
２０２１年度生向け奨学金病院まとめ

NO 施設名 病床数
看護職員配置
の実質配置 ３年間合計 返還免除規定 寮 備考

1 病院 一般256 １０：１
Ａ2,400,000
Ｂ2,100,000

Ａ４年勤務
Ｂ３年勤務 無

2 病院 一般・療養120 １０：１ 1800000 修学年限勤務 有

3 病院 一般86 記入なし 備考 備考 無 毎月５万円(５万円を超える時は10万円）／免除額は月額４万円

4 病院 一般500 ７：１ 年間60万円 修学年限勤務 無

5 病院 一般473 ７：１ 1800000 修学年限勤務 無

6 病院 一般168 １０：１ 2400000 4年間就労 無

7 病院 一般・療養300 １０：１ 2400000 修学年限勤務 無

8 病院 一般・療養151 １０：１ 備考 貸与期間就労 有 月額３万円／入学・進学時750,000円

9 病院 精神448 １５：１ 1800000 免許取得後36ｹ月 無 毎月90％以上の出勤要

10 病院 精神324 １５：１ 1800000 免許取得後36ｹ月 無 毎月90％以上の出勤要

11 病院 203 １３：１ 備考 3年間勤務 無 上限月額50,000円、入学金

12 病院 一般419 ７：１ 備考 規定の期間勤務 無 1年につき100万円

13 病院 一般・療養175 １３：１ 備考 2年以上勤務 無 年額400,000×3年間＝1.200,000円／200,000円×3年間

14 病院 一般、感染症313 ７：１ 1800000
資格取得後満３年
間勤務 無

15 病院 一般・療養99 記入なし 備考 備考 無
50万円から200万円で選択／5年以上勤務250万円免除、4年以上で
200万円免状、50万円づつ下がる

16 病院 一般207 ７：１ 1800000 4年間就労 有

17 病院 一般400 １０：１ 2400000 貸与期間就労 無

18 病院 一般52 １０：１ 2400000 備考 無 貸与額を60万円で除した期間務める

19 病院 一般390 記入なし 上限3,000,000 備考 有
勤務１年度に45万円免除し、最大4年の勤務で1,800,000万円まで免
除

20 病院 一般99 記入なし 上限3,000,000 備考 有
勤務１年度に45万円免除し、最大4年の勤務で1,800,000万円まで免
除

21 病院 一般165 １０：１ 2000000 備考 有 １年勤務で50万円免除

22 病院 一般・療養156 １５：１ 2400000 修学年限勤務 無

23 病院 一般171 １０：１ 1800000 貸与期間就労 無 50,000円／月振込

24 病院 一般60 １０：１ 2400000 修学年限勤務 無

25 病院 ｸﾞﾙｰﾌﾟ4病院715 ７：１
2,400,000

交通費貸与 貸与月数就労 有
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26 病院 一般182 １０：１ 1800000 修学年限勤務 無

27 病院 一般99 １０：１ 備考 貸与期間就労 有 毎月３万円(最大48ケ月）

28 病院 一般125 １０：１ 2100000 修学年限勤務 無

29 病院 一般・療養290 ７：１ 備考 貸与期間就労 無 月額５万円×３年間

30 病院 一般138 ７：１ 1800000 貸与期間就労 無

31 病院
一般・療養・回復リ
ハ306 １０：１ 備考 貸与期間就労 無 96万円／年×修学年数

32 病院 精神441 記入なし 備考 備考 無 入学金300,000円、授業料月30,000円／当院との契約期間で免除

33 病院 一般97 １０：１ 2100000 3年間就労 無

34 病院 一般169 １０：１ 上限3,000,000 修学年限勤務 無 修学年限勤務しなかった場合は全額返還

35 病院 一般300 ７：１ 2100000 ４年間勤務 無

36 病院 一般107 １０：１ 3000000 備考 無 当院との契約期間で免除

37 病院 一般199 １０：１ 2400000 卒業後３年間 無 17万5千円×4回＝70万円×3年＝210万円、入学金30万円

38 病院 一般・地域ｹｱ198
7：1
10：1 2400000 修学年限勤務 無 30歳未満が条件

39 病院 一般・療養150 １０：１ 2400000 修学年限勤務 無

40 病院 ｸﾞﾙｰﾌﾟ4病院1063 ７：１他 備考 貸与期間就労 無 年間６０万円上限

看護学科三年課程費用：入学金30万円、授業料(年間)60万円、施設教材費(年間)10万円／３年間合計240万円


