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募集年度 都道府県 分類 募集先 内容 備考
R4 全国 薬局 株式会社　フロンティア薬局 5万円/月、最長5年間 入社後、奨学金返済支援制度あり
R4 全国 薬局 クラフト株式会社 要問合せ
R4 全国 薬局 I＆H株式会社　（阪神調剤グループ） 10万円/月、最長３年間 最長３年間の全国勤務が可能な者（入社後返済サポート制度）

R4 愛媛県 薬局 愛ファーマシー株式会社 10万円/月(５年生又は6年生）1年間又は2年間 就職後、薬剤師業務に指定期間従事した場合、返還免除

R4 愛媛県 市 宇和島市病院局 上限5万円/月（最大360万円まで） 同病院に勤務の場合、奨学金返還免除
R4 愛媛県 病院 宇和島徳洲会病院 5万円/月（6年間で360万円） 貸与期間と同期間、同病院に勤務した時全額免除

R4 愛媛県 薬局 株式会社大屋(ドラックストアmac、マック調剤薬局） 4万～12万５千円/月(総額300万円） 指定期間勤務した場合、返済を免除
R4 愛媛県 薬局 株式会社ハッピーファーマシー 月額5万円～10万円（5回生・6回生） 返還免除制度あり
R4 愛媛県 薬局 株式会社レデイ薬局 10万円/月(3年生～6年生）3年生は推薦が必要 奨学金貸与機関＋1年間の勤務で返済免除
R4 愛媛県 薬局 有限会社 城西調剤薬局 年額100万円（5年生・6年生） 同薬局に貸与期間と同期間勤務した場合、返還免除

R4 愛媛県 病院 社会医療法人同心会　西条中央病院 5万円/月（３年次以降、最長４年間） 同病院に貸与期間以上常勤として勤務の場合、奨学金返還免除

R4 愛媛県 生協 愛媛医療生協・愛媛県民主医療機関連合会 5万円/月 同事業所にて指定期間勤務した場合、返済免除

R4 香川県 病院 社会医療法人財団　大樹会　総合病院　回生病院 上限5万円/月 同病院に3～6年勤務の場合、返還免除
R4 香川県 病院 小豆島中央病院企業団 上限5万円/月（最大300万円まで） 奨学金返済支援制度
R4 高知県 病院 高知総合リハビリテーション病院 6万円/月 同病院に勤務の場合、奨学金返還免除
R4 高知県 県・市 高知県・高知市　病院企業団 要問合せ 奨学金返済支援制度
R4 鳥取県 県 鳥取県交流人口拡大部　ふるさと人口政策課 3万円／月　最大216万 鳥取県内に薬剤師として就業を希望など
R4 鳥取県 県 独立行政法人労働者健康安全機構　山陰労災病院（鳥取県出資） 上限216万円
R4 鳥取県 薬局 有限会社　徳吉薬局 要問合せ
R4 島根県 生協 出雲医療生活協同組合 5万円/月 薬学生（卒業後勤務・勤務期間で返済免除）
R4 島根県 市 安来市役所いきいき健康課 5万円/月 市内の医療機関で貸与期間と同期間勤務した場合、返還免除

R4 岡山県 医療法人 医療法人　医誠会　小島中央病院 上限300万円 奨学金代理返還制度

R4 山口県 厚生農業協同
組合連合会 山口県厚生農業協同組合連合会 上限5万円/月（最大3６0万円まで） 奨学金返済支援制度

R4 福岡県 薬局 株式会社　サンキュードラッグ 最大5万/月、最大２００万円 同薬局に勤務の場合、25,000円/月ずつ返還免除

R4 福岡県 病院 医療法人社団　明愛会　大平メディカルケア病院 6万円/月 就職の場合、給付型
R4 大分県 病院 中津市民病院 上限5万円/月（総額３６０万円まで） 中津市民病院に勤務の場合、奨学金返還助成
R4 大分県 公益財団法人 公益財団法人永富薬学奨学財団 5年生：5万円/月・6年生：１０万円/月 大分県内の薬局に3年間勤務の場合、返済不要

R4 佐賀県 薬剤師会 お取り計らいの程、よろしくお願いいたします。 年間120万円（５・６年生、大学院生） 指定薬局で「貸与年数×1.5倍」の就業
R4 熊本県 病院 国保水俣市立総合医療センター 上限6万円/月（最大576万円まで） 同病院に勤務の場合、奨学金返還免除
R4 長崎県 薬局 有限会社　マキ薬品 年間100万円 2年間勤務で返済とする。
R4 長崎県 病院 佐世保市総合医療センター 上限5万円/月（最大300万円まで） 同病院に勤務の場合、奨学金返還免除
R4 長崎県 要問合せ 国家公務員共済組合連合会　佐世保共済病院 上限300万円 奨学金返済支援制度
R4 長野県 病院 長野県厚生農業協同組合連合会　長野松代病院 要問合せ
R4 鹿児島県 要問合せ 出水市立出水総合医療センター 10万円/月 同病院に貸与期間×２勤務の場合、奨学金返還免除

R4 沖縄県 県 沖縄県病院事業局 要問合せ
R4 大阪府 一般財団法人 一般財団法人　阪大微生物病研究会 8万円/月 国内大学院博士課程において微生物病等に掠る研究を行う学生

R4 大阪府 医療法人 医療法人　錦秋会 上限200万円 薬学生5・6年生（指定医療機関に勤務）
R4 大阪府 医療法人 医療法人　医誠会　医誠会病院 上限300万円 奨学金代理返還制度
R4 大阪府 医療法人 医療法人　医誠会　摂津医誠会病院 上限300万円 奨学金代理返還制度
R4 大阪府 医療法人 医療法人　医誠会　茨木医誠会病院 上限300万円 奨学金代理返還制度
R4 大阪府 医療法人 医療法人　良秀会　高石藤井病院 5～7万円/月 同病院に一定期間勤務が条件
R4 大阪府 医療法人 医療法人　良秀会　藤井病院 5～7万円/月 同病院に一定期間勤務が条件
R4 大阪府 医療法人 医療法人　良秀会　北泉藤井病院 5～7万円/月 同病院に一定期間勤務が条件

奨学金制度(条件付給付）



募集年度 都道府県 分類 募集先 内容 備考
R4 大阪府 医療法人 医療法人　良秀会　高石藤井心臓血管病院 5～7万円/月 同病院に一定期間勤務が条件
R4 大阪府 医療法人 医療法人　良秀会　泉南藤井病院 5～7万円/月 同病院に一定期間勤務が条件
R4 大阪府 医療法人 医療法人　良秀会　津久野藤井病院 5～7万円/月 同病院に一定期間勤務が条件
R4 大阪府 医療法人 医療法人　祐生会　みどりヶ丘病院 上限5万円/月（最大300万円まで） 奨学金返済サポート制度（給付型）
R4 京都府 京丹後市 京丹後市　医療部医療政策課 10万円/月 京丹後市立病院で勤務の場合、返還免除
R4 京都府 医療法人 い療法人　弘正会　西京都病院 6万円/月 薬学生3～6年生（同病院に勤務の場合、奨学金返還免除）

R4 滋賀県 医療法人 医療法人　医誠会　神崎中央病院 上限300万円 奨学金代理返還制度
R4 奈良県 医療法人 医療法人　医誠会　橿原リハビリテーション病院 上限300万円 奨学金代理返還制度
R4 新潟県 病院 新潟県厚生農業協同組合連合会 10万円/月（貸与）・3万円／月（支援） 免除については要問合せ
R4 静岡県 薬局 株式会社　杏林堂薬局 要問合せ
R4 静岡県 病院 共立蒲原総合病院 上限6万円/月 同病院に勤務の場合、奨学金返還免除
R4 千葉県 病院 社会福祉法人　太陽会　安房地域医療センター 年間102万円（最長4年間） 太陽会指定の医療機関に勤務の場合、奨学金返還免除

R4 埼玉県 病院 一般社団法人　戸田中央医科グループ 上限5万円/月 入職より最長５年間（最大360万円）
R4 埼玉県 病院 医療法人　慈正会　丸山記念総合病院 5または8万円/月 同病院に貸与期間と同期間勤務した場合、返還免除

R4 東京都 薬局 株式会社　望星薬局 要問合せ 奨学金返済補助制度
R4 東京都 薬局 パンダ薬局（株式会社ワイエム） 最大5万/月、最長３年間 3年間勤務で返済免除
R4 山梨県 薬局 株式会社　クスリのサンロード 上限230万円 一定期間年数勤務で返済免除
R4 北海道 病院 手稲渓仁会病院 7万円/月 5・6年生対象。同病院に3年勤務の場合、返還免除
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