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奨学

通番 金

No.

奨学金名称

団 体 名

金

額

【一般奨学金】
月額 ７５０００円
（月額 １５万円に増額も可能）
1

2

JA秋田厚生連「奨学金制度」

JA秋田厚生連

【特別奨学金】
月額 ５万円
【入学金分】
上限100万円を加算
【医学生】
1-4年 月額最高10万円
5-6年 月額最高12万円

2

4

大分健生病院 奨学金

大分県医療生活協同組合
大分健生病院

【看護学生】
全学年 月額最高5万円

対象

・進学予定者（卒業後、JA秋田厚
生連の指定する県内の厚生連
病院に勤務できる方）
・2021年4月の1.2.3年生
・医師を目指し、各種養成学校在
学中で、卒業後JA秋田厚生連の
指定する県内の厚生連病院に
勤務できる方

大分健生病院の医療活動に共感し、とも
に働く意思がある方
（医学生、歯学生、看護学生・保健師養
成学生、作業療法士養成学生、介護福
祉士養成学生、歯科衛生士養成学生）

締

切

随時受付

随時募集中
097-558-7241

備

考 （※詳細は全て要問合せ）

【返還免除】
●一般奨学金
卒業後１年６ヵ月以内に当該資格を取得し臨床研修終了後、一般奨学金の返還
免除相当期間以上をJA秋田厚生連が運営する病院に勤務した場合、返還免除と
なる。
●特別奨学金
資格取得後、JA秋田厚生連が運営する病院に、返還免除相当期間以上勤務し
た場合は無利息とし、勤務後５年以内に返還する。

【返済免除】
貸与期間の1.2倍の期間、大分健生病院で勤務した場合、奨学金の返済が免除
される。
※進路希望が変わり、卒業後に他機関で勤務した場合は、全額返済となる。
※退職した場合は、残りの義務期間分の貸与額を返済する。

他

3

9

公益社団法人 地域医療振興 公益社団法人
協会 医学生奨学金貸与制度 地域医療振興協会 総務

4

令和3年度
三重県戦略企画部
21 三重県地域と若者の未来を拓
戦略企画総務課
く学生奨学金返還支援事業

5

22

令和3年度 西条市医師確保
奨学金

月額２０万円

助成金額） 上限100万円
・学生：在学中に借受予定の
奨学金総額の1/4
・既卒者：認定時の借受奨学金
残額の1/4

大学医学部に入学決定又は在学中の者

・申請時に大学の５年生以上で、
就業先が未定の方
・卒業後3年以内で就業先(三重県
内)が未定のUIターンとなる県外
居住者
・令和3年3月31日時点で35歳未満
の方
・他（要確認）

●指定地域枠
指定地域への定住を希望し、
条件） 就業し、4年間居住後に
かつ企業・団体に就業を希望
助成金の1/3を交付し、
する方
8年間居住後に残額を交付
●業種指定枠（新設）
指定業種の内、県内に本社を
有する企業・団体に就業を希望
し、かつ県内への定住を希望する
方

愛媛県西条市 こども健康部 健康 修学資金奨学金） 月20万円以内
医療推進課 地域医療係
入学資金奨学金） 50万円以内

【返還免除】
通年
・卒業後直ちに臨床研修に従事し、臨床研修後直ちに、奨学金の貸与を受けた
（2021.3.1-2022.2.28）
期間と同期間を、協会が指定する病院等で勤務した場合には、奨学金の返済を
全額免除する。
※定員になり次第、
・勤務期間が貸与を受けた期間に満たない場合は、貸与月額に勤務期間を乗じ
当期間の募集を終了
た額を免除する。

国内の大学の医学部で医学を専攻する
学生で、将来医師として西条市の指定医
療機関で勤務する意思を有する者

2022年1月28日（金）
※当日消印有効

2021年9月30日（木）
※持参又は郵送
（当日消印有効）

※詳細はHP等にて確認のこと

【返還の免除】
卒業後2年以内に医師免許を取得し、直ちに指定医療機関で臨床研修を受け、
指定期間医師として勤務するなどの条件を満たした場合。
※詳細はＨＰにて確認のこと

【一般枠】 月10万円
6

令和3年度 地域医療医師確
23
保 短期奨学生

愛媛県 保健福祉部 社会福祉医
療局 医療対策課
【特定診療科枠】 月20万円
（産科）

・将来、愛媛県内の医療機関で一定期
間、医師の業務に従事する意思のある方
・大学医学部３～６年生及び初期・後期
臨床研修期間の内、連続する２，３，４年
間を通じて奨学金の貸与を受けようとす
る方

2022年2月28日（月）

【返還の免除】
貸与期間と同期間、知事が指定する医療機関等で勤務した場合に、貸与額の返
還を全額免除する。
※詳細はＨＰ等にて確認のこと

注）募集要項の閲覧は学生課まで。先方の締切日を掲載していますので、希望者は余裕をもって問い合わせること。
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奨学

通番 金

No.

7

8

奨学金名称

交通遺児育英会
24
奨学金（令和３年度）

25

長崎県 医連奨学金制度
（健友会奨学金）

団 体 名

公益財団法人 交通遺児育英会

金

額

●大学
・奨学金月額：4・５・６万円から選択
・入学一時金：
40・60・80万円から選択
●大学院
・奨学金月額：
5・8・10万円から選択

対象

締

切

●在学応募
2021年10月31日
保護者等が道路における交通事故で死
●予約応募
亡・重度後遺障害となった為に経済的に
・第一次：
修学が困難な学生
2021年8月31日
（※申込時25歳までの人）
・第二次：
2022年1月31日

長崎県 民主医療機関 連合会
Ａ）月額10万円
社会医療法人 健友会 上戸町病
Ｂ）月額15万円（期間×1.5倍）
院

・医学部に在籍する１～６年生
・資格取得後に連合会所属の病院もしく
は診療所にて勤務が可能な方

つるみ脳神経病院（人事）

卒業後に医師・看護師・薬剤師として当
院に勤務することを希望する者

要問い合せ
095-879-0705

10

26 つるみ脳神経病院 奨学金

27

令和3年度
滋賀県 医学生修学資金

滋賀県 健康医療福祉部
医療政策課（医療人材確保係）

月6万円

年額） 180万円

医学部３年次生で、
資金貸与終了後、滋賀県内の医療機関
において診療業務に従事することにより
地域医療に貢献する意思を有する者

考 （※詳細は全て要問合せ）

・返還は最長20年（分割返還）
・他の奨学金制度と併用可
・その他、奨学金以外の補助制度有り。
※詳細はＨＰ等にて確認のこと
資格取得後、奨学金の受給期間と同一期間（又は1.5倍の期間）、長崎民医連の
院所に勤務した場合は、奨学金の返済義務を免除する。
※詳細は要問合せのこと

要問合せ
9

備

・電話：0280-77-2222
・メール：
jinji@tsurumihospital.com

2021年9月1日(水)～
2021年10月15日(金)
(当日消印有効)

【返済の免除】
貸与相当期間勤務することにより、返済が免除されます。
※詳細は要問合せのこと

【返還免除】
・医師免許取得後6年間、滋賀県内の病院に在籍し、臨床研修及び診療業務に
従事すること。
・上記の6年間、継続して滋賀県医師キャリアサポートセンターが別に定める
キャリア形成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに参加すること。
・上記の6年間の内、最後の2年間は、滋賀県知事が指定する県内の病院に
おいて診療業務に従事すること。
※詳細はHPにて確認のこと。

11

12

33

徳島県
奨学金 返還支援制度

宮古市
35 医師等養成奨学資金
貸付制度

徳島県 政策創造部
県立総合大学校本部

岩手県宮古市保健福祉部健康課
（宮古保健センター）

●助成金額） 上限100万円
日本学生支援機構無利子
奨学金借受総額の1/2
●助成金額） 上限70万円
日本学生支援機構有利子
奨学金借受総額の1/3

1.年度貸付金：
授業料、入学金等の金額に相当
する額の範囲内の金額
2.月額貸付金：
（医師）
月額20万円の範囲内の金額
（看護師）
月額10万円の範囲内の金額

・日本学生支援機構奨学金等の貸与を
受けている、又は受けていた方
・徳島県内の事業所に正規職員として
就業を希望する方
（公務員を除く）
・徳島県内に住所を有する予定である方
・大学（院）を、R3年および4年度に
卒業し、指定期間内に就業を
開始する方

(医師)
将来、医師として、指定医療機関で業務
に従事する意欲のある、大学医学部入学
予定者、医学部大学生
(看護師)
将来、看護師として、指定医療機関で業
務に従事する意欲のある、大学看護学
部、高等看護学校、看護師養成所入学
予定者、看護学生

2021年8月1日(日)
～12月17日(金)
※当日消印有効

※詳細はHPにて確認のこと

要問い合せ
0193-64-0111

【返還免除】
1.年度貸付金:
貸付期間の1.5倍に相当する期間、市の指定医療機関で医師（看護）
業務に従事したときは、貸付金額と利息の全額を免除
2.月額貸付金：
市の指定医療機関で、貸し付けを受けた期間と同等の期間、医師（看護）業
務に従事したときは、貸付金額と利息の全額を免除

注）募集要項の閲覧は学生課まで。先方の締切日を掲載していますので、希望者は余裕をもって問い合わせること。
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奨学

通番 金

No.

13

14

奨学金名称

和歌山県 海南市内
40 企業就職促進 奨学金返還
助成事業

42

ふるさとくまもと創造人材
奨学金返還等サポート制度

団 体 名

海南市役所
まちづくり部 産業振興課

熊本県企画振興部 企画課

金

額

上限100万円
※借入奨学金に相当する額

【奨学金支援枠】
大卒：244.8万円
院卒：456万円
【Ｕターン応援枠】
最大50万円

鹿児島民医連
奨学金

15

43

16

医学生・医療系学生
50 奨学金制度
（石川県）

鹿児島県 民主医療機関連合会

石川県民主医療機関連合会
（石川民医連）

月額10万円

① 月額） 5万円
② 月額） 10万円

対象
・日本学生支援機構の奨学金
（一種もしくは二種）等を借り入れ
ている大学等進学者
・令和5年3月に大学等を卒業予定
の方
・海南市の指定登録企業に、卒業
後、海南市に住所を有し、正社員
として3年以上勤務する方
（3年経過後、助成金を交付）

締

切

備

考 （※詳細は全て要問合せ）

2022年2月25日（金）

※詳細はＨＰ等にて確認のこと

（新卒予定者）
大学または大学院 に在学中で、
2022年度に卒業・ 修了予定の者
（既卒者）
2019年度以降に大学等を卒業
した者
（社会人経験者（県外））
2021年6月１日時点で熊本県外
に在住している社会人経験者で
あり、2022年4月1日時点で35歳以下の
者(1986年4月2日以降に生まれた者)
（その他）要ＨＰ等確認

まずは登録のこと
（要ＨＰ等確認）

※詳細はＨＰ等にて確認のこと

日本国内の大学に在籍する医学部医学
科生で、私たちの医療活動に共感し、と
もに働く意思のある方

要問合せ
Tel：099-266-1531
（9：00-17：00）

【返済免除】
卒業後、鹿児島民医連の病院や診療所で一定期間勤務すると、条件に応じた返
済免除があります。

要問合せ
tel：076-253-1458

・医師を目指す学生には別途「特別貸付金制度」があります。（要問合せ）
・貸与期間と同期間、石川民医連加盟の病院・施設で研修し勤務された場合は、
返済免除になります。
・学年の途中からでも奨学金を受けることができます。

医師を目指す学生（１～６年生）

（金額を選択できます）

・卒業直後の初期研修期間から東京民医連が指定する医療機関で勤務した月数
に応じて、返済を免除します。（要詳細確認）
17

18

東葛病院 医学部奨学金
51 （東京民医連 医科奨学金制
度）

55

京都民主医療機関連合会
奨学金制度

東葛病院

月額８万円

京都民医連 医学生担当

・１-２年生：月額５万円
・３-４年生：月額6万円
・５-６年生：月額7万円

日本国内の医学部医学科在学中の学
生、または医学部医学科への進学が決
定している方で、本制度の目的を了承し
ている方

医学部に在学中（入学予定）で、将来民
医連で働く意思のある学生

要問合せ

要問合せ
075-323-7961

●オンライン説明会（ZOOM利用)●
・対象：ご本人（医学部１～４年生、医学部合格者、医学部受験予定者）
保護者様
・開催日：平日10：00-19：00 土曜日･･･ご相談下さい
・準備物：デバイス、WEB用カメラ、イヤホンマイク等
・申込：東葛病院HPより ※お電話での説明も行っています。
【返済免除】
卒業後、奨学金貸与期間と同月数勤務した場合、所定の計算に基づいて返済が
免除されます。
ただし、初期研修を修了されなかった場合は、全額返済していただきます。
※詳細はHP等にて確認のこと

19

広島民医連
56
奨学金制度

広島県 民主医療機関 連合会
（広島民医連）

●基準
・１年： 8万円以内
・２－４年： 9万円以内
・５－６年： 10万円以内
●特別
･全学年： 15万円

・医学科へ在学しているか、
進学が決定している者
・学校卒業後、広島民医連院所
への就職を希望している者

【返済免除】
定員に達し次第終了 奨学金支給期間と同期間、広島民医連事業所で勤務することで返済が全額免除
（HPに応募フォーム有） になります。
（特別ｺｰｽは1.5倍の期間）

注）募集要項の閲覧は学生課まで。先方の締切日を掲載していますので、希望者は余裕をもって問い合わせること。
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奨学

通番 金

No.

20

57

奨学金名称

滋賀民医連学生・看護学生
奨学金

団 体 名

滋賀民主医療機関連合会
民医連滋賀 医学生センター

金

額

●Aコース
・1.2年：5万円
・3.4年：6万円
・5.6年：7万円
●Bコース
・全学年：10万円
●看護学生
・年間50万円

対象

・医学部医学科に在学（入学予定）の方
・民医連の研修病院で研修を開始するこ
と

締

切

要問合せ
（電話又はメール）
Tel:077-543-5224

備

考 （※詳細は全て要問合せ）

【返済免除】
民医連の臨床研修病院で研修を行うことによって、返済が免除されます。

【返還免除】
・大学卒業後2年以内に医師免許を取得し、新潟県の臨床研修病院で臨床研修
後12年以内に、指定病院で医師として勤務した年数が4年に達したとき。
・指定病院で医師としての勤務に従事している期間に、業務上の理由により死亡
・他の同種の修学資金を受けていない者 令和3年12月1日(水)～
又は業務に起因する心身の故障のため医師の職務を免職されたとき。
(見込みのないもの)
・修学資 令和4年3月14日(月)
金を受ける者と生計を一にする家族また
【一部免除】
は家計を支えている人の年収が1500万
・市内の病院で勤務した期間の合計が12か月以内となる場合は、貸与を受けた修
円未満の者
学資金の返還が一部免除される場合がある。
令和４年４月１日の時点で医学部学生で
以下のすべてに該当するもの

21

22

23

58

村上市
医学生修学資金貸与制度

高砂市
61 給付型奨学金
受給学生支援給付金

62

徳島健康生活協同組合
奨学金

新潟県村上市保健医療課
健康支援室

高砂市
政策部シティプロモーション室

月額30万円(私立)

３万円(1回のみの支給)

給付型奨学金受給者または、
給付型奨学金の採用候補者決定通知の
交付を受けた者で以下のいずれかに該
当する者

令和4年2月28日(月)

①市内に住民登録があり、大学等に在学
②保護者等が市内に住民登録があり、
大学に在学

徳島健康生活協同組合
徳島健生病院

【一般奨学金】
1～2年生 月額5万円
3～6年生 月額8万円

卒業後、徳島健康生活協同組合に加入
し、地域活動をおこなう意思を持った方

随時募集中
088-622-3303

【返還免除】
一般奨学金 奨学金支給期間と同期間、徳島健生病院にて勤務すること。
特別奨学金 奨学金支給期間の1.5倍の期間、徳島健生病院にて勤務すること。
⇒全額、返還が免除される

大学、大学院、短期大学、高等専門学
校、専修学校を卒業した満30歳未満の
方で、京丹後市に継続して10年以上定
住し、かつ正規雇用等により就業する
方。
(国家公務員または地方公務員は除く)

令和3年8月10日
～令和4年3月31日
(午後5時まで)

詳細はHPを確認のこと
(https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kyoikuiinkai/kyoikusomu/5/teijyu
shienshyougakukin/15155.html)

令和3年9月1日(水)
～10月29日（金）

【返還免除】
貸与を受けた期間の1.5倍の期間(うち、離島・へき地に1/2以上の期間)、知事が
指定する医療機関等への勤務が必要となる。
また、専門課程(概ね3年生以降)からの貸与者については、貸与を受けた期間と
同等の期間(2年間の臨床研修期間を除き、離島・へき地への勤務期間は別途知
事が定める)知事が指定する医療機関等への勤務が必要となる。
また、長崎県のキャリア形成プログラムの適用を受ける必要がある。

【特別奨学金】
全学年 15万円
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【返還支援】
63
京丹後市奨学金返還支援
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65

長崎県医学修学資金貸与制
度

【返還支援】
和泉市奨学金返還支援事業

詳細はHPを確認のこと
(http://www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/18,81710,210,html)

京丹後市
教育委員会事務局 教育総務課

最大10年間で360万円の支援
(1か月あたり3万円が上限)

1年生 上限1,657,800円
長崎県
(入学料282,000円を含む)
医療人材対策室 医師確保推進班 2年生 上限1,375,800円
3～6年 上限1,575,800円

和泉市
くらしサポート課 労働政策係

最大72万円
(月額2万円を上限として最大36か
月)

卒業後、離島・へき地の医療に進んで
従事しようとする気概と情熱に富んだ
大学医学部在学生

・30歳未満であること
・2021年度中に大学等を卒業予定
・和泉市に居住あるいは2022年4月末ま
詳細はHPを確認すること
でに居住する意思を有すること
令和3年7月1日（木） (https://www.city.osaka・2022年4月末までに和泉市内の企業に
～令和3年12月28日(火) izumi.lg.jp/kakukano/siminseikatubu/kurasisupport/roudou/osirase/shougakukin
正規雇用で就労する意思を有すること
/shogakukinhenkansien.html)
(公務員を除く)
・奨学金(日本学生支援機構、大阪府育
英会、和泉市)の貸与を受けていること

注）募集要項の閲覧は学生課まで。先方の締切日を掲載していますので、希望者は余裕をもって問い合わせること。
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