
奨　学　金　名 出願資格概要 奨学金月額
給付（給与）／

貸与 提出期限等

平成３０年度
学校法人高木学園

医学部奨学金

・医学部医学科生
・卒業後、学校法人高木学園の
指定するグループ内医療・福祉
施設で規定の期間、勤務できる
方。
・人物良好で、医師として社会
貢献意欲がある者

１２万円
貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：学校法人高木学園医学部奨学生事務局（高木病院人事
部）
住所：〒831-0016　福岡県大川市酒見141-11
電話：0944-87-0052
FAX：0944-89-1010
詳細はHPにて確認して下さい。

２０１８年度
北海道民医連奨学金

医学部医学科生 １２万円 貸与

問合せ先：北海道民主医療機関連合会
電話：011-758-5344
FAX：011-746-5449
e-mail：igakusei@dominiren.gr.jp

ふくおか・さが
民医連奨学金

医学部医学科生 １０万円
貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：佐賀大医系学生サポートセンター
〒849-0938　佐賀市鍋島6-1-9　徳島マンション103
TEL（FAX)：0952-33-3084

香川医療生活
協同組合奨学制度

医学部医学科生

１・２年生　５万円
３・４年生　６万円
５・６年生　７万円

特別(１～６年生)
１２万円

貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：高松平和病院
住所：〒760-8530　高松市栗林町1-4-1
電話：087-833-8113
e-mail：heiwahp@gmail.com
HP：http://www.t-heiwa.com/igakusei/

熊本県民医連
奨学生

医学部医学科生 １０万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期間：問合せ先にお尋ねください。
問合せ先：熊本県民主医療機関連合会
住所：熊本市中央区神水1-14-41
電話：0120-40-5887
e-mail：kumamoto@miniren.jp

平成３１年度奨学生の募集について（医療系）　　学生生活課奨学金担当（0952-28-8172）
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山鹿市医師修学資金

医学部医学科生で臨床研修終
了後、山鹿市民医療センターに
医師として勤務する意思を有
し、地方公務員法第16条各号
に該当しない者

７万５千円
（その他入学料相
当、授業料相当の
貸与有。詳細は
HPを参照）

貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：山鹿市市民福祉部健康増進課
住所：〒861-0531 山鹿市中578番地
電話：0968-43-0050　FAX：0968-43-1164
e-mail：kenkoh@city.yamaga.lg.jp

鹿児島生協病院
奨学金

医学部医学科生で、鹿児島民
医連の医療に参加される意志
を持った方

１０万円 貸与

問合せ先：鹿児島県民主医療機関連合会
電話：099-266-1531
e-mail：igakusei@kagoshima-min.jp
HP:http://kagoshima-min.jp/

共立蒲原総合病院
医学生修学資金

・医学部医学科生で、医師免許
取得後に共立蒲原総合病院に
おいて医師の業務に従事する
ことを志望する方。
・同種の奨学金等の貸与等を
受けていないこと
・地方公務員法第16条各号に
該当しないこと

２５万円 貸与

問合せ先：共立蒲原総合病院組合　総務課　総務担当
〒421-3306　静岡県富士市中之郷2500-1
電話：0545-81-2211
e-mail：k_hirono@kanbarahp.com

福島県民主医療機関連合
会医学生奨学金

医学部医学科生 １５万円
貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：福島県民主医療機関連合会
〒960-8141　福島県福島市渡利字番匠町15-2
電話：024-521-5205
FAX：024-522-8131
e-mail：info@fuku-min.org
HP:http://www.fuku-min.org
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石川県民主医療機関連合
会医学生奨学金

医学部生 ５万円～２０万円
貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：福島県民主医療機関連合会
〒960-0848　石川県金沢市京町24番14号
電話：076-253-1458
FAX：076-253-1459
e-mail：min-iren@m2.spacelen.ne.jp

京都民主医療機関連合会
奨学金

医学部医学科生
1～2年生　５万円
3～4年生　６万円
5～6年生　７万円

貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：京都民医関連医学生センター
住所：〒602-0853　京都市上京区宮垣町８８
　　　　　　　　　　　 　福助ビル２階
電話：075-253-1777
FAX：075-211-9239
e-mail：igakusei@kyoto-min-iren.org
HP:http://www.kyoto-min-iren.org

大阪民主
医療機関連合会

医学科生で、卒業後、大阪民
医連加盟の病院・診療所に就
職し、ともに医療活動をすすめ
る意思を持つ者。

医学科
Aコース
 １～２年生 ５万円
 ３～４年生 ６万円
 ５～６年生 ７万円
Bコース
　全学年　１０万円

貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：大阪民主医療機関連合会
住所：〒541-0054　大阪市中央区南本町２－１－８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創建本町ビル２Ｆ
電話：06-6268-3970

東京民主
医療機関連合会

医学科生 ８万円
貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：東京民主医療機関連合会
住所：〒170-0005　東京都豊島区南大塚２－３３－１０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラパスビル２Ｆ
電話：03-5978-2741
FAX：03-5978-2865
Mail：hongou@tokyominiren.gr.jp
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宮古第一病院
医師奨学金制度

岩手県出身の医学部医学科生 総額２，２００万円
貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：特定医療法人弘慈会　宮古第一病院総務部
住所：〒0274-0074　岩手県宮古市保久田8番37号
電話：0193-62-3737
e-mail：soumu@miyakodaiichi-hp.or.jp
ＨＰ：http://miyakodaiichi-hp.or.jp

静岡県医学修学
研修資金制度

医学部医学科生で、県が個別
に指定する静岡県内の公的医
療機関等に勤務する意志のあ
る者

２０万円
貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：静岡県健康福祉部地域医療課
住所：〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話：054-221-2868
e-mail：chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp
ＨＰ：http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-
450/igakushougakukin.html

碧南市民病院
医師確保修学資金

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５年
生又は６年生。

５年生で決定を受け
た方：２０万円（２年
間）
６年生で決定を受け
た方：３０万円（１年
間）

貸与
返還免除
制度有り

応募期間：H31.5.31
問合せ先：碧南市民病院　経営管理部経営管理課総務係
住所：〒447-8502　愛知県碧南市平和町３丁目６番地
電話：0566-48-5050
FAX：0566-48-5065

JA秋田厚生連奨学金制度

医師を目指し、各種養成学校
在学中（2019年時点で1～3年
生）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。

７．５万円
貸与
返還免除
制度有り

応募方法：申請書類を問合せ先へ郵送、または持参する。
問合せ先：JA秋田厚生連　医療従事者確保対策室
住所：〒010-0976　秋田県秋田市八橋南二丁目10番16号
電話：018-864-2651
Ｅ－ｍａｉｌ：kakuho@akitakouseiren.or.jp
HP：http://www.akitakouseiren.or.jp/

東京民医連
医科奨学金制度

医学部生 ８万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期間：問合せ先にお尋ねください。
問合せ先：城南福祉医療協会　大田病院医局　医学生担当
住所：東京都大田区大森東４－４－１４
電話：03-3762-8421
ＦＡＸ：03-3762-0743
e-mail：igakusei@jounanhoujin.or.jp
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平成３０年度
南相馬市立病院

医師修学資金貸与制度

医学部医学科生で、将来南相
馬市立病院に医師として勤務
する意思のある方

２３万５千円
貸与
返還免除
制度有り

応募期間：募集人員（2名）に達するまで
問合せ先：南相馬市立総合病院　事務部事務課総務係
住所：〒975-0033 福島県南相馬市原町区高見町２丁目５４番地の６
電話：0244-26-7541　FAX：0244-22-8853
e-mail：sogo-hp-jimu@city.minamisoma.lg.jp
HP：http://m-soma-hsp.com/

２０１９年度
高橋美智大学院教育
（看護管理）奨学金

下記の要件を満たしている者
①保健師・助産師又は看護師
の免許を有し、心身ともに健全
なこと
②大学院において看護管理を
専攻していること
③看護管理に関する教育研究
あるいは臨床を通して看護の
実践に貢献できること
④日本国籍がない場合、在留
資格が「法定特別永住者」「永
住者」「日本人の配偶者等」「永
住者の配偶者等」「定住者」の
いずれかであること

６０万円（年額）
給付

応募期間：2019/6/3～6/24（必着）
応募方法：応募書類を応募先へ郵送。
（応募書類はＨＰからダウンロード。）
問合・応募先：
　公益社団法人日本看護協会奨学金事務局
　（国際看護師協会東京大会記念奨学金担当）
住所：〒150-0001　東京都渋谷区神宮前５－８－２
電話：03-6704-8802
FAX：03-5778-5601
e-mail：scholarship@nurse.or.jp
ＨＰ：http://www.nurse.or.jp/

２０１９年度
立川相互病院
奨学金制度

医学部医学科在学中（１～５年
生）の者

８万円
貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：社会医療法人社団　健生会　立川相互病院　医局事務課
住所：〒190-8578　東京都立川市緑町4-1
電話：042-525-2898
e-mail：ikyokustaff@tachisou.or.jp
ＨＰ：http://www.t-kenseikai.jp/igakusei-net/

びわこ学園修学生 看護学科学生 ５万円
貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：社会福祉法人びわこ学園
電話：077-587-1144
HP：http://www.biwakogakuen.or.jp

平成３１年度
兵庫県社会福祉事業団

看護師修学資金

平成３１年度以降の卒業予定
者で、卒業後、看護師免許を取
得し、直ちに兵庫県社会福祉
事業団に勤務する意思を有し
ていること

５万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期限：H31.3.1～H31.9.30（定員になり次第締切）
問合せ先：兵庫県社会福祉事業団事務局総務部人事管理課
住所：〒651-2134　神戸市西区曙町1070
電話：078-929-5655
ＦＡＸ：078-929-5688
詳細はHPにて確認して下さい。
HP：http://www.hwc.or.jp/
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２０１９年度
東濃地域医師確保
奨学資金等貸付

医学科生
院生

２０万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期間：H31.4.1～H31.5.20　午後5時　書類必着
問合せ先：東濃西部広域行政事務組合
住所：〒507-8703 岐阜県多治見市日ノ出町２丁目１５番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多治見市役所３Ｆ
電話：0572－22－1111　内線1331
ＨＰ：http://tono-seibu.org

公益社団法人
地域医療振興協会

医学生奨学金

医学部生
ただし、既に将来の役務の提
供により返還を免除される奨学
金を受けている者は除く。

２０万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期間：2019/3/1～2020/2/29（書類必着）
応募方法：申請書類を問合せ先へ郵送する。（申請書類はＨＰからダ
ウンロードすること。）
問合せ先：公益社団法人地域医療振興協会総務部
住所：102-0093千代田区平河町2-6-4海運会館 4階
電話：03-5210-2921
e-mail：info@jadecom.or.jp
ＨＰ：http://www.jadecom.or.jp/

三重県
医師修学資金

医学科生

入学年
1,517,800円（年
額）
次年度以降
1,235,800円（年
額）

貸与
返還免除
制度有り

応募期間：H31.4.1～H31.6.28
問合せ先：三重県健康福祉部医療対策局地域医療推進課
住所：〒514-8570 三重県津市広明町13番地
電話：059-224-2326

平成３１年度
静岡県

医学修学研修資金

医学部医学科生で、将来、医
師として、静岡県の指定する静
岡県内の公的医療機関等に勤
務する意思のある者

２０万円
貸与
返還免除
制度有り

募集期間：H31.3.8～H31.5.24必着
問合せ先：静岡県健康福祉部地域医療課医師確保班
住所：〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9-6
電話：054-221-2868　FAX：054-221-3291
e-mail：chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp
HP：http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-450/igakushougakukin.html

鶴岡市立荘内病院
医師修学資金

・医学部医学科生
・卒業後、医師として荘内病院
に勤務する意思を有している
・原則として、ほかの修学資金
の返還の債務がない

年額２００万円以内
貸与
返還免除
制度有り

問合せ先：鶴岡市立荘内病院総務課
申込期間：平成31.4.1～5.31（当日消印有効）
住所：〒997-8515　山形県鶴岡市泉町4-20
電話：0235-26-5111　FAX：0235-26-5110
e-mail：soumu@shonai-hos.jp
HP：http://www.shonai-hos.jp/

6 / 10 ページ



奨　学　金　名 出願資格概要 奨学金月額
給付（給与）／

貸与 提出期限等

平成３１年度奨学生の募集について（医療系）　　学生生活課奨学金担当（0952-28-8172）

平成３１年度
島根県医学生地域医療

奨学金

医学部医学科生
（島根県の実施する医学生向
け奨学金の貸与を受けたこと
がある方は応募できません。）

１０万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期限：H31.5.17（必着）
問合せ先：島根県健康福祉部医療政策課　医師確保対策室
住所：〒690-0062　島根県松江市魚町１０番地
電話：0852-55-1838
FAX：0852-28-0495
e-mail：iryou@pref.shimane.lg.jp
HP：
http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/ishikakuhotaisaku/igakuseic
hiikiiryousyougakukin.html

平成３１年度　広島県
医師育成奨学金

医学科生又は医学系研究科生
で、将来，広島県内の公的医
療機関等に医師として就業した
いと考えている者

２０万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期限：H31.5.29（必着）
問合せ、提出先：広島県医療介護人材課　医療支援グループ
住所：〒730-8511　広島市中区基町10-52
電話：082-513-3062
申請様式は「広島県ホームページ」よりダウンロードしてください。

平成３１年度
山口県医師修学資金

（特定診療科枠・外科枠）

将来、山口県内の公的医療機
関等において、小児科・産婦人
科・麻酔科・救急科・放射線治
療科・病理診断科・呼吸器内
科・外科の医師として勤務しよ
うとする者で、①～③のいずれ
かを満たす者。

①医学部に在籍し、山口県内
の高等学校・中等教育学校を
卒業した者。
②山口県外の高等学校・中等
教育学校を卒業し、貸付の申
請をする日において山口県内
に3年以上継続して在住する保
護者を有している者。
③高等学校卒業程度認定試験
に合格し、貸付の申請をする日
において山口県内に３年以上
継続して在住する保護者を有
する者。

１５万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期限：H31.3.22～H31.5.22
問合せ先：山口県健康福祉部医療政策課 医師確保対策班
住所：〒753-8501山口市滝町１－１
電話：083-933-2937
e-mail：a11700@pref.yamaguchi.lg.jp
ＨＰ：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11700/index/
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千葉県医師修学資金
貸付制度

医学部医学科生（千葉県出身
者）で、卒業後、千葉県内の病
院で医師として働く意思のある
方。

１５万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期間：H31.7.4（木）必着
問合せ先：千葉県健康福祉部医療整備課医師確保・地域医療推進室
住所：〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
電話：043-223-3883　FAX：043-221-7379

平成３１年度
「高知県医師養成

奨学貸付金」

将来医師として、医師の確保が
必要な高知県内の地域で勤務
しようとする医学生

１５万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期限：H31.4.26
問合せ先：高知県健康政策部医師確保・育成支援課
住所：〒780-8570　 高知県高知市丸ノ内１－２－２０
電話：088-823-9660
ＦＡＸ：088-823-9137
e-mail：132501@ken.pref.kochi.lg.jp
ＨＰ：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/132501/

第２種岐阜県医学生
就学資金貸付制度 医学部医学科生 １０万円

貸与
返還免除
制度有り

応募期限：平成３１年４月１日（月）〜５月３１日（金）【消印有効】
問合せ先：岐阜県健康福祉部医療福祉連係
住所：〒500-8570　岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
電話：058-272-8879
e-mail：c11230@pref.gifu.jp
ＨＰ：http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/iryo/ishi-
kangoshi/11230/igakusei-shugaku-shikin-boshu.html

和歌山市
奨学金返還助成制度

・平成３３年３月卒業予定の学
生
・卒業又は修了の翌年度（平成
３３年４月）に対象業種に就職
する者
（和歌山市内に住所を有し、３
年継続して勤務する者
・対象業種
　看護師、薬剤師、歯科衛生
士、作業療法士、理学療法士、
介護福祉士、言語聴覚士、社
会福祉士など
・対象奨学金
　日本学生支援機構奨学金
・助成額
　25万円×奨学金借入月数/12
　（上限72月）

― ―

応募期間：2019年9月30日
応募方法：申請書類を問合せ先へ持参または郵送で提出。
（申請書類はＨＰからダウンロードすること。）
問合せ先：和歌山市総務局総務部総務課
住所：〒640-8511　和歌山市七番丁２３番地
電話：073-435-1018
E-mail：soumu@city.wakayama.lg.jp
HP：
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009206/1013432.htm
l

8 / 10 ページ



奨　学　金　名 出願資格概要 奨学金月額
給付（給与）／

貸与 提出期限等

平成３１年度奨学生の募集について（医療系）　　学生生活課奨学金担当（0952-28-8172）

長崎県民医連
奨学生

医学部生

医学科生
10万円・15万円
看護学科生
５万円

貸与
返還免除
制度有り

応募期間：問合せ先にお尋ねください。
問合せ先：社会医療法人健友会　上戸町病院
住所：長崎県長崎市上戸町４－２－２０
電話：095-879-0705
ＦＡＸ：095-879-3388
e-mail：igakusei@kenyukai.or.jp

滋賀県民医連
奨学生

医学部生
１・２年生　５万円
３・４年生　６万円
５・６年生　７万円

貸与
返還免除
制度有り

応募期間：問合せ先にお尋ねください。
問合せ先：滋賀民主医療機関連合会医学生センター
住所：滋賀県大津市一里山１－９－５
電話：077-543-3077
ＦＡＸ：077-543-5204
e-mail：ms-shiga@shigamin.jp

平成31年度
栃木県医師修学資金

（再募集）

医学科生で、将来、産科医とし
て栃木県が個別に指定する栃
木県内の医療機関に勤務する
意思のある方。

２５万円
貸与
返還免除
制度有り

募集期限：2019.5.15（応募書類必着）
問合せ先：栃木県保健福祉部医療政策課　地域医療担当
　　　　　　　（とちぎ地域医療支援センター）
住所：〒320-8501
　　　　栃木県宇都宮市塙田1-1-20
TEL：028-623-3145
FAX：028-623-3056
E-mail：tic@pref.tochigi.lg.jp

宮城県
医学生修学資金

医学科生で、大学を卒業後、医
師として宮城県知事が指定す
る医療機関に勤務する意思を
有する者。

２０万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期間：平成31年4月～
問合せ先：宮城県医師育成機構事務局
住所：〒980-8750　宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
          　　　　　宮城県保健福祉部医師確保対策室内
電話：022-211-2014　ＦＡＸ：022-211-2694
e-mail:iryozint@pref.miyagi.jp
ＨＰ：http://www.pref.miyagi.jp/site/ishiikuseikikou

平成３１年度
西条市

医師確保奨学金

医学部医学科生で、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

２０万円以内
貸与
返還免除
制度有り

応募期限：H31.9.30（当日消印有効）
問合せ先：愛媛県西条市保健福祉部健康医療推進課地域医療係
〒793-0041　愛媛県西条市神拝甲324-2　西条市総合福祉センター
内
電話：0897-52-1395
e-mail：kenkoiryo@saijo-city.jp
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福島県へき地医療等
医師確保修学資金

医学科生で、将来福島県内の
へき地診療所、県立病院等に
医師として勤務する意思のある
方。
（２年生以上の方についても対
象となります。）

・２３５，０００円
・入学金に相当する額
１，０００，０００円（上
限）

貸与
返還免除
制度有り

応募期間：H31.6.7
問合せ先：福島県地域医療支援センター
住所：〒960-8670　福島市杉妻町２－１６
電話：024-521-7881
FAX：024-547-1991

平成31年度
茨城県医師修学資金

医学科生で、次のいずれかに
該当する者
①茨城県内の高等学校等を卒
業した者
②茨城県内に居住する者の子

１５万円

（平成２８年度以
前入学者は１０万
円）

貸与
返還免除
制度有り

募集期限：2019.5.25
問合せ先：茨城県医療人材課医師確保グループ
住所：〒310-8555
　　　　茨城県水戸市笠原町978-6
TEL：029-301-3191
FAX：029-301-3194
E-mail：i.doctor@pref.ibaraki.lg.jp

舞鶴市地域医療
確保奨学金

医学部医学科生
医学系研究科生

１５万円
貸与
返還免除
制度有り

応募期間：H31.5.27
問合せ先：舞鶴市健康・子ども部地域医療課
住所：〒625-8555　京都府舞鶴市字北吸1044番地
電話：0773-66-1051
FAX：0770-62-9897
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