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事  業  報  告  書  

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで） 

 

Ⅰ 事業の概況 

  平成２６年度の事業においても、財団の設立趣旨である「福井県嶺南地域の医師不足

を解消し、医療水準の向上に寄与すること」を目的として、「医学生奨学金貸与事業」を

行うとともに、奨学生の嶺南勤務に向けた支援の取組みについて、嶺南地域医療機関、福

井大学等関係機関のご指導・ご協力を賜りながら活動を行った。 

  「医学生奨学金貸与事業」の貸与者は、累計４７名と変わっていないが、その内、医師

免許取得者は本年度新たに５名が取得し１５名になったのと、嶺南地域の指定医療機関勤

務者も新たに２期生の３名が勤務を開始し計５名となった。 

なお、平成２５年４月から嶺南地域の指定医療機関に勤務していた１期生の２名は、平

成２７年３月末をもって義務年限が終了することとなった。 

 

Ⅱ 事業の状況 

 １ 医学生奨学金貸与事業 

    本年度の医学生奨学金貸与者の募集を平成２６年４月１４日から平成２６年５月 

２日の間で行ったが応募者がなく、再度募集を平成２６年５月１５日から５月３０

日まで行ったが応募者はなかった。 

よって、本年度の医学生奨学金貸与対象者は２７名となった。 

 

（１）平成２６年度貸与奨学金の実績 

 

 

 

 

 

 

（２）奨学生の状況（平成２７年３月３１日現在） 

    ○医師免許取得者       １５名 

     ・指定医療機関勤務       ５名 

     ・臨床研修２年目          ４名 

     ・臨床研修１年目           ５名 

     ・大学院生             １名 

    ○大学医学部医学科生            

・２～６年生              ２７名 

学 年 人数 
貸与 

人数 

貸与金額（年間） 

1人当たり 計 

2～6年生 27名 27名 1,735,800円 46,866,600円 

合 計 27名 27名  46,866,600円 
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２ 奨学生の嶺南勤務に向けた支援活動 

  （１）嶺南医療施設見学会の実施 

     嶺南医療施設の見学と医療関係者との懇談する機会を提供し、奨学生の嶺南地

域ならびに医療現場の理解促進と将来への不安解消の一助となるよう嶺南地域の

医療機関にご協力頂き６回実施した。 

     奨学生も見学会を通じて、嶺南地域の医療状況等の理解を深めるとともに、将

来の自分の姿をイメージできる等よい機会となっている。 

     

実施日 見学施設 参加人数 

平成 26年 9月 3日 

市立敦賀病院 

国立福井病院※ 

東部診療所 

1名 

平成 26年 9月 5日 
公立小浜病院 

市立敦賀病院 
1名 

平成 27年 3月 9日 
若狭高浜病院 

公立小浜病院 
2名 

平成 27年 3月 12日 
市立敦賀病院 

国立福井病院※ 
2名 

平成 27年 3月 18日 公立小浜病院 1名 

平成 27年 3月 26日 公立小浜病院 1名 

                ※現:敦賀医療センター 

 

  （２）奨学生との面談の実施 

    （a）医学生との面談 

      近況や将来の嶺南勤務に向けてのフリーディスカッションの場として面談を

実施した。 

    

実施日 対 象 面談者 参加人数 

平成 26年  9月 16日 福井大学 5年生 財団事務局 5名 

平成 26年 10月 23 日 秋田大学 5年生 財団事務局 1名 

平成 26年 11月 6日 金沢大学 5年生 財団事務局 1名 

平成 26年 11月 13日 福井大学 6年生  財団事務局 5名 
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    （b）初期臨床研修医との面談 

      嶺南勤務に向けての勤務先決定までのスケジュールの確認、希望診療科、勤

務パターン、嶺南勤務に対する不安等を確認する場として面談を実施した。 

 

実施日 対 象 面談者 参加人数 

平成 26年 5月 27日、

28日、 

6月 5日、12日 

研修医 2年目 財団事務局 4名 

平成26年 11月 11日、

27日 
研修医 2年目 財団事務局 2名 

平成 26年 11月 21日、

26日、27日、 

平成 27年 2月 13日 

研修医 1年目 財団事務局 4名 

 

    （c）指定医療機関勤務医、大学院生との面談 

      それぞれの近況、義務年限中の勤務パターン等を確認する場として面談を実

施した。 

 

実施日 対 象 面談者 参加人数 

平成 26年 4月 11日 大学院生 財団事務局 1名 

平成 26年 4月 16日、

23日、24日 
勤務医 財団事務局 3名 

平成 26年 4月 30日 勤務医 財団事務局 1名 

平成 26年 6月 25日 勤務医 財団事務局 1名 

平成 26年 8月 28日 勤務医 財団事務局 1名 

平成 26年 9月 8日 勤務医 財団事務局 1名 

平成 27年 3月 23日、

26日 
勤務医 財団事務局 2名 
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  （３）奨学生交流会の開催 

     平成２６年１０月１７日、財団奨学生同志の絆を深める場、ならびに財団奨学

生と嶺南地域の医療関係者、嶺南地域の自治体、福井大学等関係者等との情報交

換、ネットワーク作りの場として交流会を実施した。 

     第１部では、嶺南地域の医療関係者による施設紹介、第２部では意見交換会を

行い総勢４６名の参加があった。 

   

    （４）「福井県学生地域夏期研修２０１４」の共催 

     平成２６年８月１９～２０日、財団奨学生、自治医科大学生および福井大学医

学部福井健康推進枠選抜者の３～５年生を対象とした「福井県学生地域夏期研修

2014」を、福井県、地域医療振興協会福井支部、福井大学医学部地域医療推進講

座および嶺南医療振興財団の共催で実施した。 

この研修では、将来、福井県内で勤務する学生が、県内の地域医療、へき地医

療を体験し、相互の交流を深めることにより、地域医療に対する理解やモチベー

ションの向上を図ることを目的として、１日目は地域医療体験実習および地域医

療機関関係者との意見交換会、２日目は県内医師による講演やワールドカフェを

行った。財団奨学生は７名が参加した。 

 

 （５）嶺南医療委員会の開催 

     奨学生が嶺南地域の指定医療機関に勤務するにあたり、勤務プラン等奨学生が

勤務しやすい環境づくりの検討等を行うとともに、嶺南地域の公的病院・診療所

との情報共有、連携強化を図ることを目的に、嶺南地域の医療関係者を中心とし

た嶺南医療委員会（嶺南東部・西部地区委員会）を定期的に開催した。 

     なお、本年度は奨学生の研修プログラムの選択肢を広げるため、嶺南地域の病

院・診療所を群とした「家庭医療後期研修プログラム」の策定に向けて検討を重

ねた。 

 

    （a）第７回嶺南西部地区委員会 

     日 時：平成２６年６月１７日 

     出席者：公立小浜病院、若狭高浜病院、上中病院、レイクヒルズ美方病院、な

ごみ診療所、名田庄診療所、和田診療所 財団関係者 計１４人 

 

    （b）第７回嶺南東部地区委員会 

     日 時：平成２６年６月１８日 

     出席者：市立敦賀病院、国立福井病院（現：敦賀医療センター）、レイクヒルズ

美方病院、東部診療所、三方診療所、財団関係者 計９名 
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 (c)第８回嶺南西部地区委員会 

日 時：平成２６年９月３０日 

出席者：公立小浜病院、若狭高浜病院、上中病院、名田庄診療所、和田診療所、

財団関係者 計１１名 

 

  (d)第８回嶺南東部地区員会 

日 時：平成２６年１０月１日 

出席者：市立敦賀病院、国立福井病院（現：敦賀医療センター）、レイクヒルズ

美方病院、東部診療所、財団関係者 計８名 

 

  (e)第９回嶺南東部・西部地区委員会（合同） 

日 時：平成２６年１２月９日 

出席者：市立敦賀病院、国立福井病院（現：敦賀医療センター）、レイクヒルズ

美方病院、東部診療所、公立小浜病院、若狭高浜病院、上中病院、な

ごみ診療所、名田庄診療所、和田診療所、財団関係者 計１９名 

 

  (f)第１０回嶺南東部・西部地区員会（合同） 

日 時：平成２７年２月２４日 

出席者：市立敦賀病院、国立福井病院（現：敦賀医療センター）、東部診療所、

公立小浜病院、若狭高浜病院、上中病院、なごみ診療所、和田診療所、

財団関係者 計１２名 

 

 （６）財団だより「Risz」の発刊 

    第１３号 平成２６年 ５月２７日 発刊 

    第１４号 平成２６年１０月 ９日 発刊 

    第１５号 平成２７年 １月 ６日  発刊 

 

 

 ３ 対外ＰＲ活動 

実施日 活動内容 

平成 26年 9月 21日 
地域医療振興協会福井県支部会議 

財団奨学生の状況説明 
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 ４ 役員会に関する事項 

 （１）理事会 

    ①第４２回理事会【書面決議】（平成２６年４月２４日～５月９日） 

      第１号議案  第３２回評議員会の開催の件 

 

    ②第４３回理事会（平成２６年５月２６日） 

      第１号議案 平成２５年度事業報告および収支報告の件 

      第２号議案 第３３回評議員会の開催の件 

＜報告事項＞ 理事長および常務理事の職務執行状況について 

 

③第４４回理事会【書面決議】（平成２６年７月３１日～８月１１日） 

      第１号議案 第３４回評議員会の開催の件      

 

    ④第４５回理事会【書面決議】（平成２６年８月２１日～８月２９日） 

      第１号議案 業務執行理事の選定の件 

 

    ⑤第４６回理事会【書面決議】（平成２６年１１月２６日～１２月４日） 

      第１号議案 奨学金返済債務の一部免除の件 

 

    ⑥第４７回理事会 (平成２７年３月３日) 

第１号議案 平成２７年度事業計画の件 

第２号議案 平成２７年度奨学生の嶺南勤務に向けた支援活動の件 

第３号議案 平成２７年度収支予算の件 

第４号議案 第３５回評議員会の開催の件 

＜報告事項＞ 理事長および常務理事の職務執行状況について 

 

 

 

（２）評議員会 

①第３２回評議員会【書面決議】（平成２６年５月１２日～５月２０日） 

第１号議案 評議員の選任の件 

 

    ②第３３回評議員会（平成２６年６月１３日） 

      第１号議案 平成２５年度事業報告及び収支報告の件 

      第２号議案 役員の選任の件 
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    ③第３４回評議員会【書面決議】（平成２６年８月１１日～８月２０日） 

      第１号議案 理事の選任の件 

      第２号議案 監事の選任の件 

      第３号議案 評議員の選任の件 

 

    ④第３５回評議員会（平成２７年３月２０日） 

第１号議案 平成２７年度事業計画の件 

第２号議案 平成２７年度奨学生の嶺南勤務に向けた支援活動の件 

第３号議案 平成２７年度収支予算の件 

 

 


