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【令和４年度派遣版（案）】 
県養成医師の派遣方針とキャリア形成支援について 

R３.３.○  
とちぎ地域医療支援センター 

 
県養成医師は、公費による修学資金を受け地域医療に貢献するという責務を自覚し、地域医療の

政策課題（地域や診療科による医師不足解消のほか、救急医療、周産期医療、へき地医療、地域包

括ケアシステム構築、保健医療政策等）の解決に貢献していくことが期待されている。 
県養成医師の派遣にあたっては、その地域で必要な医療提供体制を維持、充実することとなる診

療科や医療機関であることや、将来必要とされる医療提供体制の構築に取り組む医療機関であるこ

となどの観点で、派遣先を選定する。 
また、医師本人が期待される能力を身につけ、将来にわたり地域医療に貢献していく動機付けが

できるよう、十分な教育指導体制のある医療機関に派遣することや、適切な時期に研修を受けられ

るなどのキャリア形成支援、育児など家庭の状況への配慮の観点も盛り込んだ派遣方針とする。 
これらの方針については、地域医療や医師のキャリア形成の制度の状況を勘案しながら継続して

検討するほか、詳細について「栃木県キャリア形成プログラム」を策定する。 
 
１ 自治医科大学卒業医師および獨協医科大学栃木県地域枠卒業医師の派遣方針 

(1) 診療科の選択にあたり、医師本人が地域医療における医療需要や医師需給の推移および別紙

（表１）の状況を理解し、とちぎ地域医療支援センターに相談のうえ希望することを求める。

また、県養成医師は別紙（表２）のような社会的使命があることを理解し、養成医師全体と

して使命を果たせるよう各人が努めることとする。 
・臨床研修後、公衆衛生医を指向する、あるいは選択した診療科の理解を深めるための行政

機関への勤務を希望可能とする。 
(2) 栃木県医師修学資金貸与条例、同施行規則等に挙げられる、公的医療機関（公立のへき地診

療所も含む）、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、設置主体に関わらず派遣が必要と知事

が定める医療機関等（以下、「公的病院等」と言う）のうち、地域で果たす役割や医療機能

を考慮した派遣の優先度が高く、以下の要件を満たす医療機関等に派遣する。 
・勤務環境への配慮がなされており、体調や家庭の事情なども配慮されること。 
・指導体制を考慮し、原則として、病院ではその科の常勤医が２人以上いること。 
・診療所への派遣は卒後５年目以上の医師とする。 

(3) 地域医療に貢献しながら、専門研修プログラムの履修ができるよう配慮する。 
・履修を希望する者については、方針に則った派遣のなかで、専門研修プログラムに載る医

療機関での勤務ができるなどの配慮をする。 
・医師本人は、地域医療のための勤務が優先され、プログラム履修中の中断（選択した専門

研修プログラムに載らない医療機関での勤務）があり得ることを理解すること。 
(4) 別紙（表３）に示す大学病院での研修を希望可能とする。 

 
 （図１）自治医科大学卒業医師および獨協医科大学栃木県地域枠卒業医師の 
     派遣ローテーション（イメージ） 

2 年間 
（県職員身分） 

［修学資金貸与年数×1.5ー臨床研修の期間］年間 
（県職員身分） 

臨床研修 1) 
 

 

公的病院等 2) 
＊臨床研修後は専門研修プログラム履修を配慮した派遣とし、 
 履修後は地域医療への貢献を主眼とした派遣とする 

この間、希望により大学での研修（最長 2 年間）可能 3) 
1) 自治医大卒医は自治医大附属病院、獨協医大地域枠卒医は獨協医大病院で行う。 
2) 「公的病院等」には、保健医療計画に記載された「総合周産期母子医療センター」、「救命救急センタ

ー」、「子ども医療センター」に該当する大学病院の部門を含む。ただし専門研修プログラム履修中は当

該部門への派遣ではなく、大学病院での研修扱いとする。栃木県保健福祉部での勤務を含む。 
3) 専門研修プログラム履修を希望しない者についても同様の扱いとする。 



                                   資料１－２ 

2 
 

２ 修学資金貸与医師（平成 20～25 年度に貸与開始した者）の派遣方針 
(1) 県養成医師は別紙（表２）のような社会的使命があることを理解し、養成医師全体として使

命を果たせるよう各人が努めることとする。 
(2) 栃木県医師修学資金貸与条例、同施行規則に挙げられる、公的医療機関、災害拠点病院、へ

き地医療拠点病院、設置主体に関わらず派遣が必要と知事が定める医療機関（以下、「公的

病院等」と言う）のうち、地域で果たす役割や医療機能を考慮した派遣の優先度が高く、以

下の要件を満たす医療機関に派遣する。 
・勤務環境への配慮がなされており、体調や家庭の事情なども配慮されること。 
・指導体制を考慮し、原則として、その科の常勤医が２人以上いること。 

(3) 地域医療に貢献しながら、専門研修プログラムの履修ができるよう配慮する。 
・履修を希望する者については、方針に則った派遣のなかで、専門研修プログラムに載る医

療機関での勤務ができるなどの配慮をする。 
・医師本人は、地域医療のための勤務が優先され、プログラム履修中の中断（選択した専門

研修プログラムに載らない医療機関での勤務）があり得ることを理解すること。 
(4) 別紙（表３）に示す大学病院での研修を希望可能とする。 

 
 （図２）修学資金貸与医師（平成 20～25 年度に貸与開始した者）の 
     派遣ローテーション（イメージ） 

2 年間 
（病院職員身分） 

［修学資金貸与年数×1.5］年間 
（県職員身分）2) 

臨床研修 1) 
 

 

公的病院等 3) 
＊臨床研修後は専門研修プログラム履修を配慮した派遣とし 4)、 
 履修後は地域医療への貢献を主眼とした派遣とする 

この間、希望により大学での研修（最長 2 年間）可能 5) 
1) 県内の臨床研修病院で行う。 
2) 臨床研修に引き続き大学での研修を行う場合は、その期間のみ病院職員身分とする。（研修修了後に

県職員となる、研修は１年に限り義務履行とする） 
3) 「公的病院等」には、保健医療計画に記載された「総合周産期母子医療センター」、「救命救急センタ

ー」、「子ども医療センター」に該当する大学病院の部門を含む。ただし専門研修プログラム履修中は当

該部門への派遣ではなく、大学病院での研修扱いとする。 
4) 義務年数により専門研修プログラム履修を配慮する期間が異なる。 
5) 専門研修プログラム履修を希望しない者についても同様の扱いとする。 

 
３ 産科医修学資金貸与医師（平成 28 年度以降に貸与開始した者）の配置方針 

(1) 県養成医師は別紙（表２）のような社会的使命があることを理解し、養成医師全体として使

命を果たせるよう各人が努めることとする。 
(2) 栃木県医師修学資金貸与条例、同施行規則等に挙げられる、公的医療機関、災害拠点病院、

へき地医療拠点病院、設置主体に関わらず修学資金貸与医師の勤務が必要と知事が定める

医療機関（以下、「公的病院等」と言う）のうち、地域で果たす役割や医療機能を考慮した

勤務の優先度が高く、以下の要件を満たす医療機関に勤務できるよう調整する。 
・勤務環境への配慮がなされており、体調や家庭の事情なども配慮されること。 
・指導体制を考慮し、原則として、産婦人科の常勤医が２人以上いること。 

(3) 地域医療に貢献しながら、専門研修プログラムの履修ができるよう配慮する。 
・履修を希望する者については、方針に則った配置で、専門研修プログラムに載る医療機関

に勤務するなどの配慮をする。 
・医師本人は、地域医療のための勤務が優先され、プログラム履修中の中断（選択した専門

研修プログラムに載らない医療機関での勤務）があり得ることを理解すること。 
(4) キャリア形成等に配慮し、義務年限中の公的病院等勤務の中断を認める。 

・臨床研修修了時点から「修学資金貸与年数×２＋２年」の期間内に、「修学資金貸与年数

×1.5」年間は、県指定の勤務とする必要がある。 
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 （図３）産科医修学資金貸与医師（平成 28 年度以降に貸与開始した者）の 
     派遣ローテーション（イメージ） 

2 年間 
（病院職員身分） 

［修学資金貸与年数×２＋２］年の期間 
（病院職員身分） 

臨床研修 1) 公的病院等 2) 
＊臨床研修後は専門研修プログラム履修を配慮した配置とし、 
 履修後は地域医療への貢献を主眼とした配置とする 

この間、育児休業やキャリア形成を目的とした研修が可能 3) 
1) 県内の臨床研修病院で行う。 
2) 県が指定する病院に、通算［修学資金貸与年数×1.5］年間勤務する。 
 「公的病院等」には、保健医療計画に記載された「総合周産期母子医療センター」に該当する大学病院

の部門を含む（ただし専門研修プログラム履修中の大学病院勤務は含まない）。 
3) 合計で、［修学資金貸与年数×２＋２］-［修学資金貸与年数×1.5］年間まで。 
 （6 年貸与を受けた場合は、14-9=5 年間） 
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（別紙） 
 （表１）選択に関する診療科の状況 

区 分 診療科 1) 状 況 
従来（～H30）指定 内科 外科 

整形外科 産婦人科 
麻酔科 

・派遣できる病院数が比較的多い 
・選択できる専門研修プログラムが比較的多い

2)（麻酔科を除く） 
小児科 救急科 
総合診療 

上記に加えて 
・派遣できる地域が限られる 3) 

選択にあたり 
注意が必要 

放射線科 ・派遣できる病院数が少ない 5) 

精神科 脳神経外科 

泌尿器科 形成外科  
・派遣できる地域が限られる 3) 

選択にあたり 
相当注意が必要 
 
 

脳神経外科 泌尿器科 

放射線科 形成外科 

眼科 耳鼻咽喉科 病理 

リハビリテーション科 

皮膚科 

・派遣できる病院数が少ない 5) 
・派遣できる地域が限られる 3) 

・選択できる専門研修プログラムが少ない 4) 

行政 ・(一社)社会医学系専門医協会の１プログラム

が履修可能 
選択不可 臨床検査 ・派遣できる病院がない 6) 

1) (一社)日本専門医機構の専門医制度における基本領域によるもの。（行政を除く） 
2)  県内の病院を基幹施設とするプログラムが３以上ある。 
3) 県内に「その科の常勤医２人以上の病院」がない医療圏が存在する。（H31Ｒ2.4 栃木県医療政策課

調べ） 
4) 県内の病院を基幹施設とするプログラムが自治医大附属病院、獨協医大病院のもののみ又は選択可能な

プログラムが２以下。 
5) 県内で「その科の常勤医２人以上の病院」が３～９に限られる。（H31Ｒ2.4 栃木県医療政策課調べ） 
6) 県内に「その科の常勤医２人以上の病院」が大学病院のみ。（H31Ｒ2.4 栃木県医療政策課調べ） 

 
 （表２）県養成医師の社会的使命 

診療科の例 望まれる医師像 選択について 
内科、外科、整形

外科、総合診療科

など 
 

・「地域を支える医師」として、自分の専攻分野における標

準的な医療を提供できるほか、地域でかかりつけ医とし

て活躍できる技能を有し、職場、役割に応じて適切に対

応できる。 
・地域の中核的な病院、へき地診療所のほか、地域偏在の解

消となる医療機関で勤務する。 

県養成医師の半数

以上が選択するこ

とが望ましい 1)。 
 

産婦人科、小児

科、整形外科、麻

酔科、救急科な

ど、ほか政策医療

に関する分野 

・「分野を支える医師」として、自分の専攻分野における標

準的な医療を提供できるほか、場面に応じた適切なプラ

イマリケアと他科との連携ができる。 
・地域の中核的な病院のほか、その分野に関して地域偏在

の解消となる医療機関等で勤務する。 

 
 
 
 

内科、総合診療科

など 
 

・「地域をつくる医師」として、自分の専攻分野における標

準的な医療を提供できるほか、保健、介護、福祉等の幅

広い分野も含め、地域の健康問題に適切に対応できる。 
・地域の中核的な病院、へき地診療所のほか、地域包括ケア

システムの中核となる医療機関で勤務する。 

 
 
 

1) 栃木県の病院勤務医師(2,952 人)中、内科 31.6%, 外科 12.0%, 整形外科 6.3%であることを参考

としている。（ほか、産婦人科 3.8%, 小児科 5.5%, 麻酔科 4.4%, 救急科 1.6%などの状況である）

（平成 30 年厚生労働省医師統計） 
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 （表３）大学病院での研修 

研修先： 自治医科大学附属病院、獨協医科大学病院、国際医療福祉大学病院 
     のいずれか 
条 件： 専門研修プログラム履修を希望する場合は、自ら専攻医登録し、採用される、

または採用されていること 
           専門研修プログラム履修と関係ない場合は、研修先より受入が許可されること 
時 期： 卒後３年目以降 
期 間： 原則１年間、最長２年間 
身 分： 県職員身分継続 
給 与： 専門研修プログラム履修の場合は、研修先の規定で研修先負担 
           専門研修プログラム履修と関係ない場合は、県の規定で県負担 
義 務： １年以内の期間は義務年限に算入する 
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（参考）派遣に関する年間スケジュール 

医療対策協議会：養成医師の派遣方針を協議 

医師派遣大学等協議会：翌年度の養成医師の配置（案）を協議 

 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

県           

養成 

医師 

          

関連 

会議体 

          

翌
年
度
の
派
遣
先
を
内
示 

医
師
派
遣
大
学
等
協
議
会 

 
 
 
 

面談 

医
療
対
策
協
議
会 

医
療
対
策
協
議
会 

 
 

専
門
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
募
集
開
始 

医局等との調整 

専門研修プログラム選択 
（翌年度から専門研修履修開始を希望する医師のみ） 

医
療
対
策
協
議
会 


