【平成２３年３月卒業者 就職状況】
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【主な就職先 一覧】
＜理学療法学専攻＞
医療法人財団弘慈会 石橋病院、医療法人しらさぎ会 新上三川
病院、医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院、公益社団法人地域医
療振興協会 公立黒川病院、社会福祉法人千宏会 介護老人保健
施設庭の里、医療法人松田会 介護老人保健施設エバーグリー
ン・イズミ、医療法人社団白嶺会 介護老人保健施設はくれい、
社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協札幌病院、医療法人松田
会 介護老人保健施設エバーグリーンツルガヤ、医療法人社団紺
整会 船橋整形外科病院、財団法人竹田綜合病院、医療法人松田
会 松田病院、三春町立三春病院、医療法人壮幸会 行田総合病
院、医療法人寶樹会 仙塩総合病院、医療法人秀公会 あづま脳
神経外科病院、白石市外二町組合 公立刈田綜合病院、医療法人
社団愛友会 三郷中央総合病院、財団法人宮城厚生協会 坂総合
病院、福島医療生活協同組合 わたり病院、財団法人宮城厚生協
会 泉病院、津軽保健生活協同組合 健生病院、社会医療法人明
和会 中通リハビリテーション病院、医療法人泉整形外科病院、
財団法人星総合病院 星ヶ丘病院、医療法人将道会 総合南東北
病院、財団法人三友堂病院 、岩切中央クリニック、財団法人仁
泉会医学研究所 北福島医療センター、財団法人黎明郷 弘前脳
卒中センター、公立大学法人 福島県立医科大学附属病院、財団
法人宮城厚生協会 長町病院、仙台北部整形外科スポーツクリ
ニック、医療法人本多友愛会 仙南病院、医療法人社団清山会
介護老人保健施設さくらの杜、社団法人慈恵会 青森慈恵会病
院、医療法人謙昌会 総合リハビリ美保野病院、医療法人社団松
柏会 至誠堂総合病院、医療法人社団三草会 クラーク病院、医
療法人鉄蕉会 亀田総合病院、医療法人雄心会 函館新都市病
院、医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター、医療法人医徳会
真壁病院
医療福祉学部

リハビリテーション学科

＜作業療法学専攻＞
いがらし整形外科、社会福祉法人創世福祉事業団 介護老人保健
施設「聖・オリーブの郷」、医療法人翠十字 杜都中央病院、社
会福祉法人岩手県社会福祉事業団 岩手県立療育センター、医療
法人医徳会 真壁病院、医療法人有恒会 こだまホスピタル、医
療法人社団泉翔会 介護老人保健施設藤の里、財団法人脳神経疾
患研究所 附属総合南東北病院、大仙市立大曲病院、財団法人宮
城厚生協会 泉病院、医療法人横浜宮崎脳神経外科病院、日本赤
十字社宮城県支部 石巻赤十字病院、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、医療法人社団共生会 中条
中央病院、財団法人湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院、大河原町外１
市２町保健医療組合 みやぎ県南中核病院、医療法人新医療会
明生リハビリテーション病院、公益社団法人地域医療振興協会
公立黒川病院、特定医療法人弘慈会 宮古第一病院、財団法人三
友堂病院、医療法人社団仁明会 齋藤病院、医療法人松田会 松
田病院、医療法人社団桐和会 川口さくら病院、財団法人温知会
会津中央病院、医療法人将道会 総合南東北病院、医療法人財団
明理会 西仙台病院、財団法人太田綜合病院 太田熱海病院、東
日本電信電話株式会社 ＮＴＴ東日本東北病院、社会医療法人明
和会 中通リハビリテーション病院、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、医療法人篠田好生会
篠田総合病院、上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病
院、国家公務員共済組合連合会 東北公済病院宮城野分院、医療
法人徳洲会 新庄徳洲会病院、医療法人財団明理会 介護老人保
健施設仙台ロイヤルケアセンター、財団法人湯浅報恩会 寿泉堂
香久山病院、財団法人温知会 会津中央病院、医療法人社団千宏
会 介護老人保健施設ローズむらやま、社団法人全国社会保険協
会連合会 東北厚生年金病院、医療法人社団真仁会 南部郷総合
病院、医療法人社団研水会 平塚病院、医療法人楽山会 大湯リ
ハビリ温泉病院、医療法人社団明芳会 イムス板橋リハビリテー
ション病院、財団法人宮城厚生協会 長町病院

保健福祉学部

保健福祉学科

＜保健福祉専攻＞
社会福祉法人自生会 特別養護老人ホーム自生苑、社会福祉法人
同愛会 東京事業本部 加賀福祉園、医療法人社団心司会 介護老
人保健施設しょうわ、医療法人ひろせ会 広瀬病院、社会福祉法
人神奈川県社会福祉事業団 箱根老人ホーム、株式会社シグマコ
ミュニティ さくらハウス西花園、医療法人社団みゆき会 介護
老人保健施設みゆきの丘、社会福祉法人永楽会 特別養護老人
ホームおながわ、医療法人翠十字 杜都中央病院、社会福祉法人
なのはな会 知的障害児通園施設なのはな園、アースサポート株
式会社 アースサポート仙台、有限会社レイノーブル ショート
ステイ・はぎの里、社会福祉法人無量壽会 老人短期入所施設清
涼苑、ベスト学院株式会社、社会福祉法人湖星会 特別養護老人
ホームみどりの郷、特定非営利活動法人アフタースクールぱる
け ヘルプサービスぱるけかりーにょ、医療法人松田会 松田病
院、コスモスケア株式会社 木ノ下デイサービスセンターコスモ
ス、社会福祉法人福寿会 旭園、社会福祉法人東松島福祉会 特
別養護老人ホーム成田の里、社会福祉法人みんなの輪 精神障害
者小規模作業所わ・は・わ美里、医療法人社団みゆき会 ライフ
ケアセンター南舘、社会福祉法人大樹 グループホームひなた、
社会福祉法人つどいの家 仙台つどいの家、社会福祉法人仙台市
社会事業協会 母子生活支援施設 仙台つばさ荘、財団法人磐城
済世会 おりづる緊急通報センター、株式会社ここみケア リハ
ビリテーション青山、財団法人脳神経疾患研究所 附属総合南東
北病院、医療法人青仁会 青南病院、社会福祉法人臥牛三敬会
レインボー多賀城、株式会社ウェルハウス東北、社会福祉法人
国見会 特別養護老人ホーム国見苑、コスモスケア株式会社 グ
ループホームコスモス松陵、社会福祉法人登米市社会福祉協議
会、社会福祉法人若竹大寿会 横浜片倉三枚地域ケアプラザ、
医療法人財団明理会 介護老人保健施設仙台ロイヤルケアセン
ター、有限会社ウェルファー デイサービスセンタードンクマ
サー末広、株式会社日本介護福祉グループ 茶話本舗デイサービ
ス若林亭、医療法人福祉の森 特別養護老人ホーム春の森から、
さくら福祉保健事務組合 特別養護老人ホーム愛松園、医療法人
福祉の森 介護老人保健施設春風のころ、株式会社ここみケア
リハビリテーション青山、社会福祉法人大樹 グループホーム木
かげ、社会福祉法人武尊会、株式会社エフティコミュニケー
ションズ 、外ヶ浜漁業協同組合、郵便事業株式会社、株式会社
カインズ、株式会社シールズ、株式会社富士薬品、株式会社恒
和薬品、株式会社ピュア、さがえ西村山農業協同組合、株式会
社アトム ジクトカンパニー、明治屋産業株式会社、入三機材株
式会社、トヨタカローラ山形株式会社、カラカミ観光株式会社
秋保グランドホテル、株式会社オーイズミフーズ、株式会社
トップ、株式会社クリエイト・エス・ディー、株式会社ヴァン
ドームヤマダ、株式会社ツルハホールディングス、株式会社第
一ホーム、大和冷機工業株式会社、海上自衛隊、学校法人東北
文化学園大学
＜生活福祉専攻＞
社会福祉法人敬長福祉会 特別養護老人ホームチアフル岩沼、特
定非営利活動法人ゆうあんどあい デイサービスセンターはらの
まち、医療法人仙台医療福祉会 仙台富沢病院、特定非営利活動
法人あいの実 、医療法人社団中谷クリニック 介護老人保健施
設リーブズ、社会福祉法人千宏会 介護老人保健施設庭の里、社
会福祉法人大樹 グループホームほくと苑、社会福祉法人仙台
ビーナス会 ケアハウス大宮、社会福祉法人みゆき福祉会 特別
養護老人ホームみずほの里、社会福祉法人仙台ビーナス会 特別
養護老人ホーム白東苑、医療法人伸裕会 介護老人保健施設貴布
祢、医療法人社団裕正会 介護老人保健施設ウェルケア新吉田、
株式会社ベストライフ ベストライフ仙台、社会福祉法人東松島
福祉会 特別養護老人ホーム成田の里、医療法人社団悠愛会 ク
リニックあこがれ、医療法人松田会 鶴ヶ谷クリニック、社会福
祉法人ファミリー ハピネス都築、ホシザキ東北株式会社、東日
本旅客鉄道株式会社
＜精神保健福祉専攻＞
特定非営利活動法人黒川こころの応援団 、社会福祉法人自生会
特別養護老人ホーム自生苑、医療法人翠十字 杜都中央病院、陸
上自衛隊

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

セキスイファミエス東北株式会社、アーク引越センター株式会
社、株式会社トライアルカンパニー、フジ技研株式会社、株式
会社グリーンテック、株式会社ミニミニ、東日本旅客鉄道株式
会社、株式会社岩手日日新聞社、株式会社東日本宇佐美、株式
会社オーシマ小野商事、アークランドサカモト株式会社、株式
会社東京めいらく、宮城第一信用金庫、秋田いすゞ自動車株式
会社、ネッツトヨタ福島株式会社、株式会社光通信、株式会社
アトム ジクトカンパニー、防衛省、福島懸商工信用組合、株式
会社サトー商会、岩手いすゞ自動車株式会社、株式会社パール
ライス宮城、株式会社サカエ、株式会社千葉相続事業承継コン
サルタンツ、東北かながわ株式会社、大崎地域広域行政事務組
合 消防本部、株式会社プロダクションリード、伊達みらい農業
協同組合、あさひな農業協同組合、大郷町職員、ＪＫホール
ディングス株式会社、宮城交通株式会社、株式会社セノン、株
式会社河北仙販、株式会社ＪＲ東日本リテールネット、第一生
命保険株式会社、株式会社ツルハホールディングス 、株式会社
一条工務店仙台、株式会社ナック、株式会社ホテイフーズコー
ポレーション、株式会社伊藤チェーン
服部コーヒーフーズ株式会社、キューアンドエー株式会社、株
式会社ゲイン、株式会社ＶＳＮ、協立システム開発株式会社、
株式会社三鈴、東武機器株式会社、株式会社コメリ、株式会社
ヴィクサス
菊地建設株式会社、株式会社東建工営、銅谷設備株式会社、株
式会社丸吉、株式会社クリハラント、セキスイファミエス東北
株式会社、株式会社ニトリ、熱研プラント工業株式会社、株式
会社西原衛生工業所、株式会社山寺風雅の国、株式会社城口研
究所、佐々木電気工業株式会社、有限会社天童住宅設備

