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14 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則

（平成１９年６月２５日規則第７８号）

改正 平成２０年３月２５日規則第２４号 平成２０年１０月３１日規則第９０号

平成２２年１０月２２日規則第７４号 平成２５年１２月２７日規則第５９号

平成２７年１２月２８日規則第８８号 平成２９年３月２８日規則第２２号

令和３年３月３０日規則第１９号

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例（平成１９年高知県条例第

７号。以下「条例」という。）の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。

（指定特定診療科目に係る知事が指定する特定診療科目）

第２条 条例第２条第１号イに規定する指定特定診療科目（第２０条第１項において

「指定特定診療科目」という。）のうち、知事が指定する特定診療科目は、小児科、

外科、麻酔科及び脳神経外科とする。

（特定科目後期臨床研修に係る特定診療科目）

第３条 条例第２条第３号の知事が指定する特定診療科目は、小児科、外科、麻酔科、

脳神経外科及び家庭医療学を専修する科とする。

（特定科目後期臨床研修に係る要件）

第４条 条例第２条第３号に規定する特定科目後期臨床研修（以下「特定科目後期臨床

研修」という。）は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 研修期間が３年以上であること。

(2) 研修期間のうち５分の３以上の期間が県内指定医療機関（条例第２条第４号に

規定する県内指定医療機関をいう。以下同じ。）において行われるものであること。

（県内指定医療機関）

第５条 条例第２条第４号の知事が別に定める医療機関は、別表に定める区域にある

医療機関（同条第３号に規定する医療機関をいう。以下同じ。）のうち、次に掲げる

医療機関とする。

(1) 公立（公立に準ずると認められる場合を含む。）の医療機関

(2) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第１項から第３項までの規定によ

る知事の許可を受けた病床数（以下この号において「許可病床数」という。）が１

００床以上であって、かつ、同条第２項第５号に規定する一般病床の病床数が当該

許可病床数の６０パーセント以上である医療機関

(3) 前２号に掲げる医療機関のほか、知事が指定する医療機関

２ 条例第２条第４号の知事が別に定める特定診療科目を有する医療機関は、分べん

を取り扱う産科又は産婦人科を有する医療機関のうち、別表に定める区域にある医
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療機関とする。

（特定科目県内医療機関に係る特定診療科目）

第５条の２ 条例第２条第５号の知事が別に定める特定診療科目は、分べんを取り扱

う産科又は産婦人科、内科（血液内科に係るものに限る。）及び放射線科（放射線治

療に係るものに限る。）とする。

（特別指定県内医療機関に係る県内の医療機関等）

第５条の３ 条例第２条第６号の専門医の育成のための専門の研修課程を有する県内

の医療機関又は医療機関の特定診療科は、一般社団法人日本専門医機構が認定した

専門医養成プログラムに参加する県内の医療機関若しくは医療機関の特定診療科又

は公益社団法人日本医師会に置かれた日本医学会分科会に登録されている学会が専

門医の育成のための研修施設として認定した県内の医療機関若しくは医療機関の特

定診療科とする。

（県内指定支援医療機関）

第６条 条例第２条第７号の知事が別に定める県内の医療機関（以下「県内指定支援医

療機関」という。）は、次に掲げる医療機関とする。

(1) 国立大学法人高知大学医学部附属病院

(2) 前号に掲げる医療機関のほか、知事が指定する医療機関

（貸付金の貸与の申請）

第７条 条例第３条第１項、第２項、第３項又は第５項の規定に基づき医師養成奨学貸

付金（条例第２条第１号に規定する医師養成奨学貸付金をいう。以下同じ。）、初期臨

床研修特別貸付金（条例第２条第２号に規定する初期臨床研修特別貸付金をいう。以

下同じ。）又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金（条例第２条第３号に規定する特定

科目後期臨床研修奨励貸付金をいう。以下同じ。）の貸与を受けようとする者（以下

「申請者」という。）は、医師養成奨学貸付金にあっては別記第１号様式による医師

養成奨学貸付金貸与申請書に、初期臨床研修特別貸付金にあっては別記第２号様式

による初期臨床研修特別貸付金貸与申請書に、特定科目後期臨床研修奨励貸付金に

あっては別記第３号様式による特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書に次に

掲げる書類（条例第３条第５項の規定に基づき特定科目加算貸付金の貸与を受けよ

うとする者にあっては、第２号を除く。）を添えて、知事に提出しなければならない。

この場合において、医師養成奨学貸付金に係る申請者が未成年であるときは、当該医

師養成奨学貸付金貸与申請書に親権者又は未成年後見人が連署しなければならない。

(1) 身上調書（別記第４号様式）

(2) 戸籍抄本

(3) 誓約書（別記第５号様式）

(4) 医師養成奨学貸付金にあっては大学の在学証明書、初期臨床研修特別貸付金に

あっては初期臨床研修（条例第１条に規定する初期臨床研修をいう。以下同じ。）

の期間、研修内容等を証明する書類、特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては

特定科目後期臨床研修の期間、研修内容等を証明する書類

(5) 医師養成奨学貸付金にあっては大学又は学部の長の推薦書、初期臨床研修特別
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貸付金にあっては初期臨床研修を受ける県内の管理型臨床研修病院の長の推薦書、

特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては特定科目後期臨床研修を受ける県内

指定支援医療機関の長の推薦書

(6) 医師養成奨学貸付金にあっては、申請者の属する世帯の収入を証明する所得証

明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書

(7) 初期臨床研修特別貸付金及び特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、医

師免許証の写し

(8) 初期臨床研修特別貸付金及び特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、給

与支払額等証明書

(9) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類

２ 申請者は、２人の連帯保証人を定め、前項の医師養成奨学貸付金貸与申請書、初期

臨床研修特別貸付金貸与申請書又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書に

署名させなければならない。

３ 前項の連帯保証人（以下「連帯保証人」という。）は、独立の生計を営む成年者で

なければならない。

（貸付金の貸与の決定等の通知）

第８条 知事は、前条第１項の規定による医師養成奨学貸付金貸与申請書、初期臨床研

修特別貸付金貸与申請書又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書を受理し

たときは、医師養成奨学貸付金、初期臨床研修特別貸付金又は特定科目後期臨床研修

奨励貸付金（以下「貸付金」という。）を貸与するかどうかを決定し、貸付金を貸与

する者にあっては別記第６号様式による貸付金貸与決定通知書により、貸付金を貸

与しない者にあっては別記第７号様式による貸付金貸与不承認決定通知書により、

当該申請者及び大学若しくは学部の長、初期臨床研修を受ける県内の管理型臨床研

修病院の長又は特定科目後期臨床研修を受ける県内指定支援医療機関の長にその旨

を通知するものとする。

（貸付金の貸与の時期等）

第９条 貸付金の貸与は、年２回とし、５月（新たに貸付金を貸与する年にあっては、

６月）及び１０月に貸与するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。

２ 条例第８条第１項に規定する借受者（以下「借受者」という。）は、知事が別に

定めるところにより、貸付金を振り込む口座を指定しなければならない。指定した

口座を変更しようとするときも、同様とする。

（連帯保証人の変更）

第１０条 条例第８条第１項に規定する借受者（以下「借受者」という。）は、連帯保

証人が死亡したとき又は連帯保証人を変更したとき若しくは知事が連帯保証人を不

適当であると認めて変更を命じたときは、直ちに別記第９号様式による連帯保証人

異動報告書に、医師養成奨学貸付金に係る借受者にあっては別記第１０号様式によ

る保証書及び新たな連帯保証人の収入を証明する所得証明書を、初期臨床研修特別

貸付金に係る借受者又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金に係る借受者にあっては
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別記第１０号様式による保証書を添えて、知事に提出しなければならない。この場合

において、借受者が未成年であるときは、当該連帯保証人異動報告書に親権者又は未

成年後見人が連署しなければならない。

（成績証明書等の提出）

第１１条 借受者は、貸付金の貸与を受けている間、次に掲げる書類を毎年４月３０日

までに知事に提出しなければならない。

(1) 医師養成奨学貸付金にあっては、次に掲げる書類

ア 大学の前学年度の学業成績を証明する書類

イ 第７条第１項第３号から第５号まで及び第９号に掲げる書類

(2) 初期臨床研修特別貸付金にあっては、次に掲げる書類

ア 初期臨床研修報告書（別記第１１号様式）

イ 第７条第１項第３号、第５号、第８号及び第９号に掲げる書類

(3) 特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、次に掲げる書類

ア 特定科目後期臨床研修報告書（別記第１２号様式）

イ 第７条第１項第３号、第５号、第８号及び第９号に掲げる書類

（借受者の届出義務）

第１２条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を知事に届

け出なければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 在学する大学の専攻課程、初期臨床研修の研修課程又は特定科目後期臨床研修

の研修課程を他に転じたとき。

(3) 大学を休学し、若しくは長期にわたって欠席しようとするとき又は長期にわた

って初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修を中断しようとするとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、借受者の身上に異動を生じたとき。

（貸付金の貸与の一時停止の通知）

第１３条 知事は、条例第５条の規定に基づき貸付金の貸与を一時停止するときは、別

記第１３号様式による貸付金一時停止通知書により、当該借受者に通知するものと

する。

（貸付金の貸与の再開の手続）

第１４条 条例第６条の規定に基づく貸付金の貸与の再開を申請しようとする借受者

は、別記第１４号様式による貸付金再開申請書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による貸付金再開申請書を受理した場合において、貸付金の貸

与を再開することを決定したときは、別記第１５号様式による貸付金再開決定通知

書により、当該借受者に通知するものとする。

（貸付金の貸与の辞退）

第１５条 借受者は、貸付金の貸与を受けることを辞退しようとするとき又は条例第

７条第２項の規定により特定科目加算貸付金の貸与の取消しの申請をするときは、

別記第１６号様式による貸付金辞退届を知事に提出しなければならない。

（貸付金の貸与の取消しの通知）
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第１６条 知事は、条例第７条第１項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消すとき又

は同条第２項により特定科目加算貸付金の貸与を取り消すときは、別記第１７号様

式による貸付金取消し通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（貸付金の分割償還の承認手続）

第１７条 条例第８条第２項の規定に基づき貸付金を分割して償還させる必要がある

と認めるときは、経済的な理由により貸与を受けた貸付金を直ちに償還することが

困難なときその他貸付金を分割して償還させることが適当であると知事が認めると

きとする。

２ 条例第８条第２項の規定に基づく貸付金の分割による償還を申請しようとする借

受者は、別記第１８号様式による貸付金分割償還承認申請書を知事に提出しなけれ

ばならない。

３ 知事は、前項の規定による貸付金分割償還承認申請書を受理した場合において、貸

付金を分割して償還させることを承認したときは、別記第１９号様式による貸付金

分割償還承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。

４ 貸付金の分割償還は、貸付金を分割して償還することを承認された期間内におい

て、月賦の均等払によりしなければならない。ただし、繰上償還をすることを妨げな

い。

（利息の利率）

第１８条 条例第８条第３項の知事が定める割合は、年１０．０パーセントとする。た

だし、貸付金の貸与を取り消され、又は貸付金の償還の猶予がされず、若しくは終了

した事情を勘案して、知事がやむを得ないと認めたときは、年３．０パーセントとす

る。

（貸付金の償還の猶予の承認手続）

第１９条 条例第９条第１項、第４項又は第５項の規定に基づく貸付金の償還の猶予

を申請しようとする借受者は、別記第２０号様式による貸付金償還猶予承認申請書

を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による貸付金償還猶予承認申請書を受理した場合において、貸

付金の償還の猶予を承認したときは、別記第２１号様式による貸付金償還猶予承認

通知書により、当該借受者に通知するものとする。

３ 知事は、条例第９条第１項第１号の規定により医師養成奨学貸付金の償還の猶予

を受けている特定科目加算貸付金に係る借受者であって、同号に規定する修学貸付

金及び特定科目加算貸付金に係る償還の猶予の要件を満たしているものが、修学貸

付金について、同条第５項の規定に基づく第１項の貸付金の償還の猶予の申請をし

たときは、同条第４項の例により、当該借受者に係る特定科目加算貸付金を償還させ、

及び修学貸付金の償還を猶予することができる。

（貸付金の償還の免除の承認手続）

第２０条 条例第１０条第１項の規定による期間の算定に当たっては、県内指定医療

機関、特定科目県内医療機関（条例第２条第５号に規定する特定科目県内医療機関を

いう。以下同じ。）、特別指定県内医療機関（同条第６号に規定する特別指定県内医療
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機関をいう。以下同じ。）又は県内指定支援医療機関において特定科目後期臨床研修

を受けた期間及び医師の業務に従事した期間、県内の基幹型臨床研修病院において

初期臨床研修を受けた期間並びに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関又は特

別指定県内医療機関において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間は、そ

れぞれの月数によるものとし、月の途中に当該期間が開始し、又は終了した場合は、

当該月における日数が１５日を超えるときにあってはこれを１月とし、１５日以下

のときにあってはこれを切り捨てるものとする。ただし、１．５倍に相当する期間及

び２分の１に相当する期間の算定にあっては、当該期間に１月未満の端数を生じた

ときは、当該端数を１月に切り上げる。

２ 条例第１０条第１項の規定による貸付金の償還の免除を申請しようとする借受者

は、別記第２２号様式による貸付金償還免除承認申請書を知事に提出しなければな

らない。

３ 条例第１０条第３項の規定に基づく貸付金の一部の償還の免除は、医師養成奨学

貸付金に係る借受者にあっては同条第１項第１号アからエまでに掲げる期間のいず

れか、初期臨床研修特別貸付金に係る借受者にあっては同項第２号アからオまでに

掲げる期間のいずれか、特定科目後期臨床研修奨励貸付金に係る借受者にあっては

同項第３号アからウまでに掲げる期間のいずれか（同条第２項において当該各規定

の期間とみなされる期間を含む。次項において「免除算定期間」という。）が当該借

受者に貸付金を貸与した期間（貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。次項におい

て同じ。）に達していたときに行うものとする。この場合における期間の算定に当た

っては、第１項本文の規定を準用する。

４ 前項の場合において、貸付金の一部の償還を免除する額は、同項の貸付金の一部の

償還の免除の要件となった免除算定期間を当該借受者に貸付金を貸与した期間の１．

５倍に相当する期間で除したものに当該借受者に貸与した貸付金の額を乗じて得た

額とする。

５ 第３項に規定する場合のほか、知事が貸付金の一部の償還を免除することが適当

であると認めるときは、貸付金の一部の償還を免除することができる。

６ 条例第１０条第３項の規定に基づく貸付金の一部の償還の免除を申請しようとす

る借受者は、別記第２３号様式による貸付金償還一部免除承認申請書を知事に提出

しなければならない。

７ 条例第１０条第５項の規定に基づく貸付金の全部又は一部の償還の免除を申請し

ようとする者は、別記第２４号様式による貸付金償還（一部）免除承認申請書を知事

に提出しなければならない。

８ 知事は、第２項の規定による貸付金償還免除承認申請書、第６項の規定による貸付

金償還一部免除承認申請書又は前項の規定による貸付金償還（一部）免除承認申請書

を受理した場合において、貸付金の償還の免除を承認したときは、別記第２５号様式

による貸付金償還免除承認通知書により、当該借受者等に通知するものとする。

（就業状況等の届出）

第２１条 借受者は、県内の医療機関において初期臨床研修を受ける（医師法（昭和２
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３年法律第２０１号）第６条第１項の規定による医師免許の申請手続中に当該医療

機関において初期臨床研修を受ける場合を含む。以下この条において同じ。）とき又

は県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指

定支援医療機関において後期臨床研修（初期臨床研修を修了した後に行われる臨床

研修をいう。以下この条において同じ。）を受けるときは、別記第２６号様式による

臨床研修受講届に当該医療機関の長の証明を添えて、知事に提出しなければならな

い。初期臨床研修を受ける県内の医療機関又は後期臨床研修を受ける県内指定医療

機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療機関

を変更したときも、同様とする。

２ 借受者は、県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は

県内指定支援医療機関において医師の業務に従事するときは、別記第２７号様式に

よる医師業務従事届に当該医療機関の長の証明を添えて、知事に提出しなければな

らない。医師の業務に従事する県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定

県内医療機関又は県内指定支援医療機関を変更したときも、同様とする。

３ 借受者は、貸付金（条例第８条第３項の規定により付される利息を含む。）の償還

が完了するまでの間、次の各号のいずれかに該当したときは、第１号から第４号まで

に係る届出にあっては直ちに、第５号に係る届出にあっては遅滞なく知事に届け出

なければならない。この場合において、第１号又は第３号に係る届出にあっては別記

第２８号様式による臨床研修中止届に、第２号又は第４号に係る届出にあっては別

記第２９号様式による医師業務退職等届に、第５号に係る届出にあっては別記第３

０号様式による育児休業取得届に事業主による証明書を添付することによるものと

する。

(1) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に特定科目後期臨床研修を受けるこ

とをやめたとき。

(2) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に県内指定医療機関、特定科目県内医

療機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従

事しなくなったとき。

(3) 県内の医療機関において初期臨床研修を受けることをやめたとき又は県内指

定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援

医療機関において後期臨床研修を受けることをやめたとき。

(4) 退職その他の理由により県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定

県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従事しなくなった

とき。

(5) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第５条第１項の規

定に基づき育児休業（同法の規定の適用を受けない者にあっては、これに準ずる休

業）を取得するとき。

（延滞金）

第２２条 条例第１１条第１項の規定により延滞金を徴収する場合において、同項の
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規定により計算した延滞金の額に１００円未満の端数があるとき又は延滞金の額が

５００円未満であるときは、当該端数又は当該額を切り捨てるものとする。

２ 条例第１１条第３項の規定に基づき延滞金を減額し、又は免除するときは、次の各

号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等の理由により償還すべき日までに貸付金を償還することができなかっ

たとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、償還すべき日までに貸付金を償還することができな

かったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(3) 条例第１０条の規定に基づき貸付金の全部又は一部の償還を免除するとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めるとき。

３ 条例第１１条第３項の規定に基づく延滞金の減額又は免除は、知事が特に認める

ときを除き、延滞金の減額又は免除を受けようとする者からの申請により行うもの

とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２０年３月２５日規則第２４号）

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年１０月３１日規則第９０号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施

行規則第７条の規定は、平成２０年度の初期臨床研修特別貸付金又は特定科目後期臨

床研修奨励貸付金の貸与の申請から適用する。

附 則（平成２２年１０月２２日規則第７４号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（以下こ

の項において「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸付

金の貸与を決定する者の貸付金の貸与及び償還について適用し、同日前に貸付金の

貸与を決定した者の貸付金の貸与及び償還については、なお従前の例による。ただし、

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の一部を改正する条例（平成２２年高知県条

例第３８号。以下この項において「一部改正条例」という。）附則第２項ただし書に

規定する者にあっては、一部改正条例による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等

貸与条例（平成１９年高知県条例第７号）及びこの規則による改正前の高知県医師養

成奨学貸付金等貸与条例施行規則の規定により貸与した医師養成奨学貸付金並びに

同日以後に一部改正条例による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例及び

新規則の規定により貸与する医師養成奨学貸付金の償還については、新規則の規定

を適用する。

附 則（平成２５年１２月２７日規則第５９号）

（施行期日）
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１ この規則は、平成２６年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（次項に

おいて「新規則」という。）第１８条の規定は、この規則の施行の日（同項において

「施行日」という。）において現に貸付金を償還している者については、適用しない。

３ 新規則第１９条第３項（新規則第２０条第１項（同条第３項において準用する場合

を含む。）において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に受ける特定科目後

期臨床研修及び従事する医師の業務に係る期間の算定について適用し、施行日前に

受けた特定科目後期臨床研修及び従事した医師の業務に係る期間の算定については、

なお従前の例による。

附 則（平成２７年１２月２８日規則第８８号）

（施行期日）

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（次項に

おいて「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日（同項において「施行日」

という。）において現に貸付金を償還している者については、適用しない。

３ 新規則の規定は、施行日以後に受ける特定科目後期臨床研修及び従事する医師の

業務並びに当該期間の算定について適用し、施行日前に受けた特定科目後期臨床研

修及び従事した医師の業務並びに当該期間の算定については、なお従前の例による。

附 則（平成２９年３月２８日規則第２２号）

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（令和３年３月３０日規則第１９号）

（施行期日）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則別記第９

号様式、別記第 11 号様式、別記第 12 号様式、別記第 14 号様式、別記第 16 号様式、

別記第 18 号様式、別記第 20 号様式、別記第 22 号様式から別記第 24 号様式まで及

び別記第 26 号様式から別記第 30 号様式は、この規則による改正後の高知県医師養

成奨学貸付金等貸与条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用すること

ができる。

別表（第５条関係）

１ 高知県保健医療計画に定める中央保健医療圏以外の区域

２ 高知県保健医療計画に定める中央保健医療圏の区域のうち、高知市及び南国市

を除く区域
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別記

第１号様式（第７条関係）
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第４号様式（第７条関係）
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第５号様式（第７条関係）

年 月 日

高知県知事 様

住所

氏名 ○印

誓 約 書

私は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の規定に基づき医師養成奨学貸

付金（初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金）の貸与を

受けることになったときは（受けていますが）、同条例及び高知県医師養成奨

学貸付金等貸与条例施行規則の規定を遵守し、将来、同条例第２条第４号に規

定する県内指定医療機関又は同条第５号に規定する特定科目県内医療機関に

おいて医師として業務に従事することを誓約します。
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第６号様式（第８条関係）
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第７号様式（第８条関係）
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第９号様式（第１０条関係）
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第１０号様式（第１０条関係）
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第１１号様式（第１１条関係）
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第１３号様式（第１３条関係）
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第１４号様式（第１４条関係）
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第１５号様式（第１４条関係）
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第１６号様式（第１５条関係）
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第１７号様式（第１６条関係）
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第１８号様式（第１７条関係）
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第１９号様式（第１７条関係）
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第２０号様式（第１９条関係）
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第２１号様式（第１９条関係）
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第２２号様式（第２０条関係）
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第２３号様式（第２０条関係）
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第２４号様式（第２０条関係）
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第２５号様式（第２０条関係）
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第２６号様式（第２１条関係）
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第２７号様式（第２１条関係）
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第２９号様式（第２１条関係）
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第３０号様式（第２１条関係）


