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奨学
金
No.

奨学金名称 団　体　名 金　　額 対象 締　　切 備　　　　考　（※詳細は全て要問合せ）

1

西尾市民病院
医師確保奨学金
（追加募集）

西尾市民病院　事務部管理課

月額　25万円
（大学入学月は100万円を加算）

※期間：大学生 ６年間

大学に在籍する医学生で、当院での2年間の
臨床研修後、引き続き勤務する意志を有する
方。
※就労義務のある他の奨学金を受けている方
は対象となりません。

令和5年4月10日（月）～7月12日（水）

【返還免除】
下記いずれかに該当した場合は、それぞれ定める奨学金の返還を免除

①：卒業後、直ちに当院で臨床研修を開始し、それを修了したとき
　　　→奨学金２４月分及び入学時加算分を免除
②：当院に医師として勤務したとき（①を除く）
　　　→年度末ごとに勤務月数分を免除
③：①、②に規定する期間中に公務上の理由により死亡、又は、公務に起因
　　する心身の故障の為退職したとき
　　　→奨学金全額を免除

2 JA秋田厚生連「奨学金制度」
JA秋田厚生連
総務人事部 人事課

【一般奨学金】
月額　７万５千円
（月額　１５万円に増額も可能）

【特別奨学金】
月額　５万円

【入学金分】
上限100万円を加算

・在学中で、卒業後JA秋田厚生連の指定する
県内厚生連病院に勤務できる方
・2023年4月の1.2.3年生

随時受付

【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。

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

【医学生】
1-4年　月額最高10万円
5-6年　月額最高12万円

【看護学生】
全学年　月額最高5万円

他

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）

随時募集中
097-558-7241

【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。

5
公益財団法人
川野小児医学奨学財団
令和5年度　奨学金給付

公益財団法人
川野小児医学奨学財団　事務局

月額　6万円以内
　※正規の最短修業年限以内

・身体が健康であり、気質および素行ならびに
学業が良好である者
・埼玉県又は千葉県の高校を卒業し、日本国
内の総合大学医学部、又は医科大学で小児
医学を志す大学生、及び小児医学研究に従
事している大学院生
・学長、副学長、または学部長の推薦を受け
ている者
・奨学生証書授与式（令和5年9月9日）に出席
できる者
・他（HPにて要確認）

2023年2月1日(水)
～5月15日（月）23時59分

・給付期間中は、成績証明書・活動報告書等、当財団が指定した書類を期限まで
に提出すること。
・給付期間終了後は、当財団が設立する同窓会に自動加入し、連絡先等を当財
団事務局へ報告すること。

9
公益社団法人地域医療振興協会
医学生奨学金貸与制度

公益社団法人
地域医療振興協会　総務部

月額２０万円
大学医学部に入学決定又は在学中の者
（既に将来の役務の提供により返還を免除さ
れる等の奨学金を受けている者は除く）

通年
（2023.3.1-2024.2.29）

※定員になり次第、
当期間の募集を終了

【返還免除】
・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
期間と同期間を、協会が指定する病院等で勤務した場合。
・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
た額を免除。

11
令和5年度　鶴岡市立荘内病院
医師修学資金貸与

山形県
鶴岡市立荘内病院　総務課

年額200万円以内
（在学する大学の正規の修業年限
まで）

・将来、医師として当病院に勤務する意思を
有している者。
・大学の医学を履修する課程に在学している
者。
・原則として、他の修学資金の返還の債務が
ない者。

2023年4月3日（月）
～5月31日（水）

（※当日消印有効）

【返還免除】
・大学の卒業日の属する月の翌月から2年以内に医師免許を取得
・医師免許取得後8年以内に荘内病院に勤務・在職
・荘内病院の在職期間が返還免除適用期間に達する。

※詳細はHP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。 2023/5/11
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奨学金名称 団　体　名 金　　額 対象 締　　切 備　　　　考　（※詳細は全て要問合せ）

12

2023年度
公益財団法人
米濵・リンガーハット財団
奨学金

公益財団法人
米濵・リンガーハット財団　事務局

●大学生・院生
月額20,000円

・鳥取県・長崎県内の高等学校等を卒業し、
他都道府県の大学（2-6年）・大学院に在籍す
る者
・出願する年度の4月現在、大学（2-6年）、大
学院博士前期（修士）課程・博士後期課程に
在学する者
・2023年3月31日の時点で、原則として大学生
は満23歳以下、大学院生は満33歳以下であ
ること。留学生の場合、原則として大学生は満
31歳以下、大学院生は満38歳以下であるこ
と。
・成績・収入要件有り。要確認。

令和５年5月31日（水）
※必着

・この法人の奨学金に返還の義務はありません。また奨学金の給付を受けても、
入社等の付帯義務を負うものではありません。

・他団体の奨学金との併給も可能とします。

・成績不良、操行不良等、この法人の奨学金給付規程に定める場合には、翌年
度以降の奨学金給付を停止又は廃止する場合があります。

18
福井県UIターン
医師確保修学研修資金

福井県健康福祉部地域医療課
年額）　233万5800円（貸与年数：2
年間）

・県外大学医学部5，6年生、もしくは県外医療
機関の臨床研修医1年目（出身地は問わな
い）
・臨床研修後、特定の診療科の医師として指
定医療機関で勤務する意思を有する者

随時
0776－20－0345

【返還免除】
臨床研修後、内科、総合診療科、産科、小児科、外科、整形外科、麻酔科、救急
科のいずれかの医師として、医師少数区域の医療機関1年間を含む3年間、指定
医療機関で勤務。

※詳細はＨＰにて確認のこと

20 令和5年度　三重県医師修学資金
三重県医療保健部　医療介護人材課
医師確保班　医師修学資金担当

入学年：151万7800円
次年度以降：123万5800円（各年度）

医学部医学科1年生から6年生（出身地、医学
部の所在地は問わない）

令和5年4月1日～6月30日

【返還免除条件】
医学部を卒業後、県内の医療機関で9年間（うち1年間は医師不足地域の医療機
関勤務）勤務した場合、貸与額全額の返還を免除する
　※詳細はＨＰにて確認のこと

24
交通遺児育英会
奨学金（令和5年度）

公益財団法人　交通遺児育英会

●大学
・奨学金月額：4・５・６万円から選択
（うち2万円は給付）
・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
（うち2万円は給付）

・現在、大学・大学院に在学している学生
・保護者等が道路における交通事故で死亡・
重度後遺障害となった為に経済的に修学が
困難な学生
（※申込時25歳までの人）

●在学募集
2023年10月31日
●予約募集
・第一次：
2023年8月31日
・第二次：
2024年1月31日

・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

25 上戸町病院医師奨学金制度 社会医療法人　健友会　上戸町病院
Ａ）月額10万円
Ｂ）月額15万円

・大学医学部に在学中の方
・医師国家試験の受験資格を有する方

要問い合せ
095-879-0705

【返還免除】
資格取得後に奨学金の貸与を受けた期間、長崎民医連の事業所に勤務した場
合
※月額15万円貸与の場合は奨学金の貸与を受けた1.5倍の期間

　※詳細は要問合せのこと

26 つるみ脳神経病院　奨学金 つるみ脳神経病院（人事） 月6万円
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

　　　要問合せ

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

【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

28 朝鮮人奨学生
在日本朝鮮人教育会
中央常任理事会　（奨学部）

・大学1年生：年額16万円
・大学2年生以上：年額20万円

・日本の大学に在籍する在日朝鮮人学生で、
「奨学制度の目的（※詳細要確認）」に賛同す
る30歳未満の者（国籍不問）
・成績が優良で、かつ学費の支弁が困難な者
・本教育会の指定行事に積極的に参加する
意思のある者
（本国からの留学生を除く）

2023年4月1日（土）～5月31日（水）
当日消印有効

〈指定行事〉コリアンユースキャンプ「マダン」　2023年8月12日（土）～14（月）開催
※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。 2023/5/11
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奨学
金
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29 在日韓国奨学会　奨学金 一般財団法人　在日韓国奨学会 年間12万円～36万円
近畿地区の大学に在学する学生で2年生以
上4年生まで（大学院生を除く） 2023年4月4日（火）～5月11日（木） ※詳細はＨＰ等にて確認のこと

32

令和5年度
東濃(とうのう)地域 医師確保
奨学資金等 貸付制度

東濃西部 広域行政事務組合
修学又は研修期間中： 月額20万円
大学入学時：60万円（一回限り）

●令和5年4月1日時点で
・医学部学生、医学部大学院生
・医師で、臨床研修・専門研修を
　受けている又は受けようとする人
●将来、岐阜県東濃地域の指定
　 医療機関で医師として勤務する
   意思がある方

令和5年4月3日（月）～令和5年5月15日（月）午
後5時まで

（書類必着）

【免除について】
次のいずれかに該当するときは、奨学資金の償還および利子の支払いの全部を
免除します。
ア　臨床研修、大学院の過程又は専門研修を終了し、特定診療従事医師として
奨学資金の貸付を受けた期間の３分の２に相当する期間、指定診療機関で勤務
したとき
イ　臨床研修、大学院の過程又は専門研修を終了し、奨学資金の貸付を受けた
期間に相当する期間、特定診療従事医師以外の医師として指定診療機関で勤
務したとき
※詳細要確認

35
宮古市
医師等養成奨学資金
貸付制度

岩手県宮古市保健福祉部健康課
（宮古保健センター）

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

(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

要問い合せ（随時）
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

37
令和5年度
静岡県医学修学研修資金

静岡県健康福祉部
医療局地域医療課

月額20万円

次のいずれかに該当する者のうち、将来医師
として、県が個別に指定する県内の公的医療
機関等に勤務する意思のある方

・医学部生又は大学院在学中の医師
（※いずれも原則1年生）
・専攻医（産科、小児科、麻酔科）

令和5年3月13日（月）～令和5年5月19日（金）
まで

【返還免除】
静岡県内の公的医療機関等のうち、県が個別に指定する機関で、医師として修
学研修資金の貸与期間の1.5倍の期間勤務することなどにより、貸与した修学研
修資金全額の返還を免除

39
千葉県　医師修学資金
貸付制度

千葉県　健康福祉部　医療整備課　医
師確保・地域医療推進室

月額15万円

・県外大学医学部の1年生から3年生までの千
葉県出身者（※詳細要確認）
・卒業後、千葉県内の知事が定める医師少数
区域等の医療機関等で医師として働く意思の
ある方

令和5年4月3日（月）～令和5年7月3日（月）
※必着

【返還免除】
医師免許取得後、貸与期間の1.5倍に相当する期間を県が指定する医療機関で
勤務したとき、修学資金は全額返還免除される。

　※詳細はＨＰ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。 2023/5/11
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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

熊本県企画振興部 企画課

【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

（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

43
鹿児島民医連
奨学金

鹿児島県 民主医療機関連合会 月額10万円
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。

45 あしなが大学 奨学金
一般財団法人 あしなが育英会
　　　　　　　　　　　　　奨学課

●一般：月額4万円
●特別：月額5万円

大学に在学中で、保護者が病気や災害・自死
等で死亡、又は1級から5級の障害認定を受け
ていて、経済的な援助を必要としている家庭
の子ども

2023年5月20日
　　（消印有効）

卒業の半年後から20年以内に、年に一回・半年に一回・毎月払いのいずれかの
方法で返還すること。なお、卒業後も経済的事情などで返還が困難であると認め
られた場合は返還猶予制度がある

※詳細はＨＰ等にて確認

46
広島県　医師育成
奨学金制度

広島県　医療介護基盤課
医療支援グループ

月額20万円

将来、広島県内の医療機関等に就業したいと
考えている次のいずれかの方

・医学部医学科の在学生
　（県内出身者に限る）
・医学に関する研究科を専攻する
　大学院生または後期研修医
　（県内出身者に限らない）

令和5年4月1日（土）～令和5年5月24日（水）
（必着）

【返還免除】
・貸付終了後、貸付期間の2倍に相当する期間は、奨学金の返還が猶予される。
・上記の期間に要件を全て満たすことで、奨学金の返還が全額免除される。
　①貸付期間の1.5倍の期間（必要従事期間）を県内指定公的医療機関に従事す
る
　②必要従事期間は県内の中山間地域等に所在する指定医療機関、もしくは指
定医療機関において知事が指定する診療科に医師として従事する
（詳細は要確認とのこと）

47
第2種 岐阜県医学生
修学資金 貸付制度

岐阜県 健康福祉部
医療福祉連携推進課
医療人材確保係

月額10万円
岐阜県以外に所在する大学の医学部医学科
入学・在学者

令和5年4月1日（土）～5月31日（水）
（予定）

【返還免除】　以下を全て満たした場合

・医師免許取得後、直ちに初期臨床研修を岐阜県内医療機関で実施
・初期臨床研修修了後、修学資金貸付期間と同期間、岐阜県内医療機関で勤務
（うち２分の１に相当する期間は知事が指定する岐阜圏域以外の医療機関で勤
務）

50
医学生・医療系学生
奨学金制度
（石川県）

石川県民主医療機関連合会
（石川民医連）

医学生
① 月額）　5万円
② 月額）　10万円
（金額を選択できます）

看護・リハ学生
月額5万円

医療・介護従事者を目指す学生
要問合せ

　tel：076-253-1458

・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。

51
東葛病院　医学部奨学金
（東京民医連　医科奨学金制度）

東葛病院 月額８万円
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

要問合せ

・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）

●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。

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。 2023/5/11
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奨学
金
No.

奨学金名称 団　体　名 金　　額 対象 締　　切 備　　　　考　（※詳細は全て要問合せ）

53
新潟県医師養成修学資金

・公益財団法人　新潟医学振興会
・新潟県福祉保健部
　医師・看護職員確保対策課

月額30万円（私立大学）

・医学部医学科の在学生
　　（学年・出身県不問）
     (私立大学： 4名)

・卒業後、新潟県内の医療機関に
　医師として勤務する意思を有して
　いる方

　※他の就業義務の伴う奨学金の
　　　受給者は応募不可

①2023年4月7日まで
②2023年5月12日まで

※①で募集定員の上限に達しなかった場合の
み

【返還免除】
以下医療機関に貸与期間の1.5倍の期間勤務すると、修学資金の返還が免除さ
れる。
（卒業後の勤務先）
・医師免許取得後は、新潟大学医歯学総合病院またはその他県内病院で臨床研
修
・臨床研修修了後は、直ちに県が指定する医療機関に勤務

※詳細はＨＰ等にて確認のこと

55
京都民主医療機関連合会
奨学金制度

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

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
075-323-7961

【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

56
広島民医連
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

定員に達し次第終了
（HPに応募フォーム有）

【返済免除】
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
になります。
（特別ｺｰｽは1.5倍の期間）

57
滋賀民医連学生・看護学生
奨学金

滋賀民主医療機関連合会
民医連滋賀　医学生センター

●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

・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

要問合せ
（電話又はメール）
Tel:077-543-5224

【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。

62
徳島健康生活協同組合
奨学金

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

【特別奨学金】
全学年　15万円

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

64 長崎県医学修学資金貸与制度
長崎県
医療人材対策室　医師確保推進班

・入学金
国立大学標準額の1.1倍以内の額
※令和2年度標準額：282000円

・授業料
国立大学標準額の1.1倍以内の額
※令和2年度標準額：535800円

・専門課程における学習図書購入
費
年額20万円以内

・生活費
月額7万円以内

大学医学部在学生
令和5年4月3日(月)

～6月30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、長崎県のキャリア形成プログラムおよび長崎県キャリア形成卒前支援プラン
の適用を受ける必要がある。

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。 2023/5/11
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奨学
金
No.

奨学金名称 団　体　名 金　　額 対象 締　　切 備　　　　考　（※詳細は全て要問合せ）

67 渡邉一夫記念奨学金制度
一般財団法人
脳神経疾患研究所　附属
総合南東北病院　総務課

私立大学　月額40万円
【入学金相当額200万円】
(上限・希望者のみ)

・学校教育法第一条に規定する大学の医学
を履修する過程に在学すること（新入生のほ
か在学生も対象）
・福島県出身であること（入学日の一年前から
引き続き県内に住所を有する者。またはその
者の配偶者もしくは一親等の親族）
・将来南東北グループの医療機関に医師とし
て勤務する意思があること

要問い合わせ
024－934－5728（担当：増子）

【全額免除】
①大学卒業後、2年以内に医師となり、医師免許取得後直ちに南東北グループの
医療機関で臨床研修に従事し、研修修了後、引き続き南東北グループの医療機
関に勤務する期間が、修学資金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間に
達したとき
②従事期間中に業務上の理由により死亡又は業務に起因する心身の故障のた
めに業務を継続できなくなったとき

68
中通総合病院
医学生奨学金制度

社会医療法人明和会
中通総合病院

【一般奨学生】
自宅通学者　10万円/月
自宅以外　　 15万円/月

【特別奨学生】
20万円/月

医学部医学科に入学を許可された方
及び在学中の学生

随時募集中
018－833－1122

【返還免除】
一般奨学生　　医師として明和会の事業所で、貸与を受けた期間と同期間以上
　　　　　　　　  　勤務した場合
特別奨学生　　貸与を受けた期間の1.5倍以上の勤務

70 国の教育ローン 日本政策金融公庫　国民生活事業本部
お子さま1人につき上限350万円
※一定の要件に該当する場合は上
限450万円

ご融資の対象となる学校に入学・在学される
方の保護者で、世帯年収が一定の要件を満
たす方

1年中いつでも
お問い合わせ先
教育ローンコールセンター：0570-008656

71 2023年度　奨学生募集
一般財団法人
エイブル文化振興財団

年間40万円（返還の義務なし。原則
として1年間）

Aコース：本人と生計維持者の住民税所得割
が非課税の学生で学業優秀な者
Bコース：学業優秀な者
（他共通の条件あり。詳細要確認）

応募フォーム受付：2023年4月1日00:00～5月
10日17:00

72
法務省矯正局
矯正医療管理室

矯正医官修学生 月額15万円 医学生で、第3学年以上に在学する者 令和5年5月12日（金）必着

【返還免除】
大学を卒業し、臨床研修を修了後又はそれに引き続く専門医研修（基本領域のう
ちいずれか1つ）を修了後すぐに矯正施設の医師（矯正医官）となり、3年以上勤
務（全額免除の場合は貸与期間の1.5倍の年数かつ3年以上の勤務）

73 令和5年度　臨床研修医奨学金
新潟県福祉保健部
医師・看護職員確保対策課

月額5万円

令和5年度から新潟県内で臨床研修を受けて
いる研修医又は、大学において医学を履修
する課程の第６学年に在学する者で、臨床研
修修了後、県内で医師として勤務する人

令和5年4月10日（月）～令和5年5月19日（金）
消印有効

【返還の義務】
以下の場合には、奨学金の返還義務が生じる
・県内で臨床研修を受けなくなった場合
・奨学金の支給を受けることを辞退した場合
・県内医療機関での勤務義務を履行しなくなった場合

74 富山医療生協
富山県民主医療機関連合会・富山協立
病院

医学生　1～4年生/月額7万円
　　　　　 5～6年生/月額10万円

看護学生　全学年/月額5万円
介護学生　全学年/月額5万円

医学生・看護学生・介護学生
随時募集

問い合わせ先：076-444-5651　もしくは
　076-432-4276

【返還免除】
卒業後、富山医療生協の事業所で奨学金の貸付を受けた期間勤務された場合
※医師の場合は、卒後臨床研修期間（2年間）はこの期間に含まれません。

75
一般財団法人　竹田健康財団
医師修学資金貸与制度

一般財団法人　竹田健康財団
法人事務局　財務課

私立大学：月額30万円
大学医学部に在学中の方で、将来竹田健康
財団へ医師として勤務する意思のある方

随時募集
問い合わせ先：0242-29-9834（直通）

【返還免除】
卒業後1年以内に医師免許を取得し、竹田健康財団に在職した期間が、大学卒
業後15年間以内に、貸与期間の1.5倍相当に達したとき

76 岡山県民医連奨学金制度 岡山県民主医療機関連合会

【一般コース】
1～2年生：6万円
3～4年生：8万円
5～6年生：10万円
【特別コース】
1～6年生：15万円

医師養成を目的とする教育機関で教育を受
け、医師の国家資格を習得する者

随時募集
086-214-3911

【返還免除】
奨学金受給期間と同じ期間を岡山県民医連の事業所で勤務した場合

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。 2023/5/11
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80 港区給付奨学金
港区教育委員会事務局教育推進部
教育長室教育総務係

収入基準の支援区分等により定まる
額に基づき支給
詳しくはHP参照

・奨学金を受けようとする者の生計を維持する
者が、給付の日の6月前から引き続き区内に
住所を有していること
・経済的理由により修学が困難であること
・大学等に在学している学生等であること
・学業成績が特に優れていること

要問合せ
03-3578-2111

詳細はHPを参照のこと
https://www.city.minato.tokyo.jp/kyouikushomu/syougakusikinkyuuhu.html

81 宮城民医連 奨学制度 宮城県民主医療機関連合会

【一般奨学金】
月額120000円

【特別奨学金】
月額80000円
（一般奨学金に上乗せして合計
200000円）

民医連綱領を認め、患者・地域住民の立場に
立つ医療をめざす全国の医学生

要問合せ
022-265-2601

【返還免除】
貸与期間と同期間（特別奨学金は1.5倍の期間）を宮城民医連の事業所で勤務し
た方
（専門医研修で県連外の研修施設に勤務した場合は返還を免除する勤務とはみ
なさない）

84 病院医師奨学金制度 いわき市　保健福祉部地域医療課
平均23.5万円
※病院により異なる。要確認

将来、病院に医師として勤務する意思のある
医学部の学生

各病院により異なる。詳細要確認

【返済免除】
大学を卒業した後2年以内に医師となり、その後12年以内に修学資金を借りた年
数分、病院で勤務するなど募集要項の定める免除理由に該当する場合は、修学
資金返済の全部又は一部を免除します

85
碧南市民病院
医師確保修学資金

碧南市民病院　経営管理部
管理課　総務係

月額20万円(2年間)
医師免許取得後、碧南市民病院で臨床研修
をし、臨床研修修了後に碧南市民病院で1年
以上勤務する意思を有する医学科5年生

令和5年5月31日（水）必着
【返還免除】
大学を卒業後、直ちに碧南市民病院で臨床研修をおこない、臨床研修修了後、
引き続き当院で勤務した場合、修学資金の返還を免除する

86
2024年度
フルブライト奨学金

日米教育委員会（フルブライト・ジャパ
ン）

プログラムにより異なる（HP要確認）

1．日本国籍を有すること（日米の二重国籍者
あるいは永住権を持つものは応募不可）
2．日本在住の者
3．米国で支障なく学術活動がおこなえるだけ
の英語能力と高いコミュニケーション能力があ
ること
4．米国で研究を計画しているテーマに関する
専門知識に限らず、広い視野と関心を有する
こと
5．心身ともに健康であること
(他プログラムごとの詳細な条件あり。要確認）

オンライン登録：令和5年5月15日（月）まで
訪米目的終了後、奨学生は直ちに帰国しなければならず、その後通算2年間は
自国に滞在する義務がある。

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。 2023/5/11


