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奨学金を受けたいと思ったら

どうしたらいいの？

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。奨学金制度につ

いて担当の職員が詳しく説明致します。

About scholarships

項

一



［ 医学生の場合 ］

奨学金の返済は免除されるの？

貸与期間 72 ヶ月（6年間）

1.2 倍の期間

貸与期間の1.2倍の期間、当院で勤務した場合、奨学金

の返済が免除されます。ただし、当生協以外の事業所で

研修を行った場合、その期間は含まれません。

2年間の初期研修期間はどこで研修しても免除。

About repayment

項

二



初期研修について

初期研修

九州沖縄にある民医連の基幹型病院と連携して研修を行って

おり、複数の選択肢の中から自分に合った研修先を選択する

ことができます。事情により県外研修が困難な場合は、大分県

内の基幹型病院と連携した研修を行うことも可能です。

About training

項

三

初期研修について

初期研修

九州沖縄にある民医連の基幹型病院と連携して研修を行って

おり、複数の選択肢の中から自分に合った研修先を選択する

ことができます。事情により県外研修が困難な場合は、大分県

内の基幹型病院と連携した研修を行うことも可能です。

About training

項

三



研修候補先

二０二二年入職研修医の場合

鹿児島生協病院（306床）

沖縄協同病院（280床）

上戸町病院（長崎）（104床）

宮崎生協病院（124床）

アルメイダ病院（406床）

4月 5月

総合内科 外科 感染症 整形 精神 産婦
小児科導入

救急導入

鹿児島生協病院

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1年目

4月 5月

小児科 麻酔 救急 内科＋地域

鹿児島生協病院 大分健生病院

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2年目

研修候補先

二０二二年入職研修医の場合

鹿児島生協病院（306床）

沖縄協同病院（280床）

上戸町病院（長崎）（104床）

宮崎生協病院（124床）

アルメイダ病院（406床）

4月 5月

総合内科 外科 感染症 整形 精神 産婦
小児科導入

救急導入

鹿児島生協病院

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1年目

4月 5月

小児科 麻酔 救急 内科＋地域

鹿児島生協病院 大分健生病院

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2年目



大分県医療生協 総合診療研修プログラム

大分県医療生協（大分健生病院）が基幹病院として行っている

研修プログラムです。地域の中で患者をとらえ、必要なニーズ

を分析し、地域に適切な医療を還元できる総合診療医を養成

することを目的とします。

本研修プログラムは、大分健生病院や竹田診療所、アルメイダ

病院、大分赤十字病院など、専門研修基幹施設と専門研修連携

施設の施設群で行われ、それぞれの特徴を生かした症例や技能

を広く、専門的に学びます。

後期研修について
About training

項

四



専門医研修

基本領域専門医研修プログラム

九州沖縄民医連の基幹病院もしくは大分大学病院のプログラム

にのっとり、内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科を中心に、基本

領域の専門医研修を行います。

ご希望に応じてサブスペシャルティ（臓器別専門医）の取得

までサポートします。当院が基幹病院として取得可能なサブ

スぺシャルティは、日本プライマリ・ケア連合学会の「新・家庭

医療専門医」と、日本在宅医学会の「在宅医療専門医」です。

その他基本領域のサブスペシャルティについても、認定施設

等での研修をサポートいたします。

専門医研修について
About training

項

五



大分健生病院の奨学金制度

大分健生病院は、「いつでも、どこでも、誰もが安心

して受けられる医療」を提供できる医療機関を目指

しています。私たちの医療活動に共感し、ともに働

く意思がある方を対象に奨学金を貸与しています。

Information

List対象者一覧

学部・学校 学年 最高月額

医学生
１～４年生 100,000円

５～６年生

１～４年生

５～６年生

120,000円

歯学生
80,000円

100,000円

看護学生・保健師養成学生 全学年 50,000円

介護福祉士養成学生 全学年 40,000円

歯科衛生士養成学生 全学年 40,000円



Other Question

大分県外の大学・専門学校へ進学するが、奨学金の貸与は可能？
可能です。進学先が決まった段階で１度ご連絡ください。

1

勤務の義務期間が終わる前に退職したらどうなるの？
残りの義務期間分の貸与額を返済していただきます。

4

他の奨学金と併用はできますか？
日本学生支援機構の奨学金と併用が出来ます。その他の奨学金については
ご相談ください。

2

進路希望が変わり、卒業後に他機関での勤務になった場合は？
当院への入職が前提ですが、やむなく進路が変更になった場合は、全額返済
していただきます。

3

大分大学医学部の「地元出身者枠」で入学した場合、
奨学金を借りることは可能？
可能です。地元出身者枠は3年間の各指定医療機関の義務年限が終了し
た後、当院及び研修施設にて研修を行います。

6

大分大学医学部の「地域枠」で入学した場合、
奨学金を借りることは可能？
可能です。地域枠は9年間の各指定医療機関の義務年限が終了した後、
当院に勤務していただきます。

5

産休や育休の取得は可能ですか？
産休、育休取得できます。その他にも下記の休暇があります。
有休休暇10日（1年ごとに1日増加）、夏季休暇あり、年末年始休暇あり
[その他休暇]介護休暇制度、リフレッシュ休暇あり（10年目から）、月1日
F休（女性休暇）あり ※女性のみ

7



奨学生の声

2019 年入職
歯科医師（長崎大学卒）

奨学生になると、学生のうちから病院と密に連携が取れるので、自分
の進路について考える機会が増えました。歯科の中だけでなく、病院
や社会の中で力を発揮し、患者さんの人としての尊厳を守れるよう
な歯科医師を目指します。

2020 年入職
医師（大分大学卒）

奨学金を借りることでアルバイトを詰め込まずにすみ、勉強時間
を確保することが出来ました。
大分健生病院は、誰に対しても平等に医療が提供できる病院とい
う理念を実現していると感じ、そんな環境で働けることをとても
素敵に思います。

2020 年入職
看護師（藤華医療技術専門学校卒）

大分健生病院は地域密着型の病院であり、私の看護観である平等
な医療を掲げていました。ここで働き患者さんに近い存在の看護
師になりたいと思い奨学生になることを決めました。
その方の目線に立ち、適切なケアを行える看護師を目指します。

Voice

2020 年入職
看護師（大分大学医学部看護学科卒）

実際に働いてみると患者に対してはもちろん、職員同士でも心優し
くとても雰囲気が良いです。右も左もわからない私に対して丁寧に
指導してくださるのでとても働きやすいです。



学生へのメッセージ

大分健生病院 院長 酒井誠
（総合診療科・大分医科大学 1992 年卒）

大分健生病院は、地域住民の「安心して受診できる病院
がほしい」という願いを元に 1981 年に設立されまし
た。私は そんな大分健生病院の医療活動に共感し、
1992 年に入職しました。赤ちゃんからお年寄りまで、
かかりつけ医として地域医療に貢献したいと考えたか
らです。
大分健生病院が担う、地域医療に求められているのは
「患者さんが何でも気軽に相談できる」総合力と「病気
だけではなく 1人の人間としてみる」という視点をも
つことです。働きながら、患者さん自身や家族、生活、地
域まで理解できる深い洞察力を身に付けることが出来
ます。
医療生協では地域医療を担う後継者を育成するため、
医療系学生を対象に奨学金を貸与しています。奨学生
になると、病院や診療所の見学、地域のみなさんや他県
学生との交流など、様々な経験をする機会があります。
医療生協でぜひ力を発揮してください。
お待ちしています。

Message



tel.097-558-7241 oitamin-gakutai@oita-iryou.coop
http://www.oita-min.or.jp/

〒870-0935 大分県大分市古ヶ鶴 1-1-15

厚生労働省臨床研修病院（協力型）認定

日本専門医機構　総合診療専門研修プログラム基幹施設認定

日本専門医機構　内科専門研修プログラム連携施設認定

日本専門医機構　小児科専門研修プログラム関連施設認定

日本皮膚科学会　専門医研修施設認定

日本プライマリ・ケア連合学会　新・家庭医療専門研修プログラム認定

日本在宅医学会　在宅医療専門医　研修プログラム認定

大分健生病院

関連施設

大分県医療生活協同組合

竹田診療所 /けんせいホームケアクリニック /
けんせい歯科クリニック /
けんせい訪問看護ステーション /
介護保険サービスセンター健生 /
グループホーム六本松・六本松二番館 /
医療生協訪問介護サービスセンター /
健生訪問入浴サービスセンター /
医療生協ケアホームたかまつ /
子育て・療育支援センター「きらり」


