※合格見込み者は「合格見込成績証明書」を提出し、合格後に必ず「合格証明書」を提出してく

ださい。  

Ｅ 
大学に在学している者は、次の書類を提出してください。  

・成績証明書 ・在学証明書 

  

Ⅳ. 英語資格・検定試験の成績証明書  

次の英語資格・検定試験から該当する成績証明書を提出してください。出願書類提出開始日から遡

って２年以内に受験した試験結果を有効とします。ただし、各資格・検定試験の有効期限内とします。

2023年度入試では、TOEFL iBT Special Home Edition または IELTS Indicator の成績も利用できま

す。  

英語資格・検定試験 提出する書類 

TOEFL iBT 
Test Taker Score Report または Examinee Score Report  

※マイベストスコア（MyBest scores）を利用することはできません。  

IELTS Test Report Form（成績証明書） 

英検 
CSE スコア証明書または合格証明書（合格・不合格にかかわらず、スコ

アで判定します） 

TEAP 成績表 

TEAP CBT 成績表 

GTEC CBT スコアレポート 

ケンブリッジ英語検定 結果ステートメントまたは認定書（スコア記載のもの） 

TOEIC 
TOEIC Listening & Reading Test または TOEIC Speaking & Writing 

Tests 

中国語検定試験 成績表 

中国語検定（HSK） 成績表 

 
 

⑦大学入学共通テスト成績請求票 

大学入学共通テスト利用入試に出願する場合は、大学入試センターから交付される私立大学用の成績請

求票を入学志願票の所定欄に貼り付けてください。 

 
出願時の注意 

個人情報の取り扱いについて 

出願にあたって本学に提出いただいた、氏名・生年月日・住所・電話番号、その他の個人情報は、下記

の目的以外に一切利用致しません。 

・書類等の発送 

・入試に関するご連絡 

・学校行事のご案内 

・個人を識別できない統計的集計 

なお、当該業務を外部に委託する場合は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定

し、個人情報の取り扱いに関する契約の締結等により、適切な管理を実施致します。 

  



-24- 

2023年度 順天堂大学医療科学部 学生募集要項 

 

 

 
出願書類の注意事項について 

提出された出願書類は、合否に関わらず、返却いたしませんのでご了承ください。出願書類に虚偽や事

実と異なる記載内容があった場合は、入学後でも入学手続を取り消すことがあります。 

 
障がい等のある方の受験について 

障がい等により、受験および入学後の学生生活に配慮を必要とする場合は、出願前に必ず医療科学部入

学試験係へご相談ください。 
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入学検定料 

 

入学試験方式ごとの入学検定料については下記表を参照してください。 

総合型選抜 30,000 円 

         学校推薦型選抜（公募制） 30,000 円 

         帰国生徒選抜 30,000 円 

 

 
一般選抜（Ａ日程／Ｂ日程） 

単願 35,000 円 

臨床検査学科・臨床工学科併願 50,000 円 

Ａ日程とＢ日程を同時出願しかつ 

臨床検査学科・臨床工学科併願 
70,000 円 

 

大学入学 

共通テスト利用選抜 

単願 15,000 円 

臨床検査学科・臨床工学科併願 20,000 円 

 
1. 入学検定料は、インターネット出願に登録完了後、クレジットカード、コンビニエンスストアや金融機

関ＡＴＭ（ペイジー）等でお支払いできます。 

2. お支払いの際は、入学検定料の他に支払手数料をご負担ください。 

3. お支払い手続きされた入学検定料及び支払手数料は、いかなる理由があっても一切返還いたしません。 

4. お支払いが完了すると、支払完了メールが届きますので、内容をご確認の上、大切に保管してくださ

い。このメールを印刷して大学へ送付する必要はございません。 

 

 

 

受験票 

 
１）インターネット出願の登録後、出願書類等の本学部到着と入学検定料の納入が確認され次第、医療科学

部インターネット出願システムで受験票をダウンロードできます。受験票はプリンターを使ってＡ４ 

用紙に印刷してください。 

２）本学から受験票は郵送しません。 

３）試験日近くになっても受験票をダウンロードできない場合は、医療科学部入学試験係へお問い合わせく

ださい。（047-354-3311） 

４）受験票は試験当日必ずご持参ください。 

6. 入学検定料／受験票 
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総合型選抜、学校推薦型選抜（公募制）、帰国生徒選抜 

※受験者数や新型コロナウイルスの状況により試験会場が追加となる場合があります。 
 

本会場：浦安・日の出キャンパス １号館（千葉県浦安市日の出６－８－１） 
 

 
 

アクセス 

 

ＪＲ「新浦安駅」 

バスターミナル Ｃ のりば （図の赤〇印を参照） 

 

１６番系統 日の出七丁目行きバス乗車７分 順天堂大学・日の出 正門 下車 徒歩１分 

１７番系統 日の出七丁目行きバス乗車７分 順天堂大学・日の出 東口 下車 徒歩５分 

 

  

7. 試験会場案内 
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札幌会場：ＡＣＵ―Ａ(アスティ45) （札幌市中央区北4条西5丁目） 
 

地上マップ 

 
地下マップ 

 
 

最寄り駅 

ＪＲ「札幌駅」徒歩５分  地下鉄「札幌駅」徒歩３分（地下直結） 
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仙台会場：仙台ガーデンパレス（仙台市宮城野区榴岡４丁目１番５号） 

 
 

最寄り駅： 

ＪＲ「仙台駅」東口より徒歩３分 
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新潟会場：アートホテル新潟駅前（新潟県新潟市中央区笹口１－１） 

 
 

最寄り駅 

ＪＲ「新潟駅」 直結徒歩１分 
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福岡会場：リファレンス大博多ビル（福岡市博多区博多駅前２丁目20-１） 

 
 

最寄り駅 

ＪＲ「博多駅」博多口より７分 

福岡市営地下鉄博多駅 博多改札口より７分博多改札口を出て祇園駅方面連絡通路を通り、Ｐ２出口を上がった目の前 

福岡市営地下鉄「祇園駅」 改札口より５分 

改札口を出て、博多駅方面連絡通路を通り、 Ｐ２出口を上がった目の前 
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一般選抜Ａ日程（２月２日） 
 

※受験者数や新型コロナウイルスの状況により試験会場が追加となる場合があります。 
 
 

ベルサール東京日本橋（東京都中央区日本橋2-7-1東京日本橋タワー） 
 

 
 

最寄り駅 

「日本橋駅」 B6番出口直結（銀座線・東西線・浅草線）  

「東京駅」 八重洲北口徒歩6分（山手線・京浜東北線・横須賀線・総武本線・東海道本線・中央本線・京 

葉線・成田エクスプレス・東海道新幹線・山陽新幹線・東北新幹線・山形新幹線・秋田新幹線・

上越新幹線・長野新幹線・丸ノ内線）  

「三越前駅」 B6出口徒歩3分（銀座線・半蔵門線）



-32- 

2023年度 順天堂大学医療科学部 学生募集要項 

 

 

一般選抜Ｂ日程（２月５日） 

※受験者数や新型コロナウイルスの状況により試験会場が追加となる場合があります。 
 

ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター(東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング) 
 

 

 

最寄り駅 

「内幸町駅」 A5出口 徒歩10秒(都営三田線) 

「新橋駅」日比谷口または7・8番出口 徒歩7分 

(山手線・京浜東北線・東海道本線・横須賀線・銀座線・都営浅草線) 

「霞ケ関(東京都)駅」 C4出口 徒歩8分(日比谷線・丸ノ内線・千代田線) 
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共通の注意事項について 

１）試験会場では、受験者は昼食時を除き、必ずマスクを着用してください。また、休憩時間や昼食

時等に他の受験者と接触、交流、会話を極力控えてください。 

２）試験当日の昼食は、各自で持参してください。 

３）試験会場内は、禁煙です。 

４）保護者の控室は、用意しておりません。 

５）上履きを持参する必要はありません。 

６）試験当日は、窓の開放等を行い、試験室の換気を行う時間帯がありますので、時期によっては上

着など暖かい服装を持参してください。 

７）自然災害や火災・停電・公共交通機関遅延等の不測の事態により、学生募集要項記載の日程で入

学試験や合格発表等を実施することが困難であると本学が判断した場合、試験時間の繰り下げ、

試験会場の変更および日程の延期等の措置をとることがあります。なお、このことに伴って生じ

る受験者の個人的損害について、本学は一切その責任を負いません。 

 
入退場に関する注意事項について 

【入場】 

１）試験会場への入場について、混雑による事故等を防ぐため、受験番号ごとに入場時間を割り振る

等の措置を講じる場合があります。その際には、監督者・係員の指示に従って、入場してくださ

い。 

２）試験会場入口では、受験票を提示して入場し、入場後は常に受験票を所持してください。 また、

受験票を持参しなかった、あるいは紛失した場合は、身分を証明するものを持参し、係員に申し

出てください。 

３）受験者以外が試験会場内に立ち入ることはできません。 

【遅刻】 

４）試験開始時刻に遅刻した場合は、受験第１科目目の試験開始時刻後 20 分以内の遅刻に限り受験を認め

ます。 

ただし、第２科目目の開始時刻までに入場していない場合、当日は受験することができません。 

（一般選抜以外の入学試験区分において、試験開始時刻に遅刻した場合は、原則、受験を認めま

せん。） 

５）不測の事態に備え、余裕を持って来場できるよう、事前に公共交通機関の混乱等に備えるよう

にしてください。 

６）自然災害等により、試験会場への鉄道に大幅な遅れが生じた場合などは、試験時間の一部を繰り

下げることがあり、遅刻を認めないことがあります。ただし、このことに伴って生じる受験者の

個人的損害について、本学は一切その責任を負いません。 

なお、道路利用の交通機関（バス・タクシー等）および自家用車・飛行機等の遅れでは試験実施

の繰り下げは行いません。 

8. 試験当日／注意事項 
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・受験票 ・プラスチック製の消しゴム 

・黒鉛筆、またはシャープペンシル（ＨＢ、Ｂに限る。和歌・格言等が印刷されているものは不可） 

・鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類は不可） 

・時計（アラーム機能付きの時計は機能を解除しておくこと。辞書、電卓、端末等の機能がある

ものや、それらの機能の有無が判別しづらいもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大

型のものは不可） 

・眼鏡、ハンカチ、目薬、ティッシュペーパー（袋または箱から中身だけ取り出したもの） 

定規，コンパス，下敷き，パソコン，スマートフォン，携帯電話，タブレット端末， 

ウェアラブル端末（スマートウォッチ等），電子辞書，電卓，デジタルカメラ，ＩＣレコーダー，

耳せん 等 

【退場】 

７）原則、試験時間中は試験終了時刻まで試験室を退室できません。各時限の試験について、試験終

了後、監督者の指示があってから退室してください。 

８）試験終了後の退場について、混雑による事故等を防ぐため、時差退場を行う場合があります。そ

の際には、監督者・係員の指示に従って、退場してください。なお、退場に時間を要する場合も

ありますが、ご協力をお願いいたします。 

＊試験室の入退室ごとに、出入口に設置してある消毒液を使って、必ず手指消毒を行ってください。 

 
 

試験会場に関する注意事項について 

１）試験会場内では、監督者・係員の指示に従ってください。指示に従わない場合および他の受験者

に迷惑となる行為などがあった場合、退場させることがあります。 

２）試験の公平性を損なう行為があった場合は、不正行為となることがあります。不正行為と認め

られた場合は、次のような対応をとります。 

・当該年度における本学部のすべての入学試験の受験を認めません。 

・当該年度における本学部のすべての入学試験の結果を無効とします。 

・不正行為の状況により警察に被害届を提出する場合があります。 

３）筆記試験を実施する試験室内に時計はありませんので、各自時計を準備してください。アラー 

ム機能は解除してください。なお、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末等の電子機器

類を時計の代わりに使用することはできません。 

４）試験時間中、机上に置くことができるものは次のとおりです。 

 

 

５）試験時間中に、次の補助具や電子機器類等を使用することはできません。これらを使用すると

不正行為とみなすことがあります。電子機器類等は、必ず電源をオフにし、鞄にしまってくだ

さい。 

 

 

６）文字や地図等がプリントされている衣服の着用は認めません。着用している場合には、裏返し

で着用するなどの対応を求めますので、ご了承ください。 

７）試験会場で体の具合が悪くなった場合は、監督者・係員に申し出てください。救護室にて休養す

ることができます。なお、試験時間の延長および救護室での受験は認めません。 
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合格発表は、医療科学部インターネット出願システムにて行います。合格発表日時に医療科学部イン

ターネット出願システムへアクセスして合否を確認してください。 

合格者は合格発表日後に、医療科学部入学手続きシステム上で書類をダウンロードしてください。 

 

 
 

補欠合格について 

合格発表時に補欠合格者についてお知らせする場合があります。その場合、合格者の入学手続き状況

により欠員が生じた場合に限り、順次入学を許可します。その際、通知は電話で行います。 

※連絡する時期、合否の確認などについてのお問い合わせには、一切応じられません。 

 

 

 
成績開示について 

成績開示 ・入学試験の成績は一般選抜（学力試験）の不合格者（本人）かつ開示申請者に限り、以下

の要領で開示します。但し、新型コロナウイルス感染症への罹患等による欠席者の特別措置を受けた者

は開示対象外となります。 

開示期間中に本学部ホームページより確認してください。 

開示申請 申請受付期間中に、申請ページより必要事項を入力して申請 

（申請ページは本学部ホームページより別途公表） 

申請受付期間 2023年４月10日（月）12:00 ～ 2023年４月21日（金）23:59 

開示対象者 一般選抜（学力試験）不合格者 かつ 上記申請者 

但し、新型コロナウイルス感染症への罹患等による欠席者の特別措置を受けた

者は開示対象外 

開示内容 個人の点数（合否判定に使用した科目）の合計点 

開示期間 2023年５月16日（火）12:00 ～ 2023年５月31日（水）23:59 

※開示期間外は一切照会できません。また、開示内容に関する問い合わせには一切応じません。 

9. 合格発表 
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入学手続きは、所定の期間内に授業料その他の納入金を本学に納入し、「入学手続書類」を本学に提

出することによって完了します。詳細は合格者に交付される「入学手続要項」を参照してください。 

 

初年度および 2 年次以降の学費等納入金一覧 

 
 

 

区 分 

１年次（初年度）  

２年次以降  

一括納入の場合 
分割納入の場合 

（第１期分） 

学

費 

入 学 金 300,000 円 300,000 円 － 

授 業 料 1,000,000 円 500,000 円 1,000,000 円 

施 設 設 備 費 300,000 円 150,000 円 300,000 円 

実 験 実 習 費 150,000 円 75,000 円 480,000 円 

小 計 1,750,000 円 1,025,000 円 1,780,000 円 

保

険

料

等 

学生教育研究災害傷害保険 3,370 円 3,370 円 － 

学 研 災 付 帯 賠 償 責 任 保 険 2,000 円 2,000 円 － 

学 生 用 総 合 保 障 制 度 25,980 円 25,980 円 － 

自 治 会 会 費 20,000 円 20,000 円 － 

保 護 者 会 会 費 （ ※ )     － 

小 計 51,350 円 51,350 円 － 

合 計 1,801,350 円 1,076,350 円 1,780,000 円 

※入学後に別途徴収いたします。 

 

注意 

1. その他、教科書代の他、該当学年次に実習服代・学外実習施設交通費等が必要です。 

2. 分割納入第２期の納入は９月です。 

3. 一般選抜（Ｂ日程）及び大学入学共通テスト利用入試については、『二段階手続』を選択すること

ができます。第一次入学手続締切日までに入学申込金（入学金相当額）を納入し、所定の手続きをす

ることで、入学手続期間を第二次入学手続締切日まで延長できます。本学他学部や国公立大学を併願

していて、それらの合格発表を検討しながら、本学への入学を希望する場合に適した手続方法です。 
 

入学許可証の交付 

 
入学手続完了後に入学許可証及び入学式前後の日程に関する書類が入学手続きシステム上でダウンロード

できるようになります。 

 
 

入学許可後の入学辞退にともなう納入金の返還（学校推薦型選抜(公募制)を除く） 

 

入学許可を受けた後、2023年３月31日（金）16：00 までに入学辞退を申し出て、所定の入学辞退届を

提出した者には、入学金を除いた納入金を返還します。 

10. 入学手続き 
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奨学金制度 

 

日本学生支援機構奨学金（給付・貸与） 

 

独立行政法人日本学生支援機構による奨学金制度です。在学採用を希望する学生には入学後に説明会を

行います。詳しくは、 

日本学生支援機構ホームページ（https://www.jasso.go.jp/）をご覧ください。 

 

災害等による修学困難者に対する学納金減免について 

非常被害等の被災による経済的理由から、修学が著しく困難となった本学の在学生および新入生に

対し、被害状況を勘案のうえ、学納金の全額または一部を免除することにより、学業の継続および

進学の機会を支援する制度があります。 

 
協力金（寄付金・学校債）について 

本学では教育施設の整備・教育研究設備充実のための協力金（寄付金・学校債）のご協力を入学後に

ご説明し、任意でお願いしております。 

11. 奨学金制度 

http://www.jasso.go.jp/
http://www.jasso.go.jp/
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順天堂大学 医療科学部 
〒279-0013 千葉県浦安市日の出6丁目8番1号 

TEL 047-354-3311 

平日 9：00～17：00 

順 天 堂 大 学 
□ 浦安・日の出キャンパス 

医療科学部／健康データサイエンス学部 

所 在：〒279-0013 千葉県浦安市日の出 6-8-1 

電 話：（浦安・日の出キャンパス事務室）047-354-3311 

最寄駅：新浦安駅（JR） 

□ 本郷・お茶の水キャンパス 
医学部（専門教育）／国際教養学部／保健医療学部

所 在：〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 

電 話：（医学部入試係）03-5802-1021、（国際教養学部入試係）03-5802-1729 

（保健医療学部入試係）03-3812-1780 

最寄駅：御茶ノ水駅（JR、東京メトロ丸ノ内線）、新御茶ノ水駅（東京メトロ千代田線） 

□ さくらキャンパス 
スポーツ健康科学部／医学部（一般教育） 

所 在：〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台 1-1 

電 話：0476-98-1001（代表） 

最寄駅：京成酒々井駅（京成電鉄） 

□ 浦安キャンパス 
医療看護学部 

所 在：〒279-0023 千葉県浦安市高洲 2-5-1 

電 話：047-355-3111（代表）

最寄駅：新浦安駅（JR） 

□ 三島キャンパス 
保健看護学部 

所 在：〒411-8787 静岡県三島市大宮町 3-7-33 

電 話：055-991-3111（代表） 

最寄駅：三島駅（JR・伊豆箱根鉄道） 

☆ 順天堂医院 
所 在：〒113-8431 東京都文京区本郷 3-1-3 

電 話：03-3813-3111（代表） 

☆ 静岡病院 
所 在：〒410-2295 静岡県伊豆の国市長岡 1129 

電 話：055-948-3111（代表） 

☆ 浦安病院 
所 在：〒279-0021 千葉県浦安市富岡 2-1-1 

電 話：047-353-3111（代表） 

☆ 順天堂越谷病院 
所 在：〒343-0032 埼玉県越谷市袋山 560 

電 話：048-975-0321（代表） 

☆ 順天堂東京江東高齢者医療センター 
所 在：〒136-0075 東京都江東区新砂 3-3-20 

電 話：03-5632-3111（代表） 

☆ 練馬病院 
所 在：〒177-0033 東京都練馬区高野台 3-1-10 

電 話：03-5923-3111（代表） 
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