
（単位：円）

区       分 金　　額 区　　　　分 金　　額

１．寄付金 17,633,500 １．学生の経済支援 4,700,000

（内訳） （内訳）

個人等　183件 (5,735,000) 第１弾　25名 (1,250,000)

医局等の寄付金振替　29件 (6,543,500) 第２弾　69名 (3,450,000)

医学部後援会　334件 (5,355,000)

２．その他 1,731,000

（内訳）

感染対策消耗品購入 (1,657,000)

PCR検査補助等 (74,000)

３．次年度繰越金 11,202,500

合     計 17,633,500 合     計 17,633,500

【備考】

  　支出の部における，１．学生の経済支援は，申請者に一律5万円を支給した。

  　第一弾（2020.9月募集）と第二弾（2020.10～11月募集）の申請条件は、別紙募集要項を参照。

令和2年度　医療系学生への修学・奨学事業寄付金　収支報告書

収         入 支        　　 出



2020年 9月 14日 

2020年 9月 18日更新（朱書き部分） 

 

 

岡山大学病院で臨床実習する学生が、高リスクのアルバイトから、低リスクのアルバイト 

に変更する際の、アルバイト中断期間の生活費等の一時的経済支援について 

【令和 2年 10月 12日（月）17時】締切 

 

 

 医学部（医学科、保健学科）、歯学部、薬学部、保健学研究科、医歯薬学総合研究科に所属する学生が、

岡山大学病院で臨床実習する期間に、生活費を賄うため、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に感

染するリスクの高いアルバイトをしている例があります。本人が、市中で感染した場合、岡山大学病院内

にウイルスを持ち込むことになり、院内クラスターが発生する危険があります。 

一方、学生が臨床実習する岡山大学病院には、肺炎等が蔓延した場合、生命の危険のある患者さんも入

院等されており、地域の最後の砦という現状があります。このことから、医療従事者は、病院内にウイル

スの持ち込みを何としてでも阻止する必要があります。学生も同様に、医療従事者の卵であることから、

教育活動と、感染防止の両立を図ることが必要であり、「学部生、大学院生が実施する臨床実習等（学内・

学外）実施時の、新型コロナウイルス 感染症（COVID-19）リスク軽減のためのガイドライン」（以下、

「ガイドライン」という。）を定めるとともに、この度、高リスクのアルバイトを禁止することを明記し

ました。また、高リスクのアルバイトから低リスクのアルバイト変更の期限として９月１１日を設定し

たところであります。 

ついては、高リスクのアルバイトから、低リスクのアルバイトに変更する際には、アルバイト期間の中

断が生じることから、その期間の生活費等の一時的経済支援（現金給付の支援）を行うこととします。 

 

※ガイドラインに明記した、高リスクのアルバイトとは、「カラオケ店」、「接待を伴う（いわゆる夜の街

の）飲食店（キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ等）」、「アルコールを提供する飲食店」、「カラオ

ケのある飲食店」です。 

 

１．対象 

次の事項にすべて当てはまる者 

（１） 岡山大学病院で２０２０年８月～１０月の間に臨床実習する医学部（医学科、保健学科）、歯

学部、薬学部、保健学研究科、医歯薬学総合研究科の学生 

（２） ２０２０年８月以降に高リスクのアルバイトから低リスクのアルバイトに変更した者（申請

後変更予定の者は、変更を確約できるもの。高リスクのアルバイトを辞めた者も含む。） 

（３） 保護者からの支援が限定的で、生活費を賄うため、アルバイトを継続しなければならない者 

（４） 原則として、授業料免除を受けている者 

（授業料免除を受けていない者は，所属の学生生活委員等の面談を受け，３の提出書類（８）

の様式８を提出してください。） 

別紙



 

   ※ 上記に準じるような場合も申請を可とします。なお、事前に電話（086-235-7002）で問い合

わせてください。 

     例）・県外移動規制に伴いアルバイトを辞めて生活に困っている場合 

       ・高リスクのアルバイトには該当しないが、それを辞めて生活に困っている場合 

       ・アルバイトを辞めた時期が８月よりも少し前だった場合 

      など 

 

２．給付額 

５万円を予定 

 

３．提出書類 

（１）（様式 1）アルバイト中断期間の生活費等の一時的経済支援申請書 

（２）（様式 2）高リスクのアルバイトをしていたことを証明する資料（貼り付け台紙） 

        ・２０２０年６月か、７月か、８月のもの 

（３）（様式 3）低リスクのアルバイトに変更したこと証明する資料（貼り付け台紙） 

        ・２０２０年８月以降のもの 

        ・高リスクのアルバイトを辞めた場合は、それを証明するものを添付 

（４）（様式 4）今後低リスクのアルバイトに変更する者は、誓約書 

（５）（様式 5）生活費の記入シート 

（６）（様式 6）保護者からの仕送り額を証明する資料（貼り付け台紙） 

        ・２０２０年７月か、８月のもの 

        ・仕送りが無い場合は，保護者がその旨を記載した書類を提出してください。 

  （７）（様式 7）振込先申出書 

  （８）（様式 8）学生生活委員長等の所見（必要な者のみ） 

 

４．提出方法、提出期限 

大学院医歯薬学総合研究科等学務課 学生支援担当（※）に持参 

令和 2年 10月 12日（月）17時【期限厳守】 

  ※ 所属が薬学部又は医歯薬学総合研究科（薬学系）の学生は、薬学部教務学生担当に持参 

   （鹿田に研究室がある場合は、医歯薬学総合研究科等学務課 学生支援担当で構いません。） 

 

５．その他 

・低リスクのアルバイトに変更する者が、誓約書に記載する期限までに変更しなかったり、虚偽の事項

が明らかになった場合、一時金の返還を求めます。 

・申請書類に記載された個人情報については，奨学支援事業の事務にのみ使用します。また、この申請

書類を提出したことで、修学上不利に扱われることはありません。 

 



６．提出先 

〒700-8558  岡山市北区鹿田町 2-5-1 

岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科等学務課 学生支援担当 

TEL 086-235-7002  [平日 8：30～17：00] 

  ※ 所属が薬学部・医歯薬学総合研究科（薬学系）の学生： 薬学部教務学生担当 

 

 



【令和 2年 11月 27日（金）17時】締切 

 

2020年 10月 26日 

≪新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済支援 第２弾≫ 

岡山大学（医療系キャンパス）からの各種制限に伴い 

経済的に困窮している学生への一時的経済支援について 

 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴い、多くの学生のみなさんが経済的な不安を

抱えておられると思います。医療系キャンパスとして多くの制限をかけている状況のなか、経済的に困窮

し、修学が困難となった学生のみなさんの負担を少しでも軽減し、学業に励んでいただけるよう、経済支

援の第２弾を行います。 

現在、岡山大学病院を有する医療系キャンパスでは、学生のみなさんに対して、アルバイトの禁止や強

い自粛・県外移動や通学・病院エリアへの立ち入り等、多くの制限をかけています。これは、市中感染し

てウイルスを敷地内に持ち込み、院内クラスターを発生させてしまう可能性を減らすための措置です。医

療系キャンパスでは、臨床実習中ではない方も、敷地内で患者さんと接触する可能性が大いにあります。

そのため、臨床実習中の方はもちろん、臨床実習を行わない方についても、ほぼ同程度の制限（禁止又は

強い自粛）をかけております。経済的な負担があることは承知しておりますが、医療従事者の卵として、

引き続き協力をお願いします。 

ついては、第２弾の経済支援からは、臨床実習中の方以外にも対象を広げ、生活費等の一時的経済支援

（現金給付の支援）を行いますので、対象や条件を確認の上、申請してください。 

第１弾と同様に、今まで行ってきた高リスクのアルバイトを辞めた・低リスクなものに変更した方はも

ちろん、他にも様々な理由で経済的に困窮している方に対しても、申請理由を記載していただき、支援を

検討します。申請理由について、「２．条件」で挙げておりますのでご確認ください。 

 

 

【参考】 

※高リスクのアルバイトとは、「学部生、大学院生が実施する臨床実習等（学内・学外）実施時の、新型

コロナウイルス感染症（COVID-19）リスク軽減のためのガイドライン」に明記した、「カラオケ店」、「接

待を伴う（いわゆる夜の街の）飲食店（キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ等）」、「アルコールを

提供する飲食店」、「カラオケのある飲食店」です。（その他の飲食店もリスクを伴うアルバイトに含まれ

ます。）アルバイトに関する制限の詳細は、 

大学 HP（http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/mdps/news_1383.html）を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙



【令和 2年 11月 27日（金）17時】締切 

 

１． 対象者 

・医学部、歯学部、薬学部、保健学研究科、医歯薬学総合研究科の学生であること。 

ただし、休学中・留学中の者は除く。留学生は、私費留学生のみ（国費留学生は除く）。 

・非正規生は、本学大学院入学が決定している研究生に限り申請可とする。 

※なお、第１弾の経済支援（申請受付期間 9月 14日～10月 12日）に申請した者も申請可。 

 

２． 条 件 

次の（１）～（３）すべてに当てはまる者。 

（その他の対象者で、支援を必要とする者は、下記の特記事項をよく読むこと。） 

 

（１） 2020年 1月以降、次のいずれかに当てはまる者 

① 禁止されている高リスクのアルバイトを辞めた者又は休止した者 

② 強い自粛に当てはまるアルバイトを辞めた者又は休止した者 

③ 県外からの通学制限や県外への移動制限により、アルバイトを辞めた者又は休止した者 

④ 病院エリアへの立ち入り制限のため、院内でのアルバイトを辞めた者又は休止した者 

⑤ 県外からの通学制限や移動制限により、県内でアパート，ホテル等の費用がかかった者 

 

（２） 保護者からの支援が限定的である者 

 

（３） 原則として、日本人学生は奨学金又は授業料免除を受けている者 

留学生については、奨学金の月額が 48,000円未満の者 

 

＜特記事項＞ 

※1 上記（３）のみに該当しない者： 

所属の学生生活委員長等の面談を受けて、家計状況の確認をさせていただくことを条件に、申請可

能とします。面談には、「３．提出書類」の様式１～６のうち、様式４以外のすべてを持参してくだ

さい。様式５申立書には、申請理由を記入してください。例えば、家計状況・家庭の諸事情・奨学金

や授業料免除を受けていない理由（学力・留年等）など、困窮していることが学生生活委員長等に伝

わるように記載して面談に臨んでください。 

※2 ※１以外で、（１）～（３）に該当しない項目がある者： 

該当しない項目があるが、支援が必要な場合は、事前に学務課学生支援担当へ、電話（086-235-

7002）で問い合わせてください。留学生で、英語で相談したい場合は、管理棟 1 階の国際部鹿田分

室へお越しください。 

相談の結果、支援が必要と思われる方については、学生生活委員長等の面談を案内します。その際

は、こちらで指示した様式を用意していただきます。 

 

  



【令和 2年 11月 27日（金）17時】締切 

 

３． 給付額 

 

３～５万円を予定 

 

 

４． 提出書類について 

（全員提出） 

様式１ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済支援 第２弾 申請書 

様式２ 生活費の記入シート 

様式３ 旅費等の振込申出書 

（該当者のみ提出） 

様式４ ２．条件の（１）および（２）の提出資料の貼付台紙・・・A4サイズで出せない者 

様式５ 申立書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 4が提出できない者 

様式６  学生生活委員長等の所見 ・・・・・・・・・・・・・・・ 面談の必要がある者 

   

様式４と５については、「別紙：２．条件（１）および（２）の提出資料について」を参照するこ

と。 

 

 

５． 提出方法、提出期限 

 

大学院医歯薬学総合研究科等学務課 学生支援担当（※）に持参。 

令和 2年 11月 27日（金）17時【期限厳守】 

  

 

６． 提出先 

 

〒700-8558  岡山市北区鹿田町 2-5-1 管理棟 1階 

岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科等学務課 学生支援担当 

TEL 086-235-7002  [平日 8：30～17：00] 

  ※ 所属が薬学部・医歯薬学総合研究科（薬学系）の学生： 薬学部教務学生担当 

 （鹿田に研究室がある場合は、医歯薬学総合研究科等学務課 学生支援担当で構いません。） 

※ 留学生の方は国際部鹿田分室と学生支援担当で受付します。 

 

７． その他 

 

・申請書に記載した事項について、虚偽が明らかになった場合、一時金の返還を求めます。 

・申請書類に記載された個人情報については，奨学支援事業の事務にのみ使用します。また、この申

請書類を提出したことで、修学上不利に扱われることはありません。 




