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新型コロナウイルス感染症の影響による選抜方法の変更について�
今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、本冊子に記載されている選抜方法とは異なる方法で選抜を実施する
ことがあり得ますので、ご了承ください。
当該事態が生じた場合は、速やかに本学ホームページ等にて周知させていただきます。
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建学の精神・入学者受入方針

�建��学の精神��
「日本医療科学大学」は、「報恩感謝」を校是としています。
人は生まれながらにして、親、家族、社会から様々な恩恵を受けて、生かされています。例えば、今日

食卓で口にするもの一つをとっても、見知らぬ多くの人々の手を経て私たちに届くのです。

こうした恩に報い、常に感謝する気持ちを持った有為な人材を育てることこそ、「日本医療科学大学」

の崇高な理念であり、この建学の精神を具現した多くの医療人・研究者を輩出させたいと考えています。

�入��学者受入方針（アドミッションポリシー）��
日本医療科学大学入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）について、日本医療科学大学では、

次のような人材を求めている。

この方針に従って多様な入学試験制度を導入し、募集を行う。将来、医療関係者として、また医療に

関する研究者としても活躍が期待されるもの。具体的には、以下の通りである。

①大学進学に対して確かな目的意識を持ち、学ぶ姿勢を大切にするもの。

②自己形成に励み、将来に向かって地道に努力するもの。

③言動、身だしなみなどについて礼儀や常識を心得ているもの。

④他人への思いやりや連帯感を持っているもの。

⑤好ましい人間関係を身につけ、健全な社会人として活躍する可能性を持つもの。

�禁��煙への取り組み��
健康増進法が施行され、人々の健康を守る医療職者を育成する大学として本学では、入学者は、喫煙

しないことを約束できる方とします。
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総合型選抜（特別Ⅱ期）〔併願制〕

  出願資格 
次のいずれかに該当する者

（1）高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び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及び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及び2023年

3月31日までにこれに該当する見込みの者

  募集人員 

診療放射線学科
リハビリテーション学科

看護学科 臨床工学科 臨床検査学科
理学療法学専攻 作業療法学専攻

若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名

  出願要件 
次の全てを満たす者

（1）本学で配信する総合型選抜ガイダンス動画を視聴した者
詳しくは本学ホームページよりご確認ください。

（2）本学の教育方針をよく理解し、入学を志望する者で、入学手続後は入学を確約できる者
（3）入学を志望する学科・専攻に関した進路が明確な者
（4）喫煙しないことを約束できる者

  第2・第3志望制度 

本学は1つの試験区分で第2・第3志望まで学科・専攻を選択して出願することができます。選択できる学科・専攻の組み
合わせに制限はありません。ただし、第2・第3志望で合格した場合においても入学手続後は入学を確約できることが条件
となります。
診療放射線学科を志望（第2・第3含む）する場合は試験科目が指定されています。詳しくは試験科目をご確認ください。
※追加の検定料は不要

高麗川

川角駅

日本医療科学大学

● 看板

至 坂戸 至 越生

明海大学
■

城西大学
■

多和目橋

本学会場 
　日本医療科学大学

〈所在地〉　埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276
●東武越生線「川角駅」下車　徒歩約10分　　　　　　　 ◆関越自動車道「鶴ヶ島インター」から約20分
◆関越自動車道「坂戸西スマートインター」から約15分　　　◆圏央道（首都圏中央連絡自動車道）「圏央鶴ヶ島インター」から約20分

  試験会場について 
・総合型選抜（特別Ⅱ期）は、本学会場での実施となります。
・本学会場は、自動車、バイク、自転車で来学することができます。
・公共交通機関以外での来学の場合、事故や渋滞等での理由による繰り下げ措置等は行いません。
・新型コロナウイルス感染症防止の観点から、保護者の控室は用意しておりません。

  入試日程 
試験区分 出願期間〔必着〕 試験日／試験会場 合格発表日 入学手続締切日〔消印有効〕

特別 1
2023年

/30月 〜 2
2023年

/13月
必着

2
2023年

/17金 2
2023年

/20月 3
2023年

/6月本学

《併願制について》
総合型選抜（特別Ⅱ期））は他大学との併願が可能です。ただし、入学手続後の辞退は認めません。

  選考方法 
・出願書類及び適性検査、面接の結果を総合して合否判定を行います。

  試験科目・試験時間 

試験室入室 　8：40〜　9：40 試験室へ入室

ガイダンス 　9：40〜10：00 事前説明

適性検査 10：00〜11：00

①基礎的な数学（マークシート方式）※　②小論文
　①、②のどちらかを試験当日に選択することができます。
　ただし、診療放射線学科を志望（第2・第3含む）する場合は①が必須です。

※出題範囲 ： 基礎的な計算技能ならびに『数学Ⅰ』の「数と式｣｢データの分析」

面　　接 11：20〜 個人面接（10分～15分程度）
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出願

  出願上の注意事項 
・本冊子に記載の入試区分は、インターネット出願のみとなります。

P.7「インターネット出願の流れ」を確認してください。
・出願書類は、「簡易書留速達」で郵送してください。本学窓口において持ち込みでの出願はできません。
・出願書類に不備等がある場合は、入学志願票に記載されている電話番号に連絡をすることがあります。

出願書類の不備が解消しない場合は受理できないことがあります。
・一度提出された出願書類は、返却できません。

  障害等のある方で、受験及び修学上特別な配慮を必要とする方について 
・出願前に受験時の特別な配慮と入学後の修学上の配慮について面談させていただいております。希望される配慮等の可否

及び範囲について審査し、障害等の程度に応じ措置を講じます。
・出願前にご相談（面談）がなく受験及び入学された場合、配慮のご希望に添えない場合もあります。

必ず出願前に本学入試課までご連絡くださいますようお願いいたします。

必要書類等 備　　　考

入学志願票

・インターネット出願サイトへ志願情報等を登録し、内容を確認してください。
・印刷する際は、無地のA4用紙（縦）にカラーで印刷してください。
・一度提出された入学志願票の内容は、変更できません。登録内容に誤りがあった場合は、速やかに本学入

試課まで連絡してください。
・入学志願票は出願時の基本情報として取り扱います。他の出願書類の記載事項に相違がある場合は、本票

を優先します。

調査書等

以下の①～③のうち該当するいずれかの書類を提出してください。
出身学校の調査書は、最新の情報が記載されているものを提出してください。
再受験 : 調査書の記載事項に変更が無い場合、再提出は不要です。
同時出願 : 複数の選抜試験に同時に出願する場合、提出する調査書は1通で構いません。
① 《高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び卒業見込みの者》

・出身学校長が証明（作成）した調査書（厳封されたもの）を提出してください。
・出願時点より3か月以内に作成されたものとします。
・保存期間の経過等により調査書が発行されない場合は、卒業証明書及び成績証明書を提出してください。

その際、調査書が発行できない理由が明記された証明書（文書）を同封してください。
② 《高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定に合格した者又は合格見込みの者》

・合格成績証明書又は合格見込成績証明書を提出してください。
・免除科目のある場合は、その科目を修得した高等学校発行の成績証明書又は調査書を提出してください。

③ 《外国において学校教育による12年の課程を修了したもの》
・「卒業（終了）証明書もしくは卒業（終了）見込証明書」と「成績証明書」を提出してください。

※日本と外国の双方の高等学校に在籍した場合は、日本の高等学校在籍中の「調査書」も一緒に提出して
ください。

サマリーシート
（1）・（2）

・本学所定の用紙に、志願者が自筆で記入した原紙を提出してください。
・文字数、文章量の指定はありません。
・必ず黒のペン又は黒のボールペンを使用してください。（消せるボールペンは不可）

大学等の
成績証明書・
卒業証明書

《高等学校等卒業以後の学歴がある者》
・高等学校等卒業以後に専門学校、短期大学、大学等で単位を修得している場合は該当する学校等の

「成績証明書」を提出してください。
なお、卒業している場合は「卒業証明書」も提出してください。
※成績証明書が同封されていない場合は、単位を修得していないものとみなします。

職務経歴書
・本学所定の用紙に、志願者が自筆で記入した原紙を提出してください。
・勤務期間や職務内容を、できるだけ詳しく記入してください。
・同一勤務先で、転勤や部署異動等で職務内容が異なる場合は、欄を変えて記入してください。

  出願書類について 
・出願書類について以下をご確認いただき必要事項をご記入のうえ、提出してください。

＜調査書やサマリーシート等の記載について＞
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や延期になってしまった大会や取得を目指していた資格、計画
していた活動などがある場合は、それらに関する内容等について記入してください。

・出願開始前に提出書類を作成したい方や、書き損じた場合、本学受験生応援サイトの「入試情報」▶「出願書類
ダウンロード」から書類を印刷できます。下記URLもしくはQRコードからアクセスできます。
https://www.nims.ac.jp/jyuken/admission.html

出願書類 
○入学志願票
○調査書等
○サマリーシート（１）・（２）
○大学等の成績証明書・卒業証明書　※対象の方のみ
○職務経歴書　※対象の方のみ
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入学検定料 インターネット出願の流れ

  入学検定料について 
・入学検定料の支払い方法については、P.9「入学検定料の支払い」をご確認ください。
・一度納入された入学検定料は、本学が定める返還対象に該当する場合を除き、返還いたしません。
・入学検定料の支払い前であれば、もう一度最初から出願登録を行うことができます。
・入学検定料の支払い後は、登録情報等の変更はできません。変更する必要がある場合は、本学入試課までご連絡ください。

  入学検定料の返還対象者 
・以下のいずれかに該当し、出願期間中に本学入試課に連絡をして、本学が認めた場合のみ入学検定料を返還いたします。

ただし、振込に係る手数料は差引いた額となります。

ケース 詳　細

書類未提出・期間外到着 入学検定料を納入したが、出願書類を期間内に提出しなかった場合。

期間外の入学検定料振込 出願期間後に、入学検定料を振り込んだ場合。

過剰納入 入学検定料を、規定の額より多く入金した場合。

重複納入 同一入試において、同じ内容で2回以上入学検定料を入金した場合。

出願不受理 入学検定料を支払い出願書類を提出したが、出願書類の不備や出願資格及び要件を
満たさない等の理由により出願が受理されなかった場合。

その他 特別な理由等により本学が認めた場合。

  受験票・写真票について 
・受験票と写真票は郵送しません。試験日3日前までに、インターネット出願の際に登録したメールアドレスに受験票・写真票

アップロード完了の通知が届きます。メールに記載されている案内に従って、インターネット出願のマイページから印刷してく
ださい。

　○A4サイズの用紙で印刷してください。色や柄がついている用紙は使用しないでください。
　○ページサイズ処理は「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷してください。
　○必ず片面・カラー印刷してください。
　
・受験票と写真票の記載内容に誤りがある場合や、試験日2日前までにメールが届かない場合は、本学入試課まで連絡してく

ださい。
・試験開始前に、試験監督者が写真票を回収します。試験当日は試験監督者の指示に従ってください。
・試験終了後は受験票を持ち帰り、合格発表時まで大切に保管してください。

インターネット出願の流れ
出願完了までの流れは、以下の通りです

インターネットに接続されたパソコン、プリンターなど
を用意してください。
必要書類は、発行まで時間を要する場合があります。
早めに準備を始め、出願前には必ず手元にあるように
しておいてください。

調査書

画面の手順に従って、必要事項を入力してマイページ登録を行ってください。
なお、マイページの登録がお済みの方は、STEP４に進んでください。

インターネット
出願サイト https://e-apply.jp/ds/nims/

https://www.nims.ac.jp/
又は、

からアクセス

②メールアドレスの登録を行って
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

④登録したメールアドレスに
　初期パスワードと
　本登録用URLが届きます。

事前準備

マイページの登録（出願開始日の1週間前からマイページの登録は可能です）

インターネット出願サイトにアクセス

大学入学共通テスト
成績請求票

（顔写真データ）

③ユーザー登録画面から
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑤ログイン画面から
　登録したメールアドレスと④で
　届いた『初期パスワード』にて
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑥初期パスワードの変更を
　行ってください。

⑧個人情報を確認して
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑦表示された個人情報を入力して
　　　　　　　　　　　を
　クリックしてください。

事前準備 出願サイトに
アクセス

出願内容の
登録

入学検定料の
支払い

出願
完了

マイページの
登録

必要書類の
郵送

受験票の
印刷

仮登録メールを送信

この内容で登録する次へ

大学ホームページ

①初めて登録する方は
　　　　　　　　　　  から
　ログインしてください。

※＠e-apply.jpのドメインからのメール
　を受信できるように設定してください。

マイページ登録

顔写真データ…正面向き、上半身（脱帽）の状態で出願時より3か月以内に撮影した
　　　　　　　鮮明な写真。ファイルは10MBまで（jpeg、png、bitmap、gif）

ログインページへ

ログイン
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画面の手順や留意事項を必ず確認して、画面に従って必要事項を入力してください。

申込登録完了後に確認メールが送信されます。メールを受信制限している場合は、送信元（@e-apply.jp）からのメール受信を
許可してください。　※確認メールが迷惑フォルダなどに振り分けられる場合がありますので、注意してください。

①マイページログイン後の
    　　　          　　ボタン
　から登録画面へ

②選抜試験の選択と留意事項
　の確認

③志望学部・学科・専攻の選択 ④顔写真のアップロード

ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、ペイジー対応銀行ATMの場合

払込票番号
メモ（13桁）

セブン-イレブンの場合

オンライン決済
番号メモ（11桁）

確認番号
メモ（6桁）

収納機関番号
（5桁）

お客様番号
メモ（11桁）

デイリーヤマザキ、セイコーマートの場合

入学検定料の支払い方法で「コンビニエンスストア」又は「ペイジー対応銀行ATM」を選択された方は、支払い方法の
選択後に表示されるお支払いに必要な番号を下記メモ欄に控えたうえ、通知された「お支払い期限」内にコンビニエンス
ストア又はペイジー対応銀行ATMにてお支払いください。

出願内容の登録

5 8 0 2 1 ※収納機関番号は、ペイジーで
お支払いの際に必要となります。

●コンビニエンスストア
●ペイジー対応銀行ATM
●ネットバンキング ●クレジットカード

⑤個人情報（氏名・住所等）の
　入力

⑥出願内容の確認 ⑦申込登録完了 ⑧入学検定料の支払い方法

⑨登録完了となります。
　　　　　　　　　　　を
　クリックしてください。

⑩上記ページが表示されたら
　マイページ登録は完了です。
※出願受付中の場合のみ、　　　　　　　　　　　　 ボタンをクリックすると出願手続に進めます。
　登録期間外の場合は、これより先に進めませんので　　　　　　　  ボタンをおしてください。

出願手続きを行う
ログアウト

⑨出願に必要な書類PDF
　（イメージ）
※検定料納入後に出力可能となります。

申込登録完了後は、登録内容の修正・変更ができませんので誤入力のないよう注意してください。ただし、入学検定料支払い前であれば正しい出願
内容で再登録することで、実質的な修正が可能です。
※「入学検定料の支払い方法」でクレジットカードを選択した場合は、出願登録と同時に支払いが完了しますので注意してください。

出願手続きを行う

マイページへ

 ボタンをクリックし
写真を選択します。

 ボタンを
クリックすると志願票が確認できます。

 ボタンを
クリックし検定料のお支払い画面へ。

志願票（サンプル） 引き続き支払う

写真選択へ

セブン-イレブン ローソン
ミニストップ ファミリーマート セイコーマート Pay-easy

利用ATM
デイリーヤマザキ

ヤマザキデイリーストアー

Loppi ペイジー対応銀行ATM店頭レジ店頭レジ 店頭レジ

レジで検定料を現金で支払う※

発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、
検定料を現金で支払う※

申込券（受付票）発行後は30分以内にレジにて
支払ってください。

取扱明細書兼領収書を必ず受け取る領収書（レシート形式）を必ず受け取る ご利用明細書を
必ず受け取る

支払い内容確認

レジで
「インターネット代金
支払い」と伝える

「税金・料金払い
込み」などを選択

レジで
「インターネット代金
支払い」と伝える

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

収納機関番号
「58021」
を入力

「現金」「キャッシュ
カード」を選択し
支払う※

レジで検定料を
現金で支払う※

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

「払込票番号
（13桁）」を伝える

レジで
「オンライン決済」と

伝える

「各種番号をお持ち
の方」を選択

「お客様番号
（11桁）」入力

「マルチペイメント
サービス」を選択

「確認番号（6桁）」
入力

支払い内容確認

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

支払い内容確認

入学検定料の支払い

クレジットカードでの支払い
出願内容の登録時に選択し、支払いができます。
【ご利用可能なクレジットカード】
VISA、Master、JCB、AMERICAN EXPRESS、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード

出願登録時に支払い完了 Webで手続き完了

コンビニエンスストアでの支払い ペイジー対応銀行ATMでの支払い

●レジで支払い可能

コンビニエンスストア

●店頭端末を利用して支払い可能

Loppi

ネットバンキングでの支払い

※決済する口座がネットバンキング契約されていることが必要です

※利用可能な銀行は「支払い方法選択」画面で確認してください。

※ゆうちょ銀行・銀行ATMを利用する場合、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。コンビニエンスストアを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

銀行ATM

各コンビニ端末画面・ATMの画面表示に従って必要な情報を入力し、
内容を確認してから入学検定料を支払ってください。

出願内容の登録後に表示されるお支払いに必要な番号を控えて、
コンビニエンスストアでお支払いください。

出願内容の登録後に表示される
お支払いに必要な番号を控えて、
ペイジー対応銀行ATMにて画面の
指示に従って操作のうえお支払い
ください。

出願内容の登録後、ご利用画面からそのまま各金融
機関のページへ遷移しますので、画面の指示に
従って操作し、お支払いください。

マルチコピー機

「代金支払い/チャージ
（コンビニでお支払い
Payment/Charge）」

を選択

マルチコピー機
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受験上の注意

  試験当日の注意事項 
・受験票と写真票は切り離し、試験当日必ず持参してください。
・試験室への入室開始時刻は、ガイダンス開始時刻の1時間前からとなります。ガイダンス開始時刻までに指定された座席に

着いてください。
・試験開始時刻から終了時刻までは、試験室から退室できません。
　体調不良、トイレなどにより、やむを得ず退室を希望する場合には、手を挙げて試験監督者に知らせ、その指示に従ってください。
　ただし、一時退室が認められた場合でも、試験時間の延長は認めません。
・原則として、試験開始時刻から20分以上遅刻した場合は、それ以降全ての試験科目を受験することができません。
　公共交通機関の遅れや自然災害などが原因で遅刻した場合は、本学の判断で受験を許可することがあります。不測の事態

が発生した場合は、速やかに本学入試課まで連絡してください。
・インフルエンザ、ノロウイルス、新型コロナウイルス等の感染症に罹患し、試験日に入院又は自宅や宿泊施設において療養中

の方は、他の受験者や試験監督者等に感染するおそれがあるため受験できません。
　また、試験日に発熱や咳等の症状があるなど、体調が万全でない場合は、無理して受験せず、本学入試課までご連絡ください。
・新型コロナウイルス感染症予防のため、日頃から手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」
（密閉、密集、密接）の回避などを行うとともに、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など体調管理を心がけて
ください。

・試験場では、常にマスクを正しく着用（鼻と口の両方を確実に覆う）してください。フェイスシールド又はマウスシールドのみ
では、受験することはできません。病気・負傷や障害等により、マスクを着用せずに受験することを希望する場合は、事前に
本学入試課まで連絡が必要です。マスクを着用せずに受験することが許可された方の試験室は別室となります。事前に申し出
をしないで、マスクを着用せずに受験することはできません。

　なお、新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応などについて、本学ホームページ受験生応援サイトの【入試情報】▶
【新型コロナウイルス感染症に関する対応】に情報を随時掲載しますので、確認するようにしてください。

  試験時間中の注意事項 
・試験室には時計がないことがあります。また、試験時間の進行管理は試験監督者の時計で行います。
・試験時間中、受験票と写真票のほかに机の上に置けるものは、以下のとおりです。
　また、以下の所持品以外を使用又は置いている場合には、解答を一時中断させて、試験終了まで預かることがあります。
　○筆記用具：黒鉛筆（H、F、HBに限る）、シャープペンシル（H、F、HBに限る）、プラスチック消しゴム
　○鉛筆削り
　○時計（時計機能のみのものとし、それ以外の機能があるものや幅・高さが20cm以上のサイズのものは不可）
　○眼鏡、ハンカチ、目薬、ティッシュペーパー（中身だけ取り出したものとし、ケース等は不可）
・試験時間中に、以下のものは使用しないでください。
　○定規（定規がある鉛筆を含む。）、コンパス、電卓、そろばん、グラフ用紙等の補助具
　○携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー等の電子機器全般
　　※ 補助具や電子機器をかばん等にしまわず、身に付けていたり手に持っていると不正行為となることがあります。詳しくは

P.12【不正行為】を確認してください。
・試験時間中に使用してはいけない電子機器類は、ガイダンス開始前までに必ずアラームの設定を解除し電源を切っておいて

ください。
・格言や英文字等がプリントされている服等は着用しないでください。着用している場合には、脱いでもらうことがあります。

出願登録、入学検定料の支払後にダウンロードできる書類を印刷し、その他の必要書類と併せて出願期間内に
郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送してください。 

詳細はP.4「出願書類について」を確認してください。

※出願受理した入学検定料・必要書類は一切返却しません。

出願はインターネット出願サイトでの登録完了後、入学検定料を支払い、必要書類を郵送して完了となります。
登録が完了しても出願書類の提出期限に書類が届かなければ出願を受理できませんので注意してください。
インターネット出願は24時間可能です。ただし、出願登録は出願締切日23時まで、入学検定料の支払いは出願締切日まで（営業時間はコンビニエンス
ストアやATMなど、施設によって異なります）、必要書類は、出願期間内に必着となります。ゆとりを持った出願を心がけてください。

必要書類の印刷と郵送

■出願書類

〈出願完了〉

出願時の
注意点

必要書類

入学
志願票

入学志願票

調査書

※開封無効

大学入学共通テスト
成績請求票

大学入学共通テスト
成績請求票

※大学入学共通テスト
　利用選抜出願者のみ

その他書類

※P.18参照

〒350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276
 日本医療科学大学　入試課

送付先

本学で出願を確認後、各入試毎に出願期間受付終了後から試験
3日前までに受験票を配信します。インターネット出願システム
よりダウンロードできる状態にしますので、必ず印刷し、試験当日
持参してください（※郵送はいたしません）。

※受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録したアド
レスへメールで通知します。

受験票・写真票の印刷

受験票
氏名：○○○○
選抜：×××選抜

写真票

【印刷に関する注意事項】 受験票は必ず無地のA4用紙にカラーで片面印刷にしてください。

　 マイページに表示された　　　　　　　　 の
 ボタンをクリックしてください。

※ お支払いが正常に完了すると
　　     のボタンがクリックできる
 ようになり入学志願票の出力ができます。

「入学志願票」の印刷方法

登録しただけでは出願は完了していませんので注意してください。

出願書類提出用宛名シート
市販の角形2号封筒（24㎝×33.2㎝）

に貼り付けて作成

志願票（印刷）

志願票（印刷）

宛名シート
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合格発表

  解答上の注意事項 
・解答には、必ず黒鉛筆（H、F、HBに限る）、シャープペンシル（H、F、HBに限る）、プラスチック消しゴムを使用してください。
・解答用紙に解答科目がマークされていない場合又は複数の科目にマークされている場合は、解答科目が特定できないため、

0点となります。　
・受験番号が正しくマークされていない場合は、採点できないことがあります。
・解答は、解答用紙の「記入例」に従って、正しくマークしてください。マークが薄い場合、一部しかマークしていない場合、訂正

箇所を消しゴムできれいに消していない（消し跡が残っている）場合は、解答が正しく読み取れないことがあります。

  不正行為 
・以下のことをすると不正行為となります。不正行為を行った場合は、その場で受験の中止と退室を指示され、それ以降の受

験はできなくなります。また、受験した全ての試験科目の成績を無効とします。
　○ 入学志願票、受験票、写真票、解答用紙へ故意に虚偽の記入（入学志願票、写真票に本人以外の写真を使用することや

解答用紙に本人以外の氏名・受験番号を記入するなど。）をすること。
　○ カンニング（試験の教科・科目に関係するメモやコピーなどを机上等に置いたり見たりすること、教科書・参考書・辞書等の

書籍類の内容を見ること、他の受験者の答案等を見ること、他の人から答えを教わることなど。）をすること。
　○他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。
　○配付された問題冊子・解答用紙を試験室から持ち出すこと。
　○解答開始の指示の前に、問題冊子を開いたり解答を始めること。
　○試験時間中に、定規（定規がある鉛筆を含む。）、コンパス、電卓、そろばん、グラフ用紙等の補助具を使用すること。
　○ 試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー等の電子機器類を使用又は、身に

付けていたり手に持っていること。
　○解答終了の指示に従わず、鉛筆や消しゴムを持っていたり解答を続けること。
　○試験に関することについて、自身や他の受験者が有利になるような虚偽の申し出をすること。
　○試験室において他の受験者の迷惑となる行為をすること。
　○試験室において試験監督者の指示に従わないこと。
　○その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。

  その他注意事項 
・配付された問題冊子を、試験室から持ち出すことはできません。また、問題冊子の持ち帰りはできません。
・試験時間中に試験監督者が受験者と写真票の確認（照合）を行います。本人確認のために、顔を上げるよう指示することや、

マスクや帽子を一時的に外すよう指示することがあります。
・試験時間中に日常的な生活騒音等（試験監督者の巡視による足音・業務上必要な打ち合わせなど、航空機、自動車、風雨、

空調の音など、周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音など、携帯電話や時計等の短時間の鳴動、周囲の建物のチャイム
音など）が発生した場合でも救済措置は行いません。

・試験終了が、午後になる場合があります。各自の判断で昼食を持参してください。
　近隣にはコンビニエンスストアがありますので、休憩時間等は利用していただいて構いません。
・本学が課す試験科目を全て受験しなかった場合は、試験を放棄したものとして合否判定の対象から除外します。
・試験終了後、時差退出を行う場合があります。退出する際は、試験室や座席により時間が異なりますのでご理解ください。
・原則、受験者以外の方は試験室のある建物やフロアに、立ち入りはできません。

  合格発表について 
・合格者には、選考結果通知及び入学手続書類を郵送します。これらの書類が正式な合格の通知となります。不合格となった

方への通知はしません。合格発表日に発送しますので翌日以降の配達となります。
・合否照会は、インターネット出願サイトのマイページより合否照会サイトへ移動することができます。インターネットによる合否

照会は、合格発表日の午前１０時から２日後の午後４時までとなります。
・複数の入試区分を受験した場合は、それぞれの受験番号の合否を確認してください。
・電話やメールによる合否についての問い合わせには、一切応じません。
・第１志望に合格している場合は、第２、３志望の判定は行いません。同様に、第２志望に合格している場合は、第３志望の判定

は行いません。
・第２、３志望は当該学科・専攻の第１志望の合格者数及び試験結果によって判定を行います。

  インターネットによる合否照会について 
・インターネットによる合否照会は、合格発表日の午前10時から2日後の午後4時までとなります。

下記ＵＲＬにアクセスし、画面の案内に従って入力してください。
https://www.gouhi.com/nims/ へアクセス　 （本学ＨＰからもアクセスできます）

※こちらは掲載イメージです。変更となる可能性もございます。

～合否照会の流れ～
あなたの受験番号７桁を入力してください。

よろしいですか？

は　い いいえ

あなたは

受験番号 1234567 番

よろしいですか？

は　い いいえ

あなたの誕生月日を４桁で入力してください。
例　5月 1日　→　0501

よろしいですか？

は　い いいえ

受験番号 1234567 番の方は、

第一志望に合格です。おめでとうございます。
選考結果通知、手続書類等を郵送いたします。

戻る
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入学手続

  入学手続について 
・合格者は、選考結果通知に同封されている入学手続書類をご確認のうえ、定められた期日内に入学金を納入し、所定の書類を

提出して、入学手続を完了してください。入学手続が完了した方には、入学許可証を郵送します。
・総合型選抜（特別Ⅱ期）は、「入学手続後は入学を確約できる者」が出願要件となっているため、手続後の入学辞退は認められま

せん。

  授業料等納付金一覧 
診療放射線学科・リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）看護学科・臨床工学科・
臨床検査学科� （単位�：�円）

年次 1年次 2年次 ・ 3年次 4年次

内訳／納期 入学手続時 5月 10月 合　計 5月 10月 合　計 5月 10月 合　計

学
　
費

入 学 金 300,000 － － 300,000 － － － － － －

授 業 料 400,000 400,000 800,000 400,000 400,000 800,000 400,000 400,000 800,000 

施 設 費 175,000 175,000 350,000 175,000 175,000 350,000 175,000 175,000 350,000 

実 習 費 175,000 175,000 350,000 210,000 210,000 420,000 210,000 200,000 410,000 

そ
の
他

学生保険・研修費等 20,000 7,000 27,000 3,500 3,500 7,000 3,500 3,500 7,000 

学 友 会 費 6,000 － 6,000 6,000 － 6,000 6,000 － 6,000 

父母後援会費 20,000 10,000 30,000 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000 

同 窓 会 費 － － － － － － － 20,000 20,000 

実習宿泊積立金
（理学療法学専攻） － 30,000 30,000 30,000 30,000 60,000 30,000 30,000 60,000

実習宿泊積立金
（作業療法学専攻） － － － 30,000 30,000 60,000 30,000 30,000 60,000

合
　
計

診療放射線学科

300,000 796,000 

767,000 1,863,000 804,500 798,500 1,603,000 804,500 808,500 1,613,000

理学療法学専攻 797,000 1,893,000 834,500 828,500 1,663,000 834,500 838,500 1,673,000

作業療法学専攻 767,000 1,863,000 834,500 828,500 1,663,000 834,500 838,500 1,673,000

看 護 学 科 767,000 1,863,000 804,500 798,500 1,603,000 804,500 808,500 1,613,000

臨 床 工 学 科 767,000 1,863,000 804,500 798,500 1,603,000 804,500 808,500 1,613,000

臨床検査学科 767,000 1,863,000 804,500 798,500 1,603,000 804,500 808,500 1,613,000

・ リハビリテーション学科は実習積立金を、理学療法学専攻は１年次後期から４年次後期まで７回積立て（1年次の10月、2年次～
4年次の5月と10月、それぞれ納入）。作業療法学専攻は2年次前期から4年次後期まで6回積立て（２年次～４年次の５月と
10月、それぞれ納入）。

・２年次以降納入金は授業料・施設費・実習費及び学友会費他諸経費で、年2回（5月・10月）の分納。
・教科書代・教材費及び病院実習にかかる費用（交通費・宿泊費等）は、実費負担。
・学生保険・研修費等は学生保険（年度加入）、研修費（入学時研修など）に充当し年２回（５月・１０月）の分納。
・学友会費は、学生のサークル活動等（スポーツデイ・大樹祭（学園祭））に充当。
・父母後援会費は、学生保険、抗体検査、卒業アルバム製作、謝恩会等に充当。

  入学金の振替措置について 
・入学手続が完了した方が、その後本学の入学者選抜試験で他学科・専攻に合格し、入学先を変更する場合に限り、既に納入

している入学金を転用し、充当することができます。
・入学先の変更を希望される方は、本学入試課までご連絡ください。

  入学辞退について 
・総合型選抜（特別Ⅱ期）は、「入学手続後は入学を確約できる者」が出願要件となっているため、手続後の入学辞退は認めら

れません。

  個人情報の取扱いについて 
・出願にあたり、本学が知り得た志願者の氏名、住所その他の個人情報については、出願処理、試験実施、合格発表、関係書類

の送付やその他の入学者選抜試験に付随する業務のために使用します。
・入学者選抜試験及び大学教育の改善、統計資料の作成のため一部個人情報を資料として利用することがあります。資料

作成に関しては、個人が特定できないようにいたします。
・個人情報の訂正、削除、利用停止に関しては、本人確認をした上で適切に対応いたしますので、本学入試課までご連絡くだ

さい。
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2021年度より日本医療科学大学は
新たにブランドステートメントとタグラインを制定しました。

OPEN�MEDICAL　―�生�き�る�力�を。�―

文系でも、理系でも、どのような科目が得意であろうと、不得意であろうと、

大切なのは、誰かのチカラになりたい、困っている人を助けたいという心。

持てる知識と技術を駆使して、人の命を支えたいと思う医療の心。

そんな医療の心さえあれば、日本医療科学大学があなたに医療の道を拓きます。

6つもの医療系学科・専攻を擁するキャンパスに、さまざまな医療の心たちが集い、

互いに協力しながら確かな倫理観や豊かな人間性をも育んでいく。

社会に出た時に、必要不可欠な人材としての生きるチカラを育みます。

明日の世界の医療は、もうあなたの前に広がっています。

その他

��入学試験に関するお問い合わせ先�
日本医療科学大学
〒350‐0435　埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276
TEL　049‐230‐5000　（入試課）　平日9：00～17：00

��ACCESS�
■・池袋から東武東上線「坂戸駅」乗り換え
　・東武越

おごせ
生線「川

かわ
角
かど
駅」下車　徒歩約10分

　・川角駅までの主要駅からの所要時間（乗り換え時間を除く）
　・◆・東武東上線「池袋駅」・・ ・約55分
　・◆・東武東上線「川越駅」・・ ・約22分
　・◆・西武新宿線「所沢駅」・・ ・約60分
　・◆・JR埼京線「大宮駅」・・ ・約50分
　・◆・JR武蔵野線・京浜東北線「南浦和駅」・・ ・約50分

■・関越自動車道「鶴ヶ島インター」から約20分
■・関越自動車道「坂戸西スマートインター」から約15分
■・圏央道「圏央鶴ヶ島インター」から約20分

南浦和

西船橋へ

武蔵浦和

渋谷

大崎
浜松町

田端

有楽町

品川

池袋

新宿
東京

川越

朝霞台／北朝霞

和光市

坂戸

森林公園へ
宇都宮へ越生

JR埼京線

京浜東北線

JR八高線

JR中央線
JR山手線

西武池袋線

JR
武
蔵
野
線

東武越生線

東
武
東
上
線

川角

大宮

赤羽

毛呂

八王子

高崎

西国分寺

飯能

高麗川

東飯能

本川越

所沢

線
宿
新
武
西

分

分

分

分

分

分

分 分

分

分

分

分

秩父へ

��受験生応援サイトのお知らせ�
入試の情報や、イベント情報など、受験生が必要としている情報があります。
入試の情報を確認したい場合や、イベントの情報を確認・申込をする場合は、下記URLもしくはQRコードから
サイトへアクセスできます。
学生募集要項や出願書類もご覧いただけます。　※PDFデータになります
https://www.nims.ac.jp/wp/jyuken/
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