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【主な就職先 一覧】

医療福祉学部

リハビリテーション学科

＜理学療法学専攻＞
医療法人しらさぎ会 上三川病院、医療法人喬成会 花川病院、
医療法人啓仁会 石巻ロイヤル病院、医療法人財団明理会 西仙
台病院、医療法人財団明理会 明理会中央総合病院、医療法人篠
田好生会 篠田総合病院、医療法人社団カレスサッポロ 時計台
記念病院、医療法人社団カレスサッポロ 北光記念病院、医療法
人社団帰厚堂 南昌病院、医療法人社団輝生会 船橋市立リハビ
リテーション病院、医療法人社団健育会 石巻港湾病院、医療法
人社団弘慈会 宮古第一病院、医療法人社団昌医会 葛西循環器
脳神経外科病院、医療法人社団仁明会 石巻齋藤病院、医療法人
社団白嶺会 仙台整形外科病院、医療法人社団豊生会 東苗穂病
院、医療法人松田会 松田病院、医療法人城東整形外科 城東整
形外科、医療法人泉整形外科病院 泉整形外科病院、医療法人筑
波記念会 筑波記念病院、医療法人徳洲会 仙台徳洲会病院、医
療法人巖心会 栃内第二病院、医療法人財団明理会 介護老人保
健施設仙台青葉ロイヤルケアセンター、医療法人社団仁明会 介
護老人保健施設恵仁ホーム、医療法人社団緑愛会 介護老人保健
施設かがやきの丘、医療法人白光 介護老人保健施設シルバーヘ
ルス一関、医療法人美瑛 介護老人保健施設グリーンフィールズ
柳生、加美郡保健医療福祉行政事務組合 加美老人保健施設、岩
手県民主医療機関連合会盛岡医療生活協同組合 川久保病院、公
立大学法人福島県立医科大学 福島県立医科大学附属病院、国家
公務員共済組合連合会 東北公済病院宮城野分院、財団法人シル
バーリハビリテーション協会 メディカルコート八戸西病院、財
団法人会田病院、財団法人宮城厚生協会 坂総合病院、財団法人
宮城厚生協会 泉病院、財団法人宮城厚生協会 長町病院、財団
法人周行会 内科佐藤病院、財団法人湯浅報恩会 寿泉堂香久山
病院、財団法人博慈会 博慈会記念総合病院、財団法人黎明郷
弘前脳卒中センター、社会医療法人明和会 中通リハビリテー
ション病院、社会福祉法人南陽 介護老人保健施設ほなみ荘、社
団医療法人啓愛会 美山病院、社団法人全国社会保険協会連合会
東北厚生年金病院、社団法人地域医療振興協会 公立黒川病院、
社団法人地域医療振興協会 東京北社会保険病院、社団法人日本
海員掖済会 宮城利府掖済会病院、青森保健生活協同組合 あお
もり協立病院、地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立脳
血管研究センター、津軽保健生活協同組合 健生病院、独立行政
法人国立病院機構関東信越ブロック 西群馬病院、
日本赤十字社北海道支部 総合病院釧路赤十字病院、横浜市立市
民病院

医療福祉学部

リハビリテーション学科

＜作業療法学専攻＞
医療法人育志会 介護老人保健施設アルカディアウエル、医療法
人楽山会 せいてつ記念病院、医療法人啓仁会 石巻ロイヤル病
院、医療法人渓仁会 札幌西円山病院、医療法人財団明理会 イ
ムス富士見総合病院、医療法人財団明理会 丸森ロイヤルケアセ
ンター、医療法人而成会 介護老人保健施設ヒューマンシティ松
山、医療法人社団恵生会 介護老人保健施設リハセンターさわや
か、医療法人社団健育会 石巻港湾病院、医療法人社団幸和会
介護老人保健施設恵愛ホーム、医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病
院、医療法人社団仁明会 石巻齋藤病院、医療法人社団正風会
介護老人保健施設いきがい村、医療法人社団清山会 いずみの杜
診療所、医療法人社団清伸会 ふじの温泉病院、医療法人社団東
光会 戸田中央リハビリテーション病院、医療法人社団明芳会
横浜新都市脳神経外科病院、医療法人社団明芳会 新戸塚病院、
医療法人社団緑愛会 介護老人保健施設かがやきの丘、医療法人
若葉会 若葉病院、医療法人秀公会 あづま脳神経外科病院、医
療法人将道会 総合南東北病院、医療法人菅野愛生会 緑ヶ丘病
院、医療法人正和会 介護老人保健施設ほのぼの苑、医療法人誠
励会 ひらた中央病院、医療法人筑波記念会 筑波記念病院、医
療法人東北会 東北会病院、医療法人芙蓉会 村上病院、医療法
人有恒会 こだまホスピタル、医療法人寶樹会 仙塩総合病院、
岩手県民主医療機関連合会盛岡医療生活協同組合 川久保病院、
財団法人シルバーリハビリテーション協会 メディカルコート八
戸西病院、財団法人宮城厚生協会 泉病院、財団法人広南会 広
南病院、財団法人周行会 内科佐藤病院、財団法人総合花巻病院
総合花巻病院、財団法人太田綜合病院 太田総合西ノ内病院、財
団法人長野市保健医療公社 長野市民病院、財団法人湯浅報恩会
寿泉堂綜合病院、財団法人脳神経疾患研究所 南東北福島病院、
社会医療法人明和会 中通リハビリテーション病院、社会福祉法
人いわき福音協会 福島整肢療護園、社会福祉法人つばめ福祉会
特別養護老人ホーム白ふじの里、社会福祉法人宮城福祉会 介護
老人保健施設あいやま、社会福祉法人弘前豊徳会 介護老人保健
施設サンタハウス弘前、社団医療法人養生会 かしま病院、社団
法人地域医療振興協会 公立黒川病院、社団法人鶴岡地区医師会
湯田川温泉リハビリテーション病院、社団法人榮寿苑福祉会 介
護老人保健施設榮寿苑、大河原町外１市２町保健医療組合 みや
ぎ県南中核病院、特定医療法人沖縄徳洲会 千葉徳洲会病院、
地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立リハビリテーショ
ン・精神医療センタ－、特定医療法人敬愛会 介護老人保健施設
ナーシングホームさくらんぼ、特定医療法人徳洲会 新庄徳洲会
病院

保健福祉学部

保健福祉学科

＜保健福祉専攻＞
アイケアサービス仙台株式会社 有料老人ホームそらの苑、医療
法人杏林会 介護老人保健施設リハビリパークさくら、医療法人
杏林会 介護老人保健施設リハビリパーク高砂、医療法人社団初
心会 杜のホスピタル・あおばデイケア、医療法人社団清山会
介護老人保健施設いずみの杜、医療法人社団泉翔会 介護老人保
健施設泉翔の里、医療法人社団東北福祉会 介護老人保健施設せ
んだんの丘、医療法人将道会、医療法人福祉の森 特別養護老人
ホーム春の森から、一部事務組合下北医療センター 下北医療セ
ンター、宮城県立船岡支援学校、国立大学法人弘前大学 弘前大
学医学部附属病院、財団法人仙台市身体障害者福祉協会、社会
福祉法人えびす会 特別養護老人ホーム海松園、社会福祉法人さ
くら福祉会、社会福祉法人ふれあいの里 在宅障害者多機能支援
施設ラボラーレ、社会福祉法人みずほ、社会福祉法人みんなの
輪 指定障害福祉サービス事業所 わ・は・わ、社会福祉法人み
んなの輪 精神障害者小規模通所授産施設わはわ広瀬、社会福祉
法人やすらぎ会 特別養護老人ホーム不老園、社会福祉法人一寿
会 身体障害者療護施設仙萩苑、社会福祉法人園盛会、社会福祉
法人横浜社会福祉協会 救護施設清明の郷、社会福祉法人恩賜財
団東京都同胞援護会、社会福祉法人輝きの会 総合福祉施設いき
いきの郷、社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 宮城県啓佑学
園、社会福祉法人鹿島育成園、社会福祉法人小野町社会福祉協
議会 小野町老人デイサービスセンター、社会福祉法人松寿会
特別養護老人ホーム長生園、社会福祉法人新生会 知的障害者施
設第二新生園、社会福祉法人聖愛育成会 特別養護老人ホーム聖
愛園、社会福祉法人青葉福祉会、社会福祉法人仙台市手をつな
ぐ育成会 知的障害者施設ワーキングギルド花梨、社会福祉法人
仙台市手をつなぐ育成会 知的障害者施設工房しらかば、社会福
祉法人千桜会 特別養護老人ホーム会津敬愛苑、社会福祉法人千
代福祉会、社会福祉法人川崎町社会福祉協議会、社会福祉法人
大樹、社会福祉法人中川徳生会 特別養護老人ホーム中川の里、
社会福祉法人東北福祉会 特別養護老人ホームせんだんの館、社
会福祉法人富谷町社会福祉協議会、社会福祉法人福祉の里 介護
老人保健施設みのり苑、社会福祉法人北信福祉会 グループホー
ムやながわ、社会福祉法人牧人会 知的障害者施設あだたら育成
園、社会福祉法人本荘久寿会、社会福祉法人雄勝福祉会、社会
福祉法人槃特会、
工藤建設株式会社介護事業部 フローレンス聖蹟桜ヶ丘、株式会
社奥山商店 有料老人ホームスマイルやまのべ、株式会社ニチイ
学館 ニチイのほほえみ仙台八乙女、株式会社ここみケア 心彩
村いろは、ワタミの介護株式会社、アースサポート株式会社、
あさひな農業協同組合、ゴールドトラスト株式会社 ゴールドエ
イジ・フォーリア、コスモシステム株式会社、タカラ米穀株式
会社、ワタキューセイモア株式会社、株式会社いちい、株式会
社ウェル、株式会社エヌ・エス・シー ドコモショップ古川ロッ
クタウン店、株式会社えむ・わい・けい、株式会社ここみケ
ア、株式会社タイヨウ、株式会社トヨタレンタリース福島、株
式会社ヨークベニマル、株式会社三経フードサービス、栗っこ
農業協同組合、青葉商工株式会社、特定非営利活動法人スケッ
チブック、特定非営利活動法人幸創、栃木県警察、防衛省 陸上
自衛隊、有限会社メープル

保健福祉学部

保健福祉学科

＜生活福祉専攻＞
医療法人杏林会 介護老人保健施設リハビリパーク高砂、医療法
人財団聖蹟会 介護老人保健施設アーバンみらいハートランド東
大宮、医療法人社団喜英会 介護老人保健施設加瀬ウェルネスタ
ウン、医療法人社団清風会 介護老人保健施設清風、医療法人社
団東北福祉会 介護老人保健施設せんだんの丘、医療法人美瑛
介護老人保健施設グリーンフィールズ柳生、社会福祉法人カト
リック児童福祉会 特別養護老人ホームパルシア、社会福祉法人
さくら会 特別養護老人ホームさくら荘、社会福祉法人安心会
特別養護老人ホームさいたまほほえみの里、社会福祉法人永楽
会 特別養護老人ホーム郷和荘、社会福祉法人加美玉造福祉会
特別養護老人ホーム岩出の郷、社会福祉法人宮城県福祉事業協
会 特別養護老人ホーム茂庭苑、社会福祉法人宮城厚生福祉会
高齢者福祉施設宮城野の里、社会福祉法人敬長福祉会 特別養護
老人ホームチアフル遠見塚、社会福祉法人桜樹会 介護老人保健
施設季館、社会福祉法人仙台市社会事業協会 特別養護老人ホー
ム 仙台楽生園、社会福祉法人千賀の浦福祉会 特別養護老人
ホーム松島長松苑、社会福祉法人泉白陵会 特別養護老人ホーム
泉ふるさと村、社会福祉法人大崎市社会福祉協議会鹿島台支所
特別養護老人ホーム敬風園、社会福祉法人長井弘徳会、社会福
祉法人杜の村 介護老人保健施設みさとの杜、社会福祉法人東松
島福祉会 特別養護老人ホームやもと赤井の里、社会福祉法人東
北福祉会 特別養護老人ホームせんだんの杜、社会福祉法人南東
北福祉事業団 総合南東北福祉センター、社会福祉法人陽光福祉
会 重度心身障害児（者）施設エコー療育園、ビーエッチ株式会
社
＜精神保健福祉専攻＞
ＮＰＯ法人ソキウスせんだい 地域生活支援センターソキウス、
医療法人財団明理会 西仙台病院、社会福祉法人みんなの輪
わ・は・わ沖野、社会福祉法人ゆうゆう舎 ぱれった・けやき、
社会福祉法人宮城県身体障害者福祉協会 身体障害者療護施設杏
友園、特定非営利活動法人未知 グループ未知

総合政策学部

総合政策学科

コンピュータサイエンス学科

科学技術学部
住環境デザイン学科

いしのまき農業協同組合、エスフーズ株式会社、ジェイアール
バス東北株式会社、ジェコス株式会社、ホーマック株式会社、
遠藤商事株式会社、奥州金ヶ崎行政事務組合、花北興産有限会
社 花北モータースクール、株式会社アムラックストヨタ、株式
会社カインズ、株式会社ガッツエンターテイメント、株式会社
カワチ薬品、株式会社クラヤ三星堂、株式会社クリニカル・ト
ライアル、株式会社サカエ、株式会社サンシティ、株式会社ソ
レーユ、株式会社タックルベリー、株式会社ネクスコ東日本パ
トロール、株式会社ほくとう、株式会社ホットマン、株式会社
マルニ、株式会社メガネトップ、株式会社モリヤ、株式会社
ヨークベニマル、株式会社ヨドバシカメラ、株式会社一の坊、
株式会社幸楽苑、株式会社北海道日水、岩手北部農業共済組
合、警視庁、佐川急便株式会社、佐藤株式会社、税理士法人
タックス・マスター、仙台トヨペット株式会社、千葉県警察、
東都クリエート株式会社、東日本ハウス株式会社、東日本旅客
鉄道株式会社、東邦ホールディングス株式会社、同和警備株式
会社、日高商事株式会社、扶桑電通株式会社、服部コーヒー
フーズ株式会社、福祉の森グループ、防衛省 陸上自衛隊、有限
会社北流園芸、学校法人東北文化学園大学
ユニバーサルインフォメーションサービス株式会社、株式会社
幸楽苑、協立システム開発株式会社、社会福祉法人東北福祉会
特別養護老人ホームせんだんの杜ものう
株式会社ジェス診断設計、株式会社タカカツ、株式会社ビーグ
ル、株式会社フジクラ・ダイヤケーブル、株式会社レオパレス
２１、株式会社興盛工業所、株式会社古畑総合建装、株式会社
清田工業、株式会社西原衛生工業所、株式会社大伸建設、積和
不動産東北株式会社、川本工業株式会社、銅谷設備株式会社、
日比谷総合設備株式会社、熱研プラント工業株式会社

