2020年度 学外奨学金募集一覧【学部生用】

奨学金名称

9

団 体 名

25

額

公益社団法人 地域医療振興
公益社団法人 地域医療振興協会 月額200,000円
協会 医学生奨学金

23 交通遺児育英会 奨学金制度 公益財団法人 交通遺児育英会

24

金

令和2年度 愛媛県 地域医療
医師確保 短期奨学金

長崎民医連奨学金制度
（健友会奨学金）

大学医学部に入学決定又は在学中
の者

締

切

Ａ）月額10万円
Ｂ）月額15万円（期間×1.5倍）

・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
・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

2021年1月29日（金）

つるみ脳神経病院（人事）

月6万円

考 （※詳細は要問合せ）

返還は最長20年（分割返還）
※詳細はＨＰにて確認のこと

【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にて確認のこと

要問い合せ
095-879-0705

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。
※詳細は問合せのこと

要問合せ
26 つるみ脳神経病院 奨学金

備

【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
（2020.3.1-2021.2.28）
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、当期
・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
間の募集を終了
た額を免除する。

●在学応募
2020年10月31日(土）
月額） 4・５・６万円から選択
保護者等が交通事故で死亡・重度後 ●予約応募
入学一時金） 40・60・80万円から選 遺障害となった大学生（申込時25歳 ・第一次：
択
までの人）
2020年8月31日（月）
・第二次：
2021年1月31日（日）

愛媛県 保健福祉部 社会福祉医 一般枠） 月10万円
療局 医療対策課
特定診療科枠） 月20万円
医療政策グループ
（産科）

長崎県民主医療機関連合会
社会医療法人 健友会 上戸町病
院

対象

1/2

【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。

卒業後に医師として当院に勤務する
【その他】
・電話：0280-77-2222
ことを希望する者
COVID-19流行に伴い、生活費・学費等の緊急支援が必要な方は、別途増額支
・メール：
援しています。
jinji@tsurumihospital.com
※詳細は問合せのこと

令和2年度
三重県戦略企画部
34 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

宮古市
35 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）

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：認定時の奨学金返還
残額の1/4

●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

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

【医学生】
1-4年 月額最高10万円
5-6年 月額最高12万円
36 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

・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年以内で三重県内就業
先が未定のUIターンとなる県外
居住者
・令和2年3月31日時点で35歳未満
の方
・他（要確認）

【看護学生】
全学年 月額最高5万円

(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1月29日（金）
※消印有効

要問い合せ
0193-64-0111

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

・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）
・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

2021年1月29日

※詳細はHP等にて確認のこと

【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

【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

37 静岡県医学修学研修資金

静岡県 健康福祉部 地域医療課

月額20万円

【返還免除】
静岡県内の公的医療機関等の内、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します。

注）募集要項の閲覧は学務課学生係まで。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。

2021/1/21

2020年度 学外奨学金募集一覧【学部生用】

奨学金名称

団 体 名

金

38 令和3年度 助成事業公募

公益財団法人 G-７奨学財団

千葉県
39 医師修学資金貸付制度
（追加募集 若干名）

千葉県 健康福祉部 医療整備課
月額15万円
医師確保・地域医療推進室

和歌山県 海南市内
40 企業就職促進 奨学金返還
助成事業

海南市役所 産業振興

額

年間上限１２０万円

上限100万円
※借入奨学金に相当する額

【一般奨学金】
月額 ７５０００円
（月額 １５万円に増額も可能）
41 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

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

43

奥州市
医師養成奨学資金 貸付制度

奥州市医療局
経営管理部 経営管理課

月額30万円（定額）
・入学一時金：1080万円
・入学準備金360万円を限度
・入学準備金(胆江枠)200万円

対象

締

2/2

切

新潟県医師養成修学資金
（追加募集）

・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）

考 （※詳細は要問合せ）

・大学又は大学院に在籍し、学業
優秀で、心身ともに健康であり、
将来社会的に有益な活動を目指
す者であって、学資の援助をす
ることが必要であると認められる
こと。
・日本国籍を有していること。
・他の奨学金制度との併用・併願は
可能。
（支給額を調整することあり）
・応募資格（HP確認のこと）
①学力基準
②家計基準
③その他

2021/4/1(予定)
～2021/4/30
（消印有効）

・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

2021年1月29日（金）
※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等にて確認のこと

・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4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）

2021年2月26日（金）

※詳細はＨＰ等にて確認のこと

・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

随時受付

（新卒予定者）
大学または大学院 に在学中で、
2021年度に卒業・ 修了予定の者
（既卒者）
2018年度以降に大学等を卒業
した者
（社会人経験者（県外））
2020年10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、2021年4月時点で35歳以下
の者
（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

【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。

※詳細はＨＰ等にて確認のこと

2021年2月1日(月)
奥州市立病院および診療所の医師と
【償還免除】
～4月20日(火)
して業務に従事する意思がある方
医師免許を取得し、初期臨床研修修了後に貸付け期間と同じ期間、奥州市立病
※決まり次第受付締切
（１名程度）
院または診療所で勤務した場合は、貸付け金額の償還を免除します。
の場合あり

・医学部医学科の在学生
（学年・出身県不問）
(私立大学： 2名)
44

備

・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

2月5日（金）

【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）
・卒業後は、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、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

注）募集要項の閲覧は学務課学生係まで。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。

2021/1/21

