成績開示について（私立大学医学部）
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2021度入試の成績開示を行っている私立大学医学部の一覧です。大学によって申請方法が異なりますので早めに確認して申請するようにして下さい。本人のみ詳細確認
可能な大学もありますので、分かる範囲での記載となります。ご了承下さい。
:昨年の情報
大学名

岩手医科大学

①コンビニエンスストアの端末から成績開示事務手数料1500円（振込手数料495円別）を払う。
（支払方法は入学検定料支払い方法と同様にコンビニ端末から「岩手医科大学」の検定料納付の画面にて）
②支払い後に受け取った「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」から「収納証明書」部分を切り取る。
③岩手医科大学入学者選抜情報開示申請書(本学所定用紙 本学HP参照）に必要事項を記入のうえ、切り取った収納証明書を貼付し、
4/1(木)～4/30(金)
申請書と受験票の原本を下記宛先まで郵送または持参。※封筒表面に朱書きで「成績開示申請書在中」と記載すること
消印有効
④順次、書面にて開示情報を発送。
※受験生本人以外からの開示請求は不可。必ず受験生本人が申請すること。
※申請書の記入事項に不備があり、成績開示ができない場合は、大学から連絡がある。
なお、記入事項について電話連絡から１カ月以内に修正できない場合は、成績開示不可。
入試受験者

自治医科大学
4/8(木)にHPにて
情報公開予定

送付する書類/送付先

申請期間/対象者

〒028-3694 岩手県紫波郡矢巾町医大通一丁目1番1号
岩手医科大学入試・キャリア支援課

次の①～③を、封筒の表に「入試成績開示希望」と朱書きの上、下記宛先へ郵送。
4/2(木)～8/31(月) ①保有個人データ開示請求書 （HPに様式あり）
②本人確認書類（運転免許証、学生証など）のコピーと住民票の写し※郵送による開示を希望する場合
必着
③受験票（開示決定の有無を連絡する際に返却）
一次/二次試験不合格 〒329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1
者 、補欠者で繰上げ
自治医科大学 医学部 学事課 入試広報係
合格にならなかった者
TEL 0285-58-7045（直通） ／ FAX 0285-44-3625
（繰上げ辞退者を除く）

獨協医科大学

次の①～③を本学の学務部入試課へ持参または、下記宛先に郵送。
①成績開示申請書（HPに様式あり）
5/1(金)～5/29(金)
②一般入学試験受験票 ※受験票がない場合、本人確認ができる公的証明書（健康保険証（写し）等）
③返信用封筒（簡易書留郵送料404円分の切手を貼付）に郵便番号、住所、氏名を明記。※必ず受験者本人宛とする
１次不合格者

杏林大学

①2021年度杏林大学一般入学試験 成績開示申請書 （所定用紙あり）
4/1(木)～4/24(土)
②受験票(紛失時は運転免許証などの身分証明書のコピーでも可)
必着
③返信用封筒(長形3号/本人住所・氏名を記入し、切手404円分を貼付)※切手代金は変更の可能性あり
1次不合格者

慶應義塾大学

昭和大学

〒321-0293 栃木県下都賀郡 壬生町北小林880
獨協医科大学 学務部入試課

〒181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2
杏林大学医学部事務課入試係宛 （TEL：0422-44-1865）

4/6(火)10：00
マイページの「成績開示」ボタンから必要事項を登録の上、申請を行う。
～4/20(火)16：30 書類の郵送は不要。ただし成績開示申請登録後，成績開示申請画面を印刷もしくは画面コピーを保存し，成績開示期間まで大切に保管の
こと。
1次不合格者
※成績開示内容はウェブサイトでのみ確認可能。郵送は行わない。

5月中

①受験票等を手元に用意した上で本人より、入学支援課（03-3784-8026）へ電話し、受験番号・氏名を伝える。必要書類・送付先の指
示がある。
②後日、大学より申請書類が届くので、指示に従い内容の記入、必要なものをそろえて郵送する。
※６月より成績開示書類が返送される。
昭和大学 入学支援課 TEL 03-3784-8026
※募集要項やHP上での情報なし。上記内容は3/26(金)大学へ電話にて確認済。

東京医科大学

6/1(火)10：00～
6/22(火)23：59
※予定
医学科入試受験者

東京慈恵会医科
大学

次の①～③を大学事務部学事課へ持参するか、 「成績開示申請」と朱書した封筒で、下記宛先に簡易書留で郵送。
①成績開示申請書
用紙、書式は自由。但し、表題に「成績開示申請書」と記入し、その下に受験番号、氏名、郵便番号、住所を記入。
4/1(木)～5/31(月)
②当年度医学科入学試験受験票（東京慈恵会医科大学発行のもの）
③返信用封筒
長形3号封筒（約12×23.5センチ）に404円切手（郵便料金84円、簡易書留料金320円）を貼り、郵便番号、住所、氏名を明記。
１次不合格者
※要受験票

東邦大学

UCAROにログインし、確認する。
※パスワードを忘れてしまった受験生はUCAROからパスワードを再発行する。
なお、メールアドレスを変更し（メールの着信確認ができない状態）かつパスワードも忘れてしまった受験生に関しては、UCARO事務局(057006-5524)へ問い合わせること。

4/5(月)～4/9(金)
消印有効

1次不合格者

〒105-8461 東京都港区西新橋3-25-8
東京慈恵会医科大学・大学事務部学事課入試担当

（TEL：03-3433-1111（大代表））

次の①～③を、 「成績開示申請」と朱書した封筒で、下記宛先へ簡易書留で郵送。申請の受付から2週間程度で返信用封筒にて到着予
定。
①本学所定の成績開示申請書（大学ホームページからダウンロード）
②受験票
③返信用封筒
長形3号封筒に404円切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を明記。
〒143-8540 東京都大田区大森西5-21-16
東邦大学医学部入試係 （TEL:03-5763-6670）
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大学名
日本大学

5/1(金)～5/31(日) インターネット出願の「マイページ」より確認。
ただし、欠席や途中棄権等指定科目を受験していない者及び不正行為者は、合否判定の対象とならないため開示なし。
不合格者
利用に際して、マイページ登録で使用したメールアドレスとパスワードが必要。
(Ａ方式・Ｎ方式)

5/7(木)～6/8(月)
消印有効

日本医科大学
1次不合格者

北里大学

送付する書類/送付先

申請期間/対象者

5/6(木)10：00～
5/28(金)17：00
1次試験の不合格者

次の①～④を、 「成績開示申請」と朱書した封筒で、下記宛先へ書留で郵送。
① 成績開示申請書（本学所定 HPに様式あり）
② 受験票（写し）※受験票を紛失した者は、本人確認が出来る公的証明書（運転免許等）
③ 成績開示手数料1,500円分の郵便小為替（簡易書留送料含む）
④ 返信用封筒（送付先住所・氏名を明記した角型2号封筒）※切手不要
〒113-8603 東京都文京区千駄木1-1-5
日本医科大学 アドミッションセンター （TEL:03-3822-2131（代表））

Web出願システムのマイページから照会。成績開示が可能な入試のみ成績開示ボタンが表示される。
Web成績開示システムにアクセスする。利用に際して、マイページ登録で使用したメールアドレスとパスワードが必要。

次の①～③を、表に 「成績開示申請」と朱書した封筒で、下記宛先へ簡易書留で郵送。
①第１次試験個人成績開示申請書（HPに様式あり）
②受験票（原本）※受験票を紛失している場合は、本人であることが確認できる身分証明書の写しを必ず２種類同封のこと。
5/1(金)～5/30(土)
③返信用封筒 (受験生本人の住所・氏名・受験番号を記入し404円分切手を貼付した長形3号封筒)
必着
※簡易書留の郵送でない場合、開示できない場合がある。
聖マリアンナ医科大学
※必ず黒ボールペンで記入
※返信用封筒を同封していない場合、開示できない場合がある。
一般入試不合格者

金沢医科大学

〒216-8511 川崎市宮前区菅生２－１６－１
聖マリアンナ医科大学 教学部 教育課 入試係 （TEL 044-977-9552）

以下の①～③を郵送か持参
※持参する場合は、平日は午前9時から午後4時まで、土曜日は午前9時から正午まで（日曜、祝日除く）
4/1(木)～4/16(金)
①「成績開示申請書」（HPからダウンロード）※選抜種別〔一般前期、一般後期〕毎に様式が異なります
消印有効
②受験票
③開示手数料 500円（郵便小為替で送る）
一般入学試験（前
〒920-0293 石川県河北郡内灘町大学1丁目1番地
期・後期）の1次試験
金沢医科大学 入学センター 医学部入試成績開示係 （TEL:076-218-8063(直通)）
受験者

愛知医科大学

次の①～③を、 下記宛先へ簡易書留で郵送。
①2020年度愛知医科大学医学部入学試験個人成績開示申請書（HPに様式あり）
5/11(月)～5/22(金)
②受験票(写し) ※受験票がない場合は，本人確認ができる公的証明書（運転免許証(写し)等）
締切日必着
③返信用封筒（長形３号封筒［120ｍｍ×235ｍｍ］に申請者の郵便番号，住所，氏名を明記し，404円分[簡易書留料金含む]の
切手を貼付。）
一般入試1次試験
不合格者

藤田医科大学

4/16(金)～
4/26(月）
※期間中24時間可
1次試験（前期・後
期）不合格者

大阪医科薬科
大学

0561-61-5314（学生課入試係直通）

①「インターネット出願」ページにアクセス
②メールアドレス、パスワードを入力し「マイページ」にログイン
③「申し込み一覧」より「成績開示」リンクをクリック
④上記③により送付されたEメールに記載されている「確認コード」を確認
⑤「確認コード入力」画面で「確認コード」と受験票に記載されている「受験番号」を入力し「開示実行」ボタンをクリック
⑥「成績情報開示」画面に開示内容が表示される。

以下の①～③を郵送。
①本学所定の「成績開示申請書」（必要事項が記入されたもの）
②返信用封筒（404円分切手を貼付・封筒サイズは長形３号）
5/1(土)～5/31(月)
③当該年度の受験票（成績開示を希望する入試種別毎に必要）
消印有効
①の申請書については本学ホームページからダウンロード、もしくは本学まで請求
※封筒の表に「医学部 入試成績開示申請書 在中」と朱書きのこと。
※必ず郵送のこと。窓口では受付せず。
1次受験者
(前期・後期)

関西医科大学

愛知医科大学医学部事務部学生課入試係
〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又１番地１
電話番号 0561-62-3311（代表） 内線11278

〒569-8686 大阪府高槻市大学町2-7
大阪医科大学 学務部 入試・広報課 （TEL：072-684-7117 FAX：072-684-6454）

以下の①～③を郵送。
5/1(金)～5/30(土) ①成績開示申請書(HPに様式あり) 必要事項を記入
②宛先を明記した返信用封筒（414円分切手を貼付・長形3号縦23.5cm×横12cm）
必着
③受験票原本（紛失時は運転免許証、健康保険証等他の証明書コピー）
（6/1以降開示） ※封筒の表に「医学部入試成績開示申請書在中」と朱書きのこと。
※受験票は成績に同封して返却される。
一般（前期・後期）
〒573-1010 大阪府枚方市新町二丁目５－１
センター・一般併用
関西医科大学入試センター
（TEL：072-804-0101 FAX：072-804-2548）
1次不合格者
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大学名

兵庫医科大学

以下の①～③を郵送。※封筒の表に「入試成績開示希望」と朱書きのこと。
①入学試験成績開示申請書（HPに様式あり）
4/1(木)～4/16(金)
②宛先を明記した返信用封筒(長形3号 縦23.5㎝×横12㎝/簡易書留料金分の切手を貼付)
消印有効
③受験票
※新型コロナウイルスの感染拡大等に伴い、変更になる場合があります。
1次不合格者
一般入学試験A・B
のみ対象

川崎医科大学

送付する書類/送付先

申請期間/対象者

〒663-8501西宮市武庫川町1-1
兵庫医科大学学務部入試課宛 （TEL:0798-45-6162

FAX:0798-45-6972）

①～④を持参するか、封筒に「入試成績開示申請書在中」と朱書きし、簡易書留で下記宛先まで郵送。持参する場合は、平日/9:00～
17:00 土曜日/9:00～12:30（日・祝日除く）
①成績開示申請書（HPに様式あり） ※必要事項を全て記入し、押印
4/1(木)～4/30(金)
②受験票（本人確認のため） ※受験票を紛失した場合は、運転免許証の顔写真付身分証明書のコピーでも可
消印有効
③成績開示手数料 1,000 円 ※「定額小為替」で納入、成績開示申請書を郵送する際に同封。
④返信用封筒 ※長形 3 号封筒（120mm×235mm）に、簡易書留料金（定型・25g 以内）404円分の切手を貼り、郵便番号・住
所・氏名を明記したもの
〒701-0192 岡山県倉敷市松島577
1次不合格者
(受験生本人に限る) 川崎医科大学・教務課入試係 （TEL:086-464-1012）
一般入試(前期)

久留米大学
※前期受付終了

→出願期間と同じ

一般入試(後期)
→出願期間と同じ
[2/8(月)～2/24(水)]

●申込方法：成績開示を希望の場合は、インターネット出願時に「成績開示の要否」欄の「開示する」にチェックを付すこと。
●開示方法
受験者の申込請求に基づいて、4月以降、受験ポータルサイト UCARO（ウカロ）にて開示。開示時期は、UCARO のメッセージでお知らせ。

2021年度一般入試 〒839-8502 福岡県久留米市御井町1635
(前期・後期)受験者 久留米大学入試課 インターネット出願係（TEL:0942-44-2160)

産業医科大学

受験者本人が、直接来学して申請手続きを行うこと。申請受付は、入試事務室にて。
午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土・日・祝日および開学記念日4月28日は申請受付は行わず。
※遠隔地等の理由により来学が困難な受験者には、郵送で申請することを認める。その際は、必ず書留郵便で「産業医科大学入試事務室」あ
4/20(月)～5/29(金) てに送付。
①産業医科大学入学者選抜情報開示申請書（HPに様式あり）
郵送の場合は
5/31(日)消印有効 ②産業医科大学受験票 （原本に限る）
③写真付の身分証明書(コピー) （※郵送の場合のみ）
④返信用封筒 1枚 （受験者本人の住所、氏名、郵便番号を明記のうえ、書留郵便に係る料金として519円分の切手を貼った長形3号
（12cm×23.5cm）封筒1枚）
一般入試受験者

福岡大学

4/1(木)00：00～
4/30(金)23：59

1次不合格者

~5/7（金) 必着

国際医療福祉大学
一般入試
1次不合格者

〒807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号
産業医科大学 入試事務室 TEL (093)691-7295（医学部）
＜開示請求方法＞
Web成績照会にアクセスし、「成績請求へ」を押し、「個人情報入力」画面で、必要事項を入力。受験票画像をアップロードし、成績照会時に
必要なパスワードが表示される。
＜成績照会方法＞
Web成績照会にアクセスし、「成績照会へ」を押し、請求期間内に開示請求を行った方のみ､自分の成績を確認することができる。（申請時に
表示されたパスワードと生年月日の入力が必要）
※照会期間外の成績開示は行わない。（照会期間 6/1(火)10：00～６/30(水)23：59）
福岡大学入試事務室
TEL 092-871-6631(代表)
次の書類をすべて揃え、必ず郵送にて提出 ※封筒の表面に「入試得点通知申請書在中」と朱書のこと。 ※本人にのみ開示
①「2021 年度入試得点通知申請書」（本学所定の用紙の必要事項をすべて記載し、捺印したもの）
②受験票のコピー（得点通知を希望する入試区分のもの）
③返信用封筒＊長形 3 号封筒のおもてに申請者の郵便番号、住所、宛名を明記し、「特定記録」と朱書してください。郵便切手 244 円分
（特定記録料金分を含む）を貼付
〒286-8686 千葉県成田市公津の杜 4-3
国際医療福祉大学入試事務統括センター 得点通知申請書受付係
TEL 0476-20-7810

申込期間内に以下申込先へ必要書類を取りそろえ、現金書留または簡易書留で郵送。
①入学試験成績開示申請書（HPに様式あり）
5/10(月)～5/21(金) ②健康保険証・運転免許証・学生証などのうち１種類（コピー）
③受験票の原本
必着
東京女子医科大学
④発行手数料：500 円（現金書留または郵便小為替（指定受取人の欄は空欄のまま）を同封する）
⑤市販の長形封筒(120×235㎜）に返送先住所・氏名（受験者本人宛）に記入の上、404円分の切手を貼りつける
一般入試
1次不合格者

〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 東京女子医科大学医学部学務課 入試成績開示係
TEL:03-3353-8112 内線 31121～5

成績開示を行わない大学 ： 東北医科薬科大学 / 埼玉医科大学 / 順天堂大学 / 帝京大学 / 東海大学 （3/5(金)大学へ電話にて確認済）
近畿大学・・・UCAROにログインし、受験一覧から該当受験番号を確認する。確認期間：各合格発表日前日の午後９時から5/31(月)まで（3/5(金)大学へ電話にて確認済）

