
＜医・歯・薬　大学受験写真サイズ表＞ 2021/9/4 こちらは昨年度の情報です。最新の情報は願書でご確認をお願いします。

国立大学
写真プリントの
サイズ－枚数 WEBデータ データ規格 国立大学

写真プリントの
サイズ－枚数 WEBデータ データ規格 私立大学

写真プリント
の

サイズ－枚
数

WEBデータ データ規格

旭川医科大学 4×3―2 ☓ 兵庫県立大学（看護学部） 不要 データ使用可能 埼玉医 4x3―1 不要

札幌医科大学 4×3―2 不要 2020情報 京都大学（医学部） 4×3―2 不要 北里 不要 データ使用可能 3MG以内JPEG

札幌市立大学（看護学部） 4×3―3 ☓ 京都府立医科大学（医・看） 4×3―2 不要 杏林 不要 データ使用可能 200KB以上10MG以内JPEG

名寄市立大学 4×3―2 ☓ 滋賀医科大学 4×3―2 不要 慶應義塾 4×3―1 データ使用可能 3MB以内JPEG

北海道大学 ☓ ○ 2M以内 滋賀県立大学（看護） 4×3―2 不要 順天堂 4×3―1 不要

青森県立保健大学 4×3―2 ☓ 奈良教育大学 4×3―1 不要 昭和 4×3―2 不要

弘前大学 ☓ ○ 10M以内 奈良県立医科大学（医・看） 4×3―3 不要 帝京 3×3―1 データ使用可能 jpgのみ、240KBから8MB

岩手県立大学 4×3―3 不要 2019情報 奈良女子大学（理学） 4×3―2 不要 東海 4×3―1 データ使用可能 4：3比率

東北大学 ☓ ○ 100k-5M 和歌山県立医科大学（医・看） 4×3―3 不要 東京歯科 不要 データ使用可能 10MG以内JPEG

宮城大学 ☓ ○ 2M以内 鳥取大学 不要 データ使用可能 2MG以内 昭和薬科 4×3―1 不要

秋田大学 4x3-1 ☓ 島根県立看護短期大学（看護） 4×3―2 不要 東京医科 4×3―1 不要

山形県立保健医療大学 4×3―3 ☓ 島根大学（医学） 不要 データ使用可能 東京慈恵会 4×3―1 不要

山形大学 ☓ ○ web4:3 岡山県立大学（看護） 不要 データ使用可能 3MG以内 東京薬科 4×3―1 不要

会津大学短期大学部 4×3―2 ☓ 岡山大学（医・薬） 不要 データ使用可能 東京女子医 4×3―1 不要

福島県立医科大学 ☓ ○ 100ｋ-3M　白、青、またはグレー 新見公立短期大学（看護） 不要 データ使用可能 5MG以内　JPEGまたはPNG 東邦 不要 データ使用可能 2MG以内

茨城県立医療大学 4×3―3 ☓ 県立広島大学（看護） 不要 データ使用可能 4：3比率　JPEG　4MG以内 聖マリアンナ 4×3―3 不要

筑波技術大学 4×3―2 ☓ 広島大学（医・歯・薬） 不要 データ使用可能 4：3比率 日本 不要 データ使用可能 100KB以上5MG以内

筑波大学 ☓ ○ 山口県立大学（看護栄養学部） 4×3―2 不要 日本医 4×3―3 不要

群馬県立県民健康科学大学 4×3―2 ☓ 山口大学（医学部） 4×3―2 不要 日本薬科 4×3―2 不要

群馬大学 4×3―1 ☓ 徳島大学（医・歯・薬） 不要 データ使用可能 JPEG　3MG以内 日本歯科大学 4×3―3 不要

千葉県立保健医療大学 4x3―2 やってない 香川県立保健医療大学（看護学科） 4x3―2 不要 星薬科 4×3―1 不要

千葉大学 4×3―2 ☓ 香川大学 不要 データ使用可能 新潟薬科 4×3―2 不要

東京大学 4×3―1 不要 愛媛 不要 データ使用可能 3MG以内　JPEG 金沢医科大学（医・看） 不要 データ使用可能 100KB以上3MG以内JPEG

首都大学東京 4×3―1 不要 高知 不要 データ使用可能 3MG以内　JPEG 明治薬科 4×3―1 不要

東京医科歯科大学 ☓ ○ 10M以内 九州 不要 データ使用可能 640p×480p以上　JPEG 新潟医療福祉大学（看） 4×3―3 データ使用可能 100KB以上3MG以内

神奈川県立保健福祉大学 4×3―3 ☓ 佐賀 不要 データ使用可能 100KB以上5MB以下 新潟青陵大学（看護学科） 不要 データ使用可能

川崎市立看護短期大学 4×3―2 ☓ 長崎（医・歯・薬） 不要 データ使用可能 100KB以上5MG以下　JPEGまたはPNG 新潟薬科大学 4×3―2 不要

横浜市立大学 4×3―2 不要 熊本（医・薬） 不要 データ使用可能 100KB以上5MB以下　JPEGまたはPNG 明倫短期大学（歯科衛生士学科） 4×3―2 不要

埼玉県立大学 4×3―2 ☓ 大分 不要 データ使用可能 100KB以上5MB以下 岐阜医療科学（看護学科） 4×3―2 不要

防衛医科大学校（医学部） 4x3―2 ○ 640ｐｘ×832px以上 宮崎 不要 データ使用可能 100KB以上5MB以下　JPEG 神奈川歯科 4×3―2 不要

山梨県立大学 ☓ ○ 3M以内 鹿児島 不要 データ使用可能 100KB以上5MB以下　サイズ調整機能有り 松本歯科 4×3―3 不要

山梨大学 ☓ ○ 4：3比率　800p×600p　JPEG 琉球 不要 データ使用可能 愛知学院（歯） 4×3―1 不要

新潟県立看護大学 4×3―2 ☓ 札幌医科 4x3―2 不要 愛知医（医） 4×3―1 データ使用可能

新潟大学 ☓ ○ 福島県立医科 4×3―2 不要 横浜薬科 4×3―2 データ使用可能

信州大学 ☓ ○ 独自サイト 横浜市立 4×3―2 不要 東京医療保健（看護） 4×3―2 不要

長野県看護大学 4×3―2 ☓ 茨城県立医療 4×3―3 不要 藤田保健衛生 ― データ使用可能

富山大学 ☓ ○ 10M以内　jpg 400×600 岐阜薬科 4×3―1 不要 鈴鹿医療科学（薬） 4×3―2 不要

石川県立看護大学 ☓ ○ 独自サイト 名古屋市立 4×3―1 不要 京都薬科 不要 データ使用可能

福井県立大学 4×3―1 ☓ 京都府立医科 4×3―2 不要 明治国際医療（看護） 4×3―3 不要

福井大学 ☓ ○ 100kb以上5M以内 青森県立保健 4×3―2 不要 大阪医 4×3―2 不要

金沢大学 ☓ ○ 100kb以上5M以内 ｊｐｇまたはpng 大阪市立（医学部） 不要 データ使用可能 大阪薬科 不要 データ使用可能

愛知県立看護大学 4×3―1 ☓ 奈良県立医科 4x3―3 データ使用可能 関西医 4×3―1 不要

名古屋市立大学 ☓ ○ 独自サイト 指定なし 和歌山県立医科 4×3―6 不要 近畿 4×3―1 不要

岐阜大学 ☓ ○ 3M以内 九州歯科 4×3―2 不要 兵庫医 4×3―2 不要

浜松医科大学 ☓ ○ 2M以内　2019情報 山形県立保健医療 4×3―3 不要 神戸薬科 ４ｘ３-１ 不要

名古屋大学 ☓ ○ 2MG以内　4：3比率 神奈川県立保健福祉 4×3―3 不要 川﨑医療福祉 4×3―1 不要

岐阜県立看護大学 4×3―2 ☓ 香川県立保健医療 4x3―2 不要 川﨑医 5×4―2 不要

岐阜薬科大学 4×3―2 ☓ 愛媛県立医療技術 4×3―2 不要 就実（薬学部） 4×3―1 不要

静岡県立大学 4×3―1 ☓ 私立大学 第一薬科 4×3―2 不要

静岡県立大学短期大学部 5×4―1 ☓ 北海道医療 4×3―2 データ使用可能 福岡歯科 4×3―2 不要

三重県立看護大学 4x3―2 ☓ 北海道薬科 不要 データ使用可能 久留米 4×3―2 不要

三重大学 4×３－１ 一般のみ 東北薬科 4×3―1 不要 九州保健福祉（薬） 4×3―1 データ使用可能

大阪市立大学（医学） ☓ ○ 指定なし 岩手医 4×3―2 不要 産業医 4×3―3 不要

大阪大学 ☓ ○ 320p×240p以上　10MG以内　2019情報 日大松戸歯 不要 データ使用可能 100KB以上5MB以下 福岡 4×3―1 不要

大阪府立大学（看護） 4×3一般以外 一般のみ 自治医 4×3―2 不要 高崎健康福祉 4×3―1 不要

神戸市看護大学 4×3―2 不要 2020情報　 国際医療福祉 不要 データ使用可能 3MG以内 新潟医療福祉 4×3―3 データ使用可能

神戸大学 ☓ ○ JPEGまたはPNG 獨協医科 4×3―2 不要 埼玉医科大学 不要 データ使用可能 640p×480p以上　JPEG


	裏面印刷用

