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資料１－３ 

改訂素案 現行 

栃木県キャリア形成プログラム 

※全部改訂のため、以下、主要な部分に下線を引く。 

 

１ 趣旨 

本プログラムは、医療法第30条の23第２項第１号及び同法第30条の25第１項第５号の規

定に基づき、県養成医師が医師として県内の公的医療機関等に従事するに当たり、地域医

療提供体制の確保と本県養成医師の能力の開発・向上の両立を図ることを目的に作成する

ものです。 

 

２ 基本的事項 

(1) 適用対象者 

ア このプログラムは、次に掲げる県養成医師に対して適用します。 

(ｱ) 自治医科大学を栃木県枠として卒業した医師（以下「自治卒医」という。） 

(ｲ) 獨協医科大学を栃木県地域枠として卒業した医師（以下「獨協地域枠医師」と

いう。） 

(ｳ) 栃木県医師修学資金貸与条例の規定に基づき、平成27年度以前に、診療科指定

の医師修学資金の貸与を受けた医師（以下「旧修学資金貸与医師」という。） 

(ｴ) 栃木県医師修学資金貸与条例の規定に基づき、平成28年度以降に、診療科指定の

医師修学資金の貸与を受けた医師（以下「新修学資金貸与医師」という。） 

イ 自治卒医、獨協地域枠医師及び旧修学資金貸与医師（以下「県採用医師」とい

う。）にあっては、プログラム対象期間中、本県職員として採用し、県が人事権を有

した上で、県内公的医療機関等へ派遣することとします。 

 

(2) 対象期間等 

ア プログラム対象期間は、適用対象者の区分ごとに、修学資金の返還免除要件を達

成するまでの期間（以下「義務年限」という。）とします。 

イ 自治卒医及び獨協地域枠医師にあっては、義務年限のうち、医師の確保を特に図

るべき区域等において一定期間勤務することとします。 

栃木県キャリア形成プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ プログラムの対象期間 

県養成医師の医師免許取得後から義務年限満了日までの期間とする。 

なお、義務年限満了後に、「義務年限終了後県養成医師の派遣に係る取扱方針」（２－

（４）参照）の適用を受ける場合は、当該期間も対象とする。 
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改訂素案 現行 

 

適用対象者 

（県養成医師） 

対象期間 

（義務年限） 

医師の確保を特に図るべき 

区域等における就業期間 

初期臨床研修 

期間の取扱い 

自治卒医 修学資金の貸与を受

けた期間の２分の３

に相当する期間 

対象期間の２分の１に相当す

る期間は、へき地医療に関わ

る公的医療機等に勤務 

対象期間に含

む 

獨協地域枠医師 修学資金の貸与を受

けた期間の２分の３

に相当する期間 

原則として、対象期間のうち

４年間以上は、医師少数区域

に所在する公的医療機関等に

勤務 

対象期間に含

む 

旧修学資金貸与 

医師 

修学資金の貸与を受

けた期間の２分の３

に相当する期間 

指定なし 対象期間に含

めない 

新修学資金貸与 

医師 

修学資金の貸与を受

けた期間の２倍に相

当する期間に２年を

加えた期間内に、県

内の公的医療機関等

に勤務した期間が修

学資金の貸与を受け

た期間の２分の３に

相当する期間に達す

るまでの期間 

指定なし 対象期間に含

めない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 義務年限の満了日 

自治医科大学卒

業医師 

自治医科大学が都道府県知事の意見を聴いて指定する公的病院

等に勤務した期間（臨床研修期間及び１年以内の大学での研修期

間を含む）が自治医科大学医学部修学資金の貸与を受けた期間の

２分の３に相当する期間に達したとき。（勤務期間の２分の１の期

間は、知事が指定するへき地等の指定公的病院等に勤務する。） 

獨協医科大学栃

木県地域枠卒業

医師 

知事が指定する公的病院等に勤務した期間（臨床研修期間及び

１年間以内の大学での研修期間を含む）が栃木県医師修学資金の

貸与期間の２分の３に相当する期間に達したとき。 

医師修学資金貸

与医師 

○貸与開始が平成 27 年度以前の場合 

知事が指定する公的病院等に勤務した期間（臨床研修期間を除

き、１年以内の大学での研修期間を含む）が栃木県医師修学資金

の貸与期間の２分の３に相当する期間に達したとき。 

○貸与開始が平成 28 年度以後の場合 

臨床研修後、栃木県医師修学資金の貸与期間の２倍に相当する

期間に２年を加えた期間内に、知事が指定する公的病院等で勤務

した期間が修学資金の貸与期間の２分の３に相当する期間に達し

たとき。 

（注）義務の履行期間に算入しない期間 

・育児休業期間、介護休業期間、休職等の期間 

・大学での研修のうち１年を超える期間（２－（２）－②参照） 
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(3) 対象診療科 

ア 自治卒医及び獨協地域枠医師が従事を希望する診療科については、原則として制

限を設けないこととします。ただし、専門研修プログラムの内容又は派遣可能な公

的医療機関等の状況等により、希望する診療科では修学資金の返還免除要件を達成

し得ないと認められる場合には、診療科の選択に実質的な制限が生じることとなり

ます。 

イ 栃木県保健医療計画等に基づき県が推進している医療政策及び県内の公的医療機

関等における医師の派遣ニーズを踏まえ、県として特に確保を図る診療科は表１の

とおりです。 

ウ 特定の診療科に希望が集中した場合又は県が政策的に医師の確保を図ろうとする

診療科への希望が少ない場合には、面談等を実施の上、選択する診療科の再検討を

依頼する場合があります。 

エ 旧修学資金貸与医師が従事する診療科は、小児科、産科又は整形外科とします。 

オ 新修学資金貸与医師が従事する診療科は、修学資金の貸与決定時に指定した診療

科（小児科又は産科）とします。 

 

表１：特に確保を図る診療科 

※具体的な診療科は、医療対策協議会での意見も踏まえ今後検討 

 

(4) 従事先となる公的医療機関等 

ア 県養成医師は、プログラムの対象期間中、次に掲げる県内の公的医療機関等にお

いて医師として勤務することとします。 

(ｱ) 医療法第31条に規定する公的医療機関 

(ｲ) 災害拠点病院として知事が指定した病院 

(ｳ) へき地医療拠点病院として知事が指定した病院 

(ｴ) 地域医療支援病院 

(ｵ) 行政機関（栃木県保健福祉部） 

２ キャリア形成プログラム 

（１）基本的事項 

① キャリア形成支援対象診療科 

地域医療の確保に資するため、県は、下表の診療科に係る県養成医師のキャリア形

成を支援する。 

区 分 支援対象診療科 

自治医科大学卒業医師 

獨協医科大学栃木県地域枠

卒業医師 

「県養成医師の派遣方針とキャリア形成支援につい

て」における方針を理解のうえ、とちぎ地域医療支援セ

ンターと相談して選択した診療科 

医師修学資金貸与医師 ○貸与開始が平成 20 年度から平成 22 年度まで 

産科、小児科 

○貸与開始が平成 23 年度から平成 24 年度まで 

産科、整形外科、麻酔科 

○貸与開始が平成 25 年度以後 

産科 

② キャリア形成プログラム期間中の身分 

キャリア形成プログラム期間中の県養成医師の身分は下表のとおりとする。 

区 分 身 分 

自治医科大学卒業医師 

獨協医科大学栃木県地域

枠卒業医師 

栃木県職員 

医師修学資金貸与医師 ○貸与開始が平成 27 年度以前の場合 

臨床研修中、および臨床研修修了後引き続き大学で

の研修を行う期間は、就業先の病院職員 

臨床研修修了後（引き続き大学での研修を行う場合

はその修了後）より栃木県職員 

○貸与開始が平成 28 年度以後の場合 

就業先の病院職員 
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改訂素案 現行 

(ｶ) その他知事が必要と認める病院 

イ 適用対象者の区分に応じて勤務対象となり得る具体的な医療機関は、表２のとおり

です。 

ウ なお、自治卒医にあっては、対象期間（義務年限）の２分の１に相当する期間にお

いて、へき地医療に関わる公的医療機関等に勤務する必要があることから、その選択

した診療科にかかわらず、へき地診療所又はへき地医療拠点病院等での勤務が必要と

なります。 

 

表２：県内の公的医療機関等（令和４（2022）年４月時点） 

 ※記載省略 

 

３ 県採用医師のキャリア形成 

県は、派遣先の決定に当たっては、県採用医師が、卒後年数に応じて適切に医師とし

てのキャリア形成を図ることができるよう支援します。 

 

(1) 基本方針 

初期臨床研修の修了後は、県内の公的医療機関等において医師として勤務することと

なりますが、プログラム対象期間中において、一般社団法人日本専門医機構が認定する

専門医の取得を希望する場合には、基本領域の専門研修プログラムを履修できるよう派

遣先を調整します。 

 

(2) 初期臨床研修 

初期臨床研修は、県養成医師の区分に応じて、以下の病院で実施することとします。 

ア 自治卒医 自治医科大学附属病院 

イ 獨協地域枠医師 獨協医科大学病院 

ウ 旧修学資金貸与医師 県内の初期臨床研修病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ キャリア形成に関する方向性の決定 

○ 県は、県養成医師の希望を聞き、公的病院等への派遣と医師のキャリア形成が両

立できるよう、県養成医師ごとに派遣ローテーションなどの個別のプログラムを定

める。なお、地域の医療提供体制の安定化・充実のため、個別のプログラムを変更

することがあり得ることについて、県養成医師に理解を求める。 

○ 県は、県養成医師が(一社)日本専門医機構認定専門医の取得を希望する場合は、

基本領域の専門研修プログラムが履修できるよう配慮する。ただし、県養成医師が

希望できるプログラムは２－（４）－④に掲げる県内の病院を基幹施設とするもの

に限る。県は、県養成医師が専攻医の期間、専門研修プログラムがプログラム制か

カリキュラム制であるかの状況も配慮し、基幹施設等と連携し個別のプログラムを

定める。 

○ 県養成医師が育児、介護、傷病等により配慮を要する状況である場合は、県は、

ワーク・ライフ・バランスが両立できるよう派遣先医療機関を選定する。 

 

（２）自治医科大学卒業医師、獨協医科大学栃木県地域枠卒業医師及び貸与開始が平成 27

年度以前の医師修学資金貸与医師に係る基本プログラム 
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(3) 専門研修 

ア 専門研修期間中の派遣先は、原則として、専門研修基幹施設が作成した研修ロー

テーションに準じることとします。ただし、当該研修ローテーションでは修学資金

の返還免除要件を達成し得ない場合には、県と研修プログラム統括責任者が協議

し、派遣先及び派遣期間を定めることとします。 

また、１医療機関当たりの派遣期間は、原則として１年単位とし、専門研修プロ

グラムの履修上、真にやむを得ない場合に限り６か月単位とします。 

イ 専門研修は、全て県内の公的医療機関等において行うこととし、県外医療機関で

の研修が必要となる専門研修プログラムの選択は認めないこととします。 

ウ 専門研修プログラムの履修に必要がある場合には、１年以内に限り、自治医科大

学附属病院又は獨協医科大学病院（大学病院）に派遣します。 

エ 専門研修プログラムの履修の都合上、やむを得ず１年を超えて大学病院での研修

が必要となる場合には、いわゆる義務履行を中断した上で、大学病院での研修を行

うことを認めます。また、この場合の義務履行中断期間は、原則として１年間とし

ます。 

オ なお、専門研修基幹施設に対する専攻医の登録及び応募等は、県養成医師が自ら

行うこととします。  

 

(4) 研修期間以外の期間 

ア 県は、県採用医師の希望するキャリアの実現及びワーク・ライフ・バランスの充

実が図られるよう配慮するとともに、地域医療提供体制の確保に向けて、県内にお

ける医師の地域偏在等を踏まえた上で、県養成医師の派遣先を選定します。 

イ 県採用医師が様々な地域・医療機関で等しく経験を積むことができるよう、１医

療機関当たりの派遣期間は、原則として２年間とします。 

ウ 専門医の認定を受けた医師にあっては、当該診療科の医師として公的医療機関等

に派遣することを基本とします。ただし、県採用医師全体の派遣状況及び公的医療

機関等における派遣ニーズにより、当該診療科の医師としての派遣が困難であっ

以下を基本とし、診療科別にモデルプログラムを定める。 

 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

臨床研修 専門研修プログラム履修 公的病院等 

へき地診療所を

含む 

公的病院等 

基幹病院＋連携病院 

履修プログラムによって

は履修期間４年 原則２年でローテーション 

※医師修学資金貸与医師については、貸与期間が個人ごとに異なるため、貸与年数に合

わせて定める。 

 

① 臨床研修 

臨床研修を実施する病院は下表のとおりとする。 

区 分 臨床研修病院 

自治医科大学卒業医師 自治医科大学附属病院 

獨協医科大学栃木県地域枠卒業医師 獨協医科大学病院 

医師修学資金貸与医師 県内の臨床研修病院 

 

② 大学での研修 

○ 本項で定める研修を、「栃木県医師修学資金貸与条例」第２条第３号に定める「専

門研修」とする。 

○ 県養成医師は、卒後３年目以後、原則１年以内の間、下表の大学病院で研修を実

施することができる。特に必要がある場合は最長２年間まで可能とする。但し、公

的病院等への派遣が優先される事情がある場合は、研修の時期や期間が変更される

ことがある。 

○ 県養成医師が専門研修プログラム履修のため大学病院で研修する必要がある場合

は、本項で定める研修を利用して履修する。 
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て、修学資金返還免除要件の達成に支障があると考えられる場合には、関連性が高

い診療科（内科又は外科等）の医師として派遣先を調整することもあります。 

エ 県採用医師が、育児、介護又は傷病等により配慮を要する状況である場合には、

その事情を勘案した上で派遣先医療機関を選定します。 

 

(5) 義務履行の中断事由 

プログラム対象期間中に、以下の事由が生じた場合には、いわゆる義務履行を中断

します。 

ア 育児休業 

イ 専門研修の履修のために必要となる大学病院での研修（３－(3)－エに該当する場

合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大学での研修の期間のうち１年間（１年未満の間の研修はその期間）は、義務年

限の履行期間に算入される。 

大学病院 

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 

※厚生労働省告示「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病

院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ」別表第一に掲載

される病院（いわゆる DPC 対象病院Ⅰ群）を大学病院とする。 

 

③ 公的病院等への派遣 

○ 県は、「県養成医師の派遣方針とキャリア形成支援について」に定める公的病院等

への派遣を通じて、県養成医師の地域医療への貢献とキャリア形成の両立を図るこ

ととする。 

○ 派遣期間は原則として１医療機関あたり２年間とする。ただし、専門研修プログ

ラムの履修期間にあっては、その履修状況に応じた派遣期間とする。 

○ 県は、県養成医師を派遣する地域や期間について、平成 31(2019)年度以降「医師

確保計画（仮称）」の策定を通じて検討する。また、自治医科大学卒業医師に対して

は「自治医科大学医学部修学資金貸与規程」第７条第１項第１号＊に配慮した派遣

とする。 

＊）修学資金の貸与を受けた期間の２分の３に相当する勤務期間のうち２分の１の期

間は、知事が指定するへき地等の指定公立病院等に勤務するものとされている。 

○ 「栃木県医師修学資金貸与条例」第２条第６号、および「栃木県医師修学資金貸

与条例施行規則」第２条に定める医療機関は下表の通りである。また同規則第２条

の「その他知事が別に定める病院」は、設置主体に関わらず、県養成医師の勤務が

必要で、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い病院を、県が

派遣の都度定めるものとする。 
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４ 新修学資金貸与医師のキャリア形成 

新修学資金貸与医師にあっては、プログラム対象期間において自らの希望に応じたキ

ャリア形成を図ることとなりますが、県は、当該キャリアの実現に向けて、本人の希望

も踏まえながら所要の支援を行うこととします。 

 

 

(1) 初期臨床研修 

医師臨床研修マッチング協会が実施するマッチングに参加した上で、自らが希望す

る県内の初期臨床研修病院で実施する必要があります。 

(2) 義務履行の中断事由 

義務履行の中断事由は問いません。 

ただし、プログラム対象期間（通常は14年間）のうちに、修学資金の貸与を受けた

期間の２分の３に相当する期間（通常は９年間）を県内の公的医療機関等において勤

務する必要があります。 

 

 

５ 診療科別のモデルプログラム 

④ 診療科（(一社)日本専門医機構の専門医制度での基本領域）別モデルプログラム 

○ 県が県養成医師を派遣する病院は、次の事項を満たす病院とする。 

・常勤の指導医がいるなど、指導体制が十分であること。 

・勤務環境およびワーク・ライフ・バランスへの配慮がなされていること。 

○ 県養成医師が専門研修プログラムを履修するにあたり、県とプログラム統括責任

者が協議のうえ、県が配置病院及び期間を決定する。 

○ 大学での研修が２年間必要な場合は、卒後 10 年の勤務となる。（２－（２）－②

参照） 

以下、臨床研修期間の記載は省略し、臨床研修修了後より記載する。 

ア 内 科（内科専門研修プログラム） 

※以下、個別プログラムは記載省略 

 

（３）貸与開始が平成 28 年度以後の医師修学資金貸与医師に係るモデルプログラム 

① 臨床研修 

医師修学資金貸与医師が臨床研修を実施する病院は、栃木県内の臨床研修病院とす

る。なお、医師修学資金貸与医師は臨床研修で産科を履修すること。 

臨床研修の期間は義務年限の履行期間に算入しない。 

 

② 大学での研修 

○ 医師修学資金貸与医師は、希望により卒後３年目以後履修できる。県外の大学で

の研修も中断期間を利用することで履修可能である。但し、公的病院等への勤務が

優先される事情がある場合は、研修の時期や期間が変更されることがある。 

○ 県内の大学での研修の期間のうち１年間（１年未満の間の研修はその期間）は、

義務年限の履行期間に算入される。 

 

③ 公的病院等への勤務の指定 

○ 県は、２－（２）－③に掲げる公的病院等のうち産科又は産婦人科を標榜し、分

娩を取り扱っている病院での勤務の指定を通してキャリア形成を図ることとし、原
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診療科別のモデルプログラムは別表のとおりです。 

※具体的なプログラムは、今後関係機関と調整の上で、作成 

則として１医療機関あたり２年間を指定する。但し、新専門医制度の専門研修プロ

グラムの履修期間にあっては、その履修状況に応じた期間とする。 

○ 医師修学資金貸与医師は、修学資金貸与年数の２倍の期間に２年を加えた期間内

に義務としての勤務を完了できる見込みがある場合は、留学や育児・介護等のため

に一時的に勤務を中断することができる。 

 

（４）義務年限終了県養成医師の派遣に係る取扱い（ドクターバンク）について 

① 派遣対象者 

義務年限終了見込みである自治医科大学卒業医師、獨協医科大学栃木県地域枠卒業

医師、栃木県修学資金貸与医師（貸与開始が平成 27 年度以前の者）が義務年限終了後

も引き続き派遣されることを希望した場合で、県が派遣することが適当と認めた場合

に公的病院等へ派遣する。 

 

② 派遣人数 

１会計年度あたり４名以内（原則として利用開始年度ごとに２名以内）とする。た

だし、利用開始年度ごとに２名を超える場合であっても、産科医から申出がある場合

は枠外特例として認める。 

 

③ 派遣期間、身分 

○ 派遣の期間は、義務年限を終了した日の翌日から２年以内とする。 

○ 派遣中の身分は栃木県職員の身分とする。 

 

④ 派遣病院の決定 

県は、県養成医師の希望を聞き、サブスペシャリティに関するキャリア形成ができ

るよう、２－（２）－③の病院等の中から派遣先を決定する。 

 

 

 

 


