
看護職を目指す学生のための奨学金制度を有する医療施設等（R3年6月現在） (＊返還免除の要件に満たない場合は返還要する）

番号 施設名
所在地

（地区）
支給対象 奨学金の額 支給期間 返還方法・返還免除の要件等＊ 募集期間 連絡先

1 みやぎ県南中核病院 仙南 看護学生（通信制含む）
①月5万円

②月8万円

養成校在籍期間（ただし

留年期間は除く）

①貸し付けを受けた月数に相当する期間

勤務した時は全額免除

②貸し付けを受けた月数の1.5倍に相当す

る期間勤務した時は全額免除

随時。但し最終学年からの申

請は受け付けていない。

総務課

0224-51-5500

2 丸森町国保丸森病院 仙南

将来、丸森町の看護師・保健師とし

て勤務する意志がある、大学等の養

成施設・修士課程に在籍中または入

学する方

月8万円以内

入学した月から卒業する

月までの間で、町長が認

める期間

免許取得後、貸し付けを受けた期間の1.5

倍以上勤務した時返還免除
随時

保健福祉課保健

予防班

0224-72-3019

3 大泉記念病院 仙南 看護養成校在学者
月額5万円以内

（年額60万円以内）

応相談（原則卒年とす

る）

貸与を受けた期間の2倍に相当する期間以

内で完済
随時

　

総務課（福嶋）

0224-22-2570

4
精神科病院

仙南サナトリウム+
仙南 卒後当院へ入職を希望する者 月5万円 在学期間

資格取得後、貸付期間と同期間、当院へ

勤務した場合、全額免除
随時

事務部

0224-26-3101

6 仙南病院 仙南

法人が経営するいずれかの施設に従

事している者で看護師資格取得希望

者
上限100万円 随時

返還免除は、資格取得後5年間、当法人の

経営するいずれかの施設に継続して勤務

した場合に限る

随時
法人事務局人事課

0224-87-8612

7 川崎こころ病院
仙南

東北メディカル学院・八戸看護専門

学校在学者、及び他の看護師養成所

の在学者

代表者が認めた大学（大学院）の医

学部在学者

月5万円～12万円

貸付の決定した月（入学

前においては入学月）か

ら修了予定月

一括返済だが、当法人運営施設に継続し

て就業した者は免除

（継続就業する期間＝

　　　　　　　　貸与総額÷50,000）

随時

こころ病院総務課

0224-85-2333

8 介護老人保健施設なとり 岩沼

規程による

・看護師養成所に在学する者

・看護学の大学院に在学する者

規程による

月額5万円～12万円

入学月または奨学金貸与

の決定した日の属する月

から修了予定月まで

規程による

・対象資格取得後、該当法人等の運営す

る施設で貸与額に応じた期間勤務した場

合、返還免除

・当該法人等の運営する施設に就業しな

い場合、対象資格を取得できなかった場

合等は一括返還

事務室

022-386-3770



番号 施設名
所在地

（地区）
支給対象 奨学金の額 支給期間 返還方法・返還免除の要件等＊ 募集期間 連絡先

9 南浜中央病院 岩沼
①看護学生

②准看護学生

①入学準備金10万円

　奨学金　　３万円

　貸付金　月５万円

②入学準備金３万円

　奨学金　　1.5万円

　貸付金　月５万円

在学期間

返還必要

但し、在学期間と同期間従事した時は、

入学準備金と奨学金については免除

随時
経理

0223-24-1861

10 スズキ記念病院 岩沼 助産学校・助産学専攻の学生 月12万円 1年間
卒後当院に勤務し、勤務年月数により計

算し、奨学金返済を免除
毎年4月以降

事務人事係

0223-23-3111

11 国立病院機構宮城病院 岩沼

看護学校等（国立病院機構附属看護

学校、看護系大学、看護専門学校）

に入学見込みの方または、既に在学

している方で、卒業後に当病院にお

いて常勤職員として勤務する方

年間60万円（入学初

年度は80万円）

各年度の前期・後期

の2回に分けて

入学時から貸与される方

は修学年限

看護学校在学中の方は、

在学中の期間

奨学金の貸与期間と同じ期間を引き続

き、国立病院機構宮城病院の看護師とし

て勤務した場合、全額返還免除

令和3年5月末

（詳細は問い合わせの事）

管理課　庶務係長

0223-37-1131

12

将道会

・総合南東北病院

・介護老人保健施設サニー

　ホーム

岩沼

保健師・看護師養成校に入学見込み

の方または在学する方で、卒業後に

当法人において常勤職員として勤務

する方を対象

月額5万円

奨学金の貸与を受けた病院に就職し、一

定期間（奨学金貸与期間相当）を勤務す

ることにより返還義務が免除されます。

ただし、養成校等を中途退学した場合

や、卒業後に就職しなかった場合など

は、それまでの貸与額を一括返済してい

ただくこととなります。

奨学金担当者

0223-23-3151

13 緑の里クリニック 岩沼

看護師養成施設として文部科学大臣

が指定した学校、または厚生労働大

臣が指定した養成所に在学する学生

<4月期>　10万円

＜5月～翌月＞各月6

万円

年間　76万円

在学期間

資格取得後に当法人に入職し、規則で定

める期間、継続して勤務した場合全額免

除

随時

事務

担当（髙橋）

0223-23-2678

14 富谷中央病院 黒川 看護師養成所等の新入生及び在籍者 月5万円

卒業までの最短修学年ま

でとし、休学・留学等の

期間は貸与しない

卒後直ちに当院に就職し、貸与した期間

勤務した場合には全額免除

就職しない場合、国家試験不合格者は一

括返済が必要

令和4年2月末まで
総務課

022-779-1470



番号 施設名
所在地

（地区）
支給対象 奨学金の額 支給期間 返還方法・返還免除の要件等＊ 募集期間 連絡先

15

・仙台リハビリテーション

　病院

・仙台東脳神経外科病院

黒川

宮城野

区

看護師を養成する学校に在籍する者

（大学・学校・養成所）で卒後直ち

に当法人の看護師として勤務するこ

とを希望する者

月5万円

申請のあった月から、在

学する施設の正規の修学

期間を修了する月まで

返還免除の要件

１　卒後直ちに貸付期間と同一期間以上

　　を当法人（仙台東脳神経外科病院ま

　　たは仙台リハビリテーション病院）

　　で勤務した場合

２　理事長が認めた時

３　1年間の返還猶予を受けた後、１に

　　該当した時

随時

仙台東脳神経外科病

院　総務課

022-255-7117

仙台リハビリテーショ

ン病院

総務課

022-351-8118

16
・仙塩総合病院

・仙塩利府病院
塩釜

次の３つの要件を満たす方

①看護学校に通学または入学が決定

している方で卒後直ちに当法人での

勤務を希望する方

②学業、人物とも優秀で心身ともに

健康である方

③貸与した修学金の返還業務を確実

に履行できる方

一口　1万

月額上限５口

　　　（無利子）

貸与を決定した日の年度

から、養成施設を卒業す

る日の属する年度まで

（但し、4年が限度）

学業修了に引き続き当法人に正看護師と

して入職し、修学金の貸与を受けた期間

勤務すれば返還免除

随時

（定員になり次第締め切る場

合もある）

仙塩総合病院

総務課長

022-367-4111

17

・松島病院

・老人保健施設松島みどり

の家

塩釜

看護学生

（准看護学校、看護学校どちらでも

可）

月5万円 1年～3年
奨学金を受給していた期間以上に当院に

勤務すれば返還不要
022-354-5811

18

宮城厚生協会

・坂総合病院

・長町病院

・ケアステーションながま

ち

・泉病院

・古川民主病院

塩釜

太白区

泉区

大崎

准看護学生を除く看護学生または入

学予定者（助産学生含む）

月5万円

看護系大学（最長４年）

看護系短大・専門学校

　　　　　（最長３年）

高校の看護科

　　　　　（最長２年）

准看からの進学者

　　　　　（最長２年）

助産学生（最長１年）

貸与期間と同期間勤務することで返済免

除

退学または貸与期間の年数以内に退職し

た場合は、残金に５％の法定利息を加え

て一括返済

随時

（定員１学年２０名）

厚生協会

看護学生室

022-367-9092



番号 施設名
所在地

（地区）
支給対象 奨学金の額 支給期間 返還方法・返還免除の要件等＊ 募集期間 連絡先

19 大崎市民病院 大崎

卒後すぐに当院で看護師・助産師と

して働く意志がある看護師養成学校

（助産師含む）の在学生。（准看護

学生も可）

月5万円
養成学校在学中で必要な

期間

返還方法：卒業した翌月から貸与を受け

た同期間内に全額返還

免除要件：貸付期間の月数に１.5倍した

月数を超えた期間看護師・助産師として

当院に従事した場合は免除

3月上旬～4月上旬

人事厚生課

人事係

0229-23-3311

（代表）

20

・古川星陵病院

・星陵あすか病院

・介護老人保健施設さくら

大崎

①准看護学校学生

②看護専門学校学生

③看護大学学生

①入学金・施設整備

費・教科書代・実習

費

②③入学金・施設整

備費・教科書代

①　2年

②　3年

③　5年

次の期間勤務した場合は返還免除

①資格取得後2年以上

②資格取得後5年以上

③資格取得後7年以上

随時
看護部

0229-23-8181

21

・公立加美病院

・加美老人保健施設 大崎

保健師助産師看護師法第21条第1号か

ら3号までに規定する養成施設に在学

する者で当施設において看護師とし

て従事する意思のある方

月5万円
養成施設に入学した月か

ら、卒業する月までの間

貸付を受けた期間に1年を加えた期間（連

続する期間に限る）を超えて当施設で勤

務した時に返還免除

随時

組合事務局

0229-66-2760

22 永仁会病院 大崎

大崎市医師会附属准看護学校または

附属高等看護学校に在学し、看護資

格取得後も引き続き永仁会病院に勤

務する者

准看護学生

　１年：年714,000円

　２年：年444,000円

高等看護学生

　１年：年36万円

　２年：年36万円

　３年：年96万円

准看護学生　２年間

高等看護学生

　　　　　　１～３年間

　（１,２年生は希望者の

み）

准看護師免許取得後、引き続き２年間勤

務することで返済免除

看護免許取得後、引き続き３～５年間勤

務することで返済免除

随時
事務部総務課人事係

0229-22-0263

23 片倉病院 大崎
現在大崎市医師会高等看護学生3年次

を対象に実施

月1万３千円

他に住居手当、健康

保険、交通費

１年間 ３年間勤務で返済免除 随時
今野

0229-22-0016

24 徳永整形外科病院 大崎
当院に勤務しながら養成校に通う学

生
2,600千円 2～3年 当院で2～3年勤務すること 随時

事務長

0229-22-1111



番号 施設名
所在地

（地区）
支給対象 奨学金の額 支給期間 返還方法・返還免除の要件等＊ 募集期間 連絡先

25
医療法人清仁会

古川クリニック
大崎

将来、看護師・准看護師として医療

法人清仁会に勤務する者
月額15万円

入学月から卒業する月ま

で

・看護師、准看護師の免許を受けた日の

属する月の翌月から起算して、5年間医療

法人清仁会に勤務したとき

・特別の事情等により医療法人清仁会が

認めたときは、全部または一部を免除す

ることができる。

随時
医療法人清仁会

0229-63-7676

26

・栗原市立中央病院

・栗原市立栗駒病院

・栗原市立若柳病院

栗原 看護学生 月5万円
卒業するまで

（最長4年）
貸与期間+１年間勤務した場合免除 令和3年9月30日まで

栗原市医療局

0228-21-5631

27

ケアビレッジ栗原ケアサー

ビスステーション訪問看護

事業所

栗原 看護職を目指す職員 全額 在籍期間 資格取得後5年継続勤務により返還免除 随時

（株）リツワ

人事担当：佐藤

0120-541-652

28
介護老人保健施設

高森ロマンホーム
栗原

高校卒業後、看護学校、准看護学校

へ通う方

・看護学校

月3万5千円（年42万

円）

・准看護学校

月3万円（年36万円）

看護学校3年

准看護学校2年

卒業後、支給期間の2倍にあたる期間、当

法人の看護業務に従事することにより返

還免除となる。

随時
総務課

0228-22-3922

29
登米市立登米市民病院　他

（登米市立医療施設等）
登米

看護学生で将来登米市民病院・診療

所・老健で従事する意思のある方

（准看護学校を除く）

月10万円以内

貸付決定の月から卒業す

る月まで。（但し修学年

次を限度とする）

卒後2年以内に看護師の国家資格を取得

し、直ちに市立病院等に採用され、採用

された日の属する月の翌月から起算し

て、貸付を受けた総額を60万で除して得

た数に相当する年数を看護師として勤務

した場合免除

例年　3月上旬～4月上旬

医療局経営管理部

経営管理課

0220-21-6888

30 仙石病院 石巻 看護師を目指す者 月7万円

入学する月から卒業する

月まで

在学中の者は貸与を希望

された月から開始

卒後奨学金の貸与を受けた期間に１年を

加えた年数を当院に勤務することで免

除。

当院への勤務期間が上記期間に満たない

場合は、月割りにして返済が必要となる

随時

経理課（犬山）

看護部長（佐々木）

0225-83-2111



番号 施設名
所在地

（地区）
支給対象 奨学金の額 支給期間 返還方法・返還免除の要件等＊ 募集期間 連絡先

31 真壁病院 石巻

看護学生（通信含む）

年齢不問

学年の途中でも可能

入学準備金20万円

看護学校　月6万円

　（県内・県外）

准看県内　月6万円

修学期間
貸与期間に1年加えた年数勤務が免除

勤務が満たない場合は月割りで返済
随時

総務（高橋）

0225-82-4917

32 石巻赤十字病院 石巻

看護師養成校に在籍し、卒後当院の

採用試験に合格の上、直ちに当院で

の就業を希望する方

月5万円

各養成校の正規の就学期

間が修了するまで（最長

4年間）

卒業後直ちに当院の職員となり、貸与期

間に相当する期間勤務した場合に、同期

間分の貸与額を免除する。

4月～5月

　

総務人事課

人事係（前田）

0225-21-7256

33 石巻ロイヤル病院 石巻 看護学生（短大・大学含む）

学費のみ

他に月額支給等あり

（7万円）

卒業までの修学期間

原則一括返済

但し、卒後法人の医療施設に勤務し、そ

の期間が貸与期間以上となる場合は免除

ホームページに詳細記載

啓仁会本部

（埼玉県）

担当：小島

04-2997-5510

34

仁明会

・斎藤病院

・介護老人保健施設恵仁

ホーム

石巻
准看護学校

高等看護学校

准看　2年で61万円

高看　月6万円
入学から卒業まで

資格取得後、斎藤病院に貸与期間と同年

以上勤務した場合に返済免除
随時

本部事務局

0225-96-3251

35 石巻健育会病院
石巻 看護師学生

准看護師学生
授業料と同額 在学期間

資格取得後、在学期間と同期間勤務する

ことで返還免除

その他の事由については返還

問い合わせの事
事務部経理課

0225-94-9195

36 特別養護老人ホーム一心苑 石巻 看護学校（通信制） 上限60万円

対象経費を支払った後か

ら受講を終了するまでの

期間

貸付を受けた者が受講修了後2年間引き続

き業務に従事した場合及び死亡するなど

特別の事情により業務が継続できなく

なった場合には償還を全額免除

随時
旭壽会　法人本部

0225-73-2323

37 気仙沼市立病院 気仙沼

気仙沼市立病院又は気仙沼市立本吉

病院の助産師又は看護師の業務に従

事しようとする養成施設の学生。な

お、看護師養成施設の学生は気仙沼

市立病院附属看護専門学校の学生に

限る。

月5万円
助産師養成施設　4年

附属看護学校　3年

返還方法：貸付を受けた期間に相当する

期間内に償還する。

免除の要件

①市立病院の助産師又は看護師の業務に

従事した期間が6年に達したとき

②市立病院の業務従事期間中に業務上の

事由により死亡又は心身の故障により業

務継続が困難

③奨学生が死亡、その他の事由で償還困

難

令和3年4月1日～4月30日
総務課

0226-22-7100



番号 施設名
所在地

（地区）
支給対象 奨学金の額 支給期間 返還方法・返還免除の要件等＊ 募集期間 連絡先

38 気仙沼市立本吉病院 気仙沼

気仙沼市立病院附属看護専門学校の

学生に限り、気仙沼市立病院又は気

仙沼私立本吉病院の薬剤師、助産師

又は看護師の業務に従事しようとす

る者

月額5万円（看護学

生）　無利息

修業又は卒業に要する最

低限の期間とし、上限3

年間

卒業後3年以内に市立病院等の業務に従

事、かつ従事した期間が6年に達した時全

額免除

令和3年4月1日～令和3年4月

30日まで

気仙沼市立病院附属

看護専門学校

0226-23-9210

39 南三陸病院 気仙沼 新たに看護学生となった者 月7万5千円
看護学校就学期間

（2年～4年）

返還免除の要件

・貸付期間の2倍勤務に従事した場合

令和3年5月1日から募集定員

に達するまで

病院事務部総務係

0226-46-3646

40 光ケ丘保養園 気仙沼

看護師・准看護師を養成する学校ま

たは施設に入学または在学する方

で、当法人が運営する病院・介護老

人保健施設に従事しようとする意思

のある方

入学金・授業料及び

実習費の相当額、ま

たはその範囲内の額

学校または施設の在学期

間

返還免除は、免許取得後、当法人機関で3

年以上業務に従事した場合に理事会で決

定

例年9月までだが、随時の相

談にも対応

事務部

0226-22-6920

41
介護老人保健施設ハイム・

メアーズ
気仙沼

当法人に勤務する職員として、必要

な資格取得のため各種学校に入学希

望又は在学している者

総額400万円以内
学校卒業時又は中退時を

最終

借用者が当法人に勤務した場合

借受金額

60万円未満　　勤務期間2年間

120万円未満　　　〃　 3年間

180万円未満　　　〃　4年間

240万円未満　　　〃　5年間

300万円未満　　　〃　6年間

360万円未満　　　〃　8年間

400万円未満　　　〃　10年間

随時

理事長に申請書を提出し承認

を受ける

事務部

0226-46-2772

42

医療法人社団晃和会

介護老人保健施設

リンデンバウム

リンデンヴィラ

気仙沼

当法人の職員で、引き続き法人の運

営する施設等に勤務することを確約

する者又は、当法人の職員として入

職することを確約した者を対象とす

る。

・看護師

現に准看護師で看護師の資格取得を

目指す者

看護師を目指す者

必要学費の90％を上

限に貸与する。

奨学生が資格取得のため

に入学した月から卒業す

る月まで

学校を卒業した後、元金均等償還5年（月

賦）以内とし、償還期限はそれぞれ決定

する。ただし卒業後5年間勤務した職員の

利息の支払いは免除することができる。

・看護師資格取得を目指す者について

は、返済を免除することができる。ただ

しこの場合、法人の給与規程に定める手

当は支給しない。

奨学生が資格取得のため学校

等へ入学するとき

本部総務課　石川

0226-22-6624



番号 施設名
所在地

（地区）
支給対象 奨学金の額 支給期間 返還方法・返還免除の要件等＊ 募集期間 連絡先

43

・仙台エコー医療療育セン

ター

・特別養護老人ホームエ

コーが丘

青葉区 看護学生 月8万円以内 正規の修学年限の範囲内
資格取得後、法人内で5年間従事した場合

全額免除
随時

人事部総務課

022-394-7711

44 広瀬病院 青葉区
看護師等の資格を取得するための学

校・養成施設に在学する方
月5万円～12万円

貸付決定した月（入学

月）から修了予定月まで

当該奨学金の対象資格を取得した後、当

該法人等の運営する施設に継続して就業

した者は返還を免除。〔継続して就業す

る月数〕＝（貸与総額（円））÷50,000

円〕

随時
事務部（佐藤　歩）

022-226-2661

45

・イムス明理会仙台総合病

院

・イムス仙台クリニック

青葉区 令和4年4月　入学の学生 月５万円
正規の在学期間に相当す

る期間

看護師免許取得後、当グループで奨学金

貸付期間に相当する期間を勤務すること

により全額免除（常勤正規職員として勤

務すること）

令和3年4月～令和3年12月

総務課（加藤）

022-268-3159

46 東北労災病院 青葉区

看護系大学に在学し、免許取得し東

北労災病院に勤務する意思を有する

ことを誓約した者

月３万円

1年次：入学から卒業

2年次以降：各年次の4月

から卒業

免除

　当院にて貸与期間と同等の期間、看護

　業務に従事した場合

返還

・卒後1年以内に免許を取得できない

　場合

・免許取得後直ちに当院に従事しない

　場合

・退学した場合

・貸与の取り消しを受けた場合

随時

総務課

022-275-1111

（代表）

47 西仙台病院 青葉区

看護学校に在籍し、学習態度及び成

績が優れた者

看護学校卒業後直ちに病院に就職可

能な者

連帯保証人の同意が得られた者

月５万円

（准看学生の場合は

別途規定あり）

入学日～学校の正規の修

学期間

国家試験に合格し、当院で常勤正規職員

として貸付期間と同期間就業した場合は

免除

次年度からの看護学校入学確

定後から入学年度の12月末

（２年次、3年次も対応可

能）

総務課

022-394-5721

（代表）

48

・内科佐藤病院

・介護老人保健施設トラス

ト

青葉区

当院に入職予定もしくは当院に勤務

中のもの

看護師養成学校への入学予定者、も

しくは在学中の者

月5万円 在学期間
資格取得後の在職期間が貸与を受けた期

間に達した時
随時

総務課

022-221-5566



番号 施設名
所在地

（地区）
支給対象 奨学金の額 支給期間 返還方法・返還免除の要件等＊ 募集期間 連絡先

49 早坂愛生会病院 青葉区 仙台市医師会看護専門学校の新入生 月額2万円 在学中

返済義務はないが、中途退学や資格（免

許）を取得できなかった場合は全額返済

となります。

4～5月
事務部　中屋　治

022-261-1611

50
訪問看護リハビリステー

ション仙台敬寿園
青葉区

・当法人に在籍する方で、本人の希

望により看護師及び准看護師の資格

を取得する学校等に入学が決定した

方

・学校等に応募するに際し、本人が

所属する施設の施設長より修学につ

いての推薦を受けることが出来る方

・学校等を卒業し、資格を取得した

後も引き続き勤務する方

学校等の入学金、授

業料、実習費、教材

費等

学校等の修学期間

・学校等を卒業し資格取得後、当法人に

看護師等として5年以上従事した場合返還

免除

・その他の場合、原則として貸与を受け

た奨学金の金額を一括返還（30日以内）

随時

特別養護老人ホーム

仙台敬寿園総務また

は施設長

022-302-8338

51 中嶋病院
宮城野

区
大学・専門学校・短大の看護学生 月5万円

認定された月から卒業す

るまで
勤務5年で免除 随時

人事担当

（佐藤）

022-291-5191

52 仙台オープン病院
宮城野

区

看護師養成所・看護大学の最終学年

在籍者
月5万円 最終学年の1年間 2年間勤務した場合 4月～5月

総務課人事係

（千葉）

022-252-1111

53 仙台整形外科病院 若林区

勤続１年以上の准看護師。勤務しな

がら看護師資格を取得すため、養成

機関に入学または在学する者

月5万円
入学の月から卒業の月ま

で

看護師免許取得後、法人に良好な成績で

３年間常勤勤務した場合は返済を免除

返済は原則全額一括

随時
庶務課

022-288-8900

54 広南病院 太白区

正看護師資格取得を志す看護学生（1

年生）で選考試験（小論文・適性検

査・面接）により合格した者

月6万円
奨学生認定制度の4月よ

り在学期間中

給付期間+1年間　当院で勤務した場合に

免除

6月まで募集

（6～7月に選考試験）

庶務係

022-248-2131

（内線152）

55

・JCHO仙台南病院

・仙台南病院附属介護老人

保健施設

太白区 看護学生 月3万円
３～４年間（学校によ

る）
当院に３年以上勤務

随時

（学年3人まで）

総務企画課

022-306-1711

56
介護老人保健施設オー・

ド・エクラ
太白区

看護大学、看護短大、看護専門学校

に在学または入学決定した者

月5万～9万円

大学、短大等の違い

により額が異なる

正規の在学期間
卒業後、直ちに法人の指定する施設の職

員となり貸付けを受けた勤務した場合
相談の都合

医療法人社団緑愛会

0238-54-2920



番号 施設名
所在地

（地区）
支給対象 奨学金の額 支給期間 返還方法・返還免除の要件等＊ 募集期間 連絡先

57
まるめろナースステーショ

ン西多賀
太白区

看護師を取得する目的で専門学校・

大学及び各種養成施設に入学・在籍

する学生

月額5万円

期間は原則として1年間

を単位として承認日から

以下の通り

１）学校の通常定められ

た卒業までの期間

２）年度途中の申請につ

いては、承認された月か

らの貸与。卒年次は申請

は6月末日まで。

卒業後、当法人に一定の期間就労すれば

返済免除。

※取得できなかった場合、引き続き取得

の意思があり、当法人への就職の意思が

ある者に限り、1年間の返済延期をするこ

とができる。

支給期間参照
仙台事業本部

022-302-5930

58 仙台循環器病センター 泉区

資格取得後当センターに勤務する意

志のある者で、新たに国家資格取得

のために看護学校入学が決定または

入学した者、及び在学中で卒業まで

に２年以上の修業年数のある者

月4万円

承認された年度の4月か

ら通常過程で卒業する年

の３月まで

センターに採用された後、貸与年数（貸

与額）に応じ一定期間を勤務した場合、

返済免除

但し、就業期間がその期間を満たすこと

なく退職する場合は、残期間（月単位）

に奨学金の月額を乗じた額を一括で退職

日までに返済

3/1~4/30

看護部長（庄子）

事務局長（小畑）

022-372-1111

（代表）

59

　

・松田病院

・エバーグリーン病院

・介護老人保健施設エバー

    グリーンイズミ

・介護老人保健施設エバー

    グリーンツルガヤ

泉区

①看護学生

②准看護学生

③通信制の学生

①月6万円

②月4万５千円

③入学金及び受講料

含め全額

就学年数分 支援の月数＋１年 随時

総務部企画課

（伊藤）

022-378-5666

（内線3241）

60 仙台徳洲会病院 泉区 看護学生（在学中） 月5万円 在学期間と同じ
受給月数と同一月数就労した場合、返還

免除
随時

経理

022-372-1110

61 かわせみクリニック 泉区
准看護師で、当院で働きながら看護

師資格取得を目指す者
月額3万円 在学期間中

資格取得後、支給期間と同じ期間当院で

勤務すれば返還不要

事務長　鈴木

022-771-0681


