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沖縄協同病院（280床）

沖縄民医連では、医学生の皆さんが日常的にミーティングや
学習会、自習などで使用できるよう、医学生サポートセンター
を開設しています。ここは学生のためのフリースペースとなっ
ており、コピー機や大型テレビ、無線 LAN などを無料で使
用することができます。また、スタッフも常駐しており、実
習や学生生活に関する相談にものります。是非お気軽にお越
し下さい。

初期研修について

基本的診療能力を身につけることが初期臨床研修の第一の目標
であり、我流ではなくグローバルスタンダードなエビデンスに基
づいた医療を患者様に提供することを重視しています。疾患のみ
にとらわれるのではなく、全人的医療の視点で、患者様の生活
背景、社会背景にも気を配り“一人の人間”として捉える研修を
重視します。

■沖縄民医連医学生サポートセンター
〒903-0125
中頭郡西原町上原2-23-2 サンテラス屋良1F

TEL：098-833-3397

沖縄民医連 医学生サポートセンター
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困難を抱える人々によりそう医療 機関として「沖縄民医連」の誕生
　沖縄戦の荒廃の後、米軍統治下にあった沖縄では皆保険制度が無く、お金に余
裕がある人でなければ医者にかかることができない劣悪な医療体制でした。こう
した状況の中、多くの県民から民主的な医療機関の建設を求める声が上がり、「い
つでも、どこでも、誰にでも親切で良い医療と福祉を」の理念のもと、1970
年 12 月 14 日に沖縄民主診療所が開設され、沖縄民医連の歴史が始まりました。

奨学生制度について

100,000円/月
奨学生になると
奨学生は日常的には毎月開催している奨学生が集まるMSミーティングへの参加を必ず

お願いしています。また、医学の勉強だけにとどまらず、医師になる上での基礎とも言

うべき人間性・社会性を養う為、民医連が企画する様々なイベントや、全国規模での学

習会、地域医療フィールドワークなどへの企画に参加することができます。

沖縄県民主医療機関連合会　医学生担当
〒900-0024
沖縄県那覇市古波蔵 4-10-53　健康企画ビル 3F
TEL：098-833-3397
FAX：098-833-3398
HP：http://www.oki-min.jp

奨学生
制度の
説明

病院
実習

面接
（2回）

採用
判定

■奨学生制度の主旨

　沖縄民医連の医学部奨学生制度は、学生が学業に専念し、より充実した学生生活

を送る為、経済的な援助を行う事と、医学生の間に学ぶべき社会的な問題への学生

主体の学習企画などを経験してもらい、将来一緒に働く仲間を育む制度として設立

されました。

　この奨学生制度は医学生で民医連の理念や活動に共感でき、将来沖縄協同病院等

で働く意志がある方であればどなたでも申し込むことができます。

奨学生審査の流れ

お問合せ▶

沖縄民医連のあゆみ

1970
1976
1978
   

1987

2000
2005
2009

2011
2013
2014
2015

2016

2017
2019
2020

年　沖縄民主診療所誕生（現在は那覇民主診療所に改名）

年　沖縄協同病院開院

年　糸満協同診療所開所。沖縄民医連結成
　　県内民間病院として初めて研修医の受入れを行う
　　沖縄協同病院で透析開始、夜間透析沖縄第 1号

年　中部協同病院開院
　　・・・その後、首里や浦添地域にクリニック、
　　　（株）沖縄健康企画（保険薬局）、（株）メディコープおきなわ、
　　老健施設など順次設立

年　県内民間病院として初の臨床研修病院指定を取得

年　協同にじクリニック開所

年　沖縄協同病院新築移転、
　　既存の病院をとよみ生協病院に改名し、3病院へ

年　やんばる協同クリニック開所　本島全域に医療活動を展開

年　とよみ生協病院に新しく透析病棟を設立

年　那覇民主診療所、糸満協同診療所新築移転。まつお虹薬局設立

年　特別養護老人ホーム知花の里開所
　　デイサービスとよみがとよみ生協病院通所リハビリへ移設　

年　特別養護老人ホームゆがふ苑開所
　　　（株）沖縄健康企画　みさと虹薬局が開局

年　中部協同病院の建て替え工事開始。2019年 12月に完成予定。

年　中部協同病院建て替え完了　新病院開院（沖縄市美里）

年　現在の沖縄民医連加盟事業所
　　病院 3・診療所 6・老人保健施設 1・保険薬局 4・共同購入事業所 1
　　特別養護老人ホーム 2・介護群 3（生協ケアセンター 1）
　　包括支援センター 2

History of Okinawa Min-Iren

▶ ▶ ▶

奨学金

Scholarship Program for medical students
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※返済免除規程あり。沖縄民医連医学生奨学金貸付規定による。
　詳細についてはお問合せ下さい。



Scholarship Program for medical students

《病院見学実習》
沖縄民医連では加盟する病院、診療所で一年を通して全学年の見学・実習が可能です。
民医連らしい「無差別平等の地域に根ざした医療活動」が体験できます！
医療現場で ”生 ” の医療を体験する事は、あなたのモチベーションを高め、将来の医
師像やこれからの方向性について、何かが見えてくるきっかけになると思います。
実習のプログラム内容については皆さんのご意見・ご要望に応じます。また、実習中
は医師や医学生担当者をはじめ、多くの病院スタッフがサポートしますので、安心して実習に臨めます。
病院見学・実習についてのお問合せは随時受け付けております。お気軽にご相談下さい。

仲間になりませんか？
まずはぜひ沖縄協同病院の見学へお越し下さい。

01 私が民医連を選んだ理由 沖縄協同病院 3年目後期研修医　上地　ひかる

私が奨学生になった経緯 長崎大学 3年次　久貝　健人03

私が奨学生になった経緯 琉球大学 4年次　粟国　結愛02

●高校生・予備校生一日医師体験
病院の中ってどうなっているの？医師の仕事ってどんなこと？医学部ってどんなとこ？
そんな疑問や悩みを現役医学生や研修医が診断します！
進路を考える上で大きな経験になること間違いなし。
憧れの白衣を着て、現場で医療を感じよう！
※高校生・予備校生の一日医師体験は医学生実習とは別のプログラムをご用意しております。
　お気軽にご相談下さい。

病気もくらしもまるごと診る！
本場の地域医療が体験できます。

Hospital Practice

右のＱＲコードから直接申し込むか、もしくは下記へご連絡ください。
沖縄県民主医療機関連合会　医学生担当まで
TEL（098）833-3397　FAX（098）833-3398
URL：http://www.oki-min.jp

申込み方法
お問合せ　

メッセージ
Message

●病院見学実習の流れ（一例）

病院玄関前で待ち合わせ
担当者が、病院玄関前へお迎えに
上がります。

昼食
医局に戻り、医師や担当者と昼食
をとります。お弁当は病院で用意
しています。

オリエンテーション
医局で白衣に着替え、朝食を取りな
がら実習の流れや病院の説明を行
います。

午後実習スタート！
食事も済んで眠くなるところです
が後半も頑張りましょう！

ミーティングでの自己紹介
病院の全体ミーティングと医局
ミーティングで、簡単な自己紹介
を行います。

感想文の記入
実習から戻り、1 日を振り返って
感想文を記入します。

午前実習スタート！
医師に付いて、実習を開始します。
質問も大いにしましょう。

帰宅
着替えを済ませ、今日 1 日の実習
は終了です。

病院見学実習のご案内
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　私は医学部に入学する前から、漠然と「退院した患者さんや病院の外にいる患者さん達が、その
人らしく生活出来るようにサポートできる医師になりたい。」と考えていました。そんな中たまたま
沖縄民医連のパンフレットをもらい、民医連と奨学金制度について知りました。奨学生になった理
由として経済的な側面が一番大きかったのですが、民医連の理念の一つである「患者に寄り添う、
患者が生活する地域を支える。」という部分に魅力を感じ奨学生になることを決めました。さらに、
病院見学をした際に職員同士の距離が近く明るい雰囲気だったことも、この病院なら楽しく働ける
のではと気持ちを後押ししてくれました。
　奨学生活動を通して全国の様々な人と関わることができ、尊敬できる先輩や頼りになる仲間・支
えてくれる職員さんなどかけがえのない人々との繋がりが出来ました。また、自分の目指す医師像
についても考えを深めることが出来ました。
　現在初期研修医として沖縄協同病院で働き始め、日々の業務に追われることも多いですが、そん
な中でも「患者に寄り添う」医療を実践している先輩医師の姿をみると、この病院で働けて良かっ
たな、よし頑張ろうと気持ちを新たにすることが出来ます。また病院全体で研修医を育てようと、
医局はもちろんのことスタッフ皆が盛り上げてくれます。
　このパンフレットを手に持ったのも何かの縁だと思うので、ぜひ一度病院に見学・実習に来てみ
てください。そして沖縄協同病院の魅力を何かしら感じてくれたら幸いです。

　私は小さい時から協同病院にお世話になっており、高校生の頃から民医連の奨学金について知っ
ていました。いざ医学部入学が決まり、学資の工面について考えている時に民医連の九沖新歓企画
に参加させていただきました。
　企画では講演やディスカッションを通して、教室で講義を受けるだけでは知ることのできなかっ
た医療現場や、社会の実情について勉強することができました。また、他の学年の方や、他県の医
療系学生と将来の目標について語り合ったり、現場で活躍する医師や職員の方々と意見を交換した
り、とても楽しく、貴重な体験をさせていただきました。
　奨学金としての条件の良さや、将来は沖縄に貢献できるような人材になりたいと考えていた私に
ぴったりな返済条件、そして定期的に催される上記のような県内外での学習企画に魅力を感じまし
た。また、民医連奨学金を利用している学生や、民医連に所属する医師や職員の方々と実際に話し
てみて、皆それぞれの信念や目標を持ちながらも、様々な活動を通して無差別平等の医療福祉の実
現という一つの将来に向かい一丸となっていることを感じたのも決め手の一つです。
　実際、奨学生になってよかったと思っています。金銭面で余裕ができ、バイトの頻度をセーブするこ
とができました。また、同じ奨学生同士の交流があり、学年やサークル等に関係なく広い交友関係を築
くことができました。学習企画では様々な講演やフィールドワーク、グループディスカッションを通
して色々なことを学び、学生同士の交流で刺激をもらっています。同じ奨学生の先輩方や、民医連の先
生方そして職員の方々は皆さん優しくアツい方ばかりで、小さな相談にも乗ってくださいます。
　民医連の奨学金制度は、ただ経済的な援助を受けられるだけではなく、多くの面で医学生を支え
てくれます。勉強、バイト、サークル、そして民医連のイベント。なんでも欲張って将来の自分の
ために充実した学生生活を送れます。金銭的な心配がある方はもちろん、もっと実りのある大学生
活を送りたいと考えている方も一度医学生サポートセンターに足を運んでみてください。

　私は、妹も大学へ進学するということもあり、親に経済的な負担をかけることなく大学へ進みた
いと思いっていました。なので、大学合格後、奨学金制度を実施している団体を探していました。
そこで、私が 1 番に思いついたのが民医連でした。なぜなら、私が受験生のときに、沖縄協同病院
での 1 日医師体験や医学部模擬面接などでお世話になったことがあり、そこで民医連という団体に
ついて知る機会があったからです。受験生に対して、病院見学や面接指導など様々なサポートをし
ており、そのおかげで私自身かなり助けられました。
　実際に民医連の奨学生になってみて、奨学金のおかげで生活面では非常に助かっています。また、
民医連は金銭的なサポートだけでなく、自習スペースが確保でき、学習環境が整っていることや全
国の医療系学生との交流イベントも盛んで、医学生同士で仲良くなれたり、情報交換をできる機会
が多く、私はかなり充実した大学生活を送ることができています。その他にも、民医連では 1 年生
のときから病院実習ができるので、早い段階から現場での臨場感を味わえ、将来を明確にイメージ
しながら日々の勉強に取り組むことができます。私自身、病院実習を何度かしてみて、こんな素晴
らしい医師の先輩方と将来一緒に働きたいと強く思いました。これから奨学金を借りようかどうか
悩んでいる学生は、ぜひ一度病院見学をして病院の雰囲気の良さを感じてほしいし、職員の人たち
もみんな優しく接してくれるので、事務所へ足を運んで説明を聞いてみることをおすすめします。

あぐに

くがい けんと

うえち

ゆ  め
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Year-round Schedule
Scholarship Program for medical students

《九州・沖縄医学生の
つどい“ＫＯＭＳＡ”》
九州・沖縄の医学生
が集まり、医療問題や
社会問題など幅広く学
び、交流する企画。

《医看薬奨学生合
同サマーキャンプ》
沖縄民医連の医
学・看護・薬学の奨
学生が集まり、学
習・宿泊交流企画。
将来共に働く仲間
と交流を深める
チャンス。

《民医連の医療と研修を考える　
医学生のつどい/9月》
全国の医学生が集まり、医学や医
療を超えた学習を行い、将来の
医師像を考える企画。9 月は 1 泊
2 日で年間テーマの最初の企画。
全国の医学生と共に学ぼう。

《民医連の医療と研修を考える  医学生のつどい/12月》
全国の医学生が集まり、医学や医療を超えた
学習を行い、将来の医師像を考える企画。12
月は 1泊 2日で3月の本番に向けて、全国の
医学生と共に学び繋がりを広げよう。
《医看薬奨学生合同忘年会》
沖縄民医連の医学・看護・薬学奨学生の合同忘年会。

《長期休み実習》
沖縄民医連が加
盟している病院、
診療所で実習を
行う。

《新入生歓迎企画》
医学部1年生を招き、先輩奨学生や医師
との交流会を開催し、これから始まる医
学部生活を大いに歓迎する企画。
《新歓昼食会》
新歓期のこの時期は週に1度、医学生のた
めに医学生担当者がサポートセンターにて
料理を振舞い、新しく医学部に入学した1年
生を招き、先輩奨学生と交流を図る企画。

《みんフェス》
民医連のことが知りた
い！全国に友達が欲し
い！大学での過ごし方
を考えたい！
全国の新入医学生が集
まり、学習と交流を図
る企画。

奨学生になると、さまざまなイベントに参加できます！
県内にとどまらず、県外でのイベントも盛りだくさんで、
多くの出会いと学びが待っています !

九州・沖縄医学生のつどい（ＫＯＭＳＡ）
九州・沖縄の医学生が九州・沖縄エリアに学びのフォー
カスをあて集まり、開催地の特色を活かした医療や、
その地域の社会問題を学ぶことができます。開催地の
医学生が実行委員会を担い、学習テーマを決めていき
ます。全国医学生のつどいより距離が近く、より深く
交流ができます♪

KOMSA

奨学生活動紹介
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《民医連の医療と研修を考える  医学生のつどい/3月本番》
全国の医学生が集まり、医学や医療を超えた学習を行
い、将来の医師像を考える企画。3月は年間テーマの
総まとめとなり2泊3日で開催。全国の医学生と繋がる
チャンス。

1     2    3   4   5   6  
《九州・沖縄民医連新入生歓迎企画》
九州・沖縄の医学生と学び、交流
を深める企画。

～民医連の医療と研修を考える～

年に 3 回開催、全国各地の医学生医学生約 200 人が集
まり、学び交流する企画です。3月開催はなんと2泊3日。
自分が将来どういう医師になりたいか、民医連の医療や
研修とはどのようなものかなど、様々な興味・関心をも
とにじっくり学習と討論を行い、おおいに交流できます。

全国医学生のつどい

全国医学生のつどい
オススメ♪

月月 月 月 月 月


