【平成２４年３月卒業者 就職状況】
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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＞
いわき市総合磐城共立病院、医療法人タピック 沖縄リハビリ
テーションセンター病院、医療法人花咲会 介護老人保健施設レ
ストア川崎、医療法人啓仁会 石巻ロイヤル病院、医療法人財団
明理会 介護老人保健施設丸森ロイヤルケアセンター、医療法人
財団明理会 介護老人保健施設利府仙台ロイヤルケアセンター、
医療法人財団明理会 西仙台病院、医療法人篠田好生会 篠田総
合病院、医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院、医療法人社団
協友会 船橋総合病院、医療法人社団恵仁会 府中恵仁会病院、
医療法人社団健貢会 総合東京病院、医療法人社団幸和会 介護
老人保健施設恵愛ホーム、医療法人社団紺整会 船橋整形外科病
院、医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院、医療法人社団山形愛心
会 庄内余目病院、医療法人社団森山医会 森山リハビリテー
ション病院、医療法人社団森山医会 森山記念病院、医療法人社
団仁明会 齋藤病院、医療法人社団創進会 みつわ台総合病院、
医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院、医療法人社団鎮誠会
姫島クリニック、医療法人社団鎮誠会 李美の森整形外科、医療
法人社団熱海所記念病院 フレンドリー、医療法人社団脳健会
仙台リハビリテーション病院、医療法人社団保健会 東京湾岸リ
ハビリテーション病院、
医療法人社団北水会 リハビリデイサービスセンターかわわだ、
医療法人社団明芳会 新戸塚病院、医療法人社団木下会 千葉西
総合病院、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、医療法人松田会 介護老人保健施設エバーグリーン・ヤ
ギヤマ、医療法人生愛会 介護老人保健施設生愛会ナーシングケ
アセンター、医療法人誠励会 ひらた中央病院、医療法人泉整形
外科病院、医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会総合病院、医療法人明
倫会 日光野口病院、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、公益社団法人地域医療振興協会 公立黒川
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、財団法人星総合
病院 介護老人保健施設オリオン、財団法人竹田綜合病院、財団
法人黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、財団法
人星総合病院 三春町立三春病院、社会医療法人秀公会 あづま
脳神経外科病院、社会医療法人将道会 総合南東北病院、社団医
療法人盛岡繋温泉病院、社団医療法人養生会 かしま病院、社団
法人巨樹の会 蒲田リハビリテーション病院、社団法人巨樹の会
小金井リハビリテーション病院、社団法人巨樹の会 新上三川病
院、社団法人慈恵会 青森慈恵会病院、社団法人全国社会保険協
会連合会 仙台社会保険病院、社団法人能代山本医師会 能代山
本医師会病院、秋田県厚生農業協同組合連合会 平鹿総合病院、
秋田県厚生農業協同組合連合会 由利組合総合病院、庄内医療生
活協同組合 鶴岡協立リハビリテーション病院、仙台北部整形外
科スポーツクリニック、地方独立行政法人山形県・酒田市病院
機構 日本海総合病院、日本赤十字社宮城県支部 石巻赤十字病
院、日本赤十字社栃木県支部 足利赤十字病院、白石市外二町組
合 公立刈田綜合病院

医療福祉学部

リハビリテーション学科

＜作業療法学専攻＞
医療法人愛広会 介護老人保健施設新井愛広苑、医療法人共和会
介護老人保健施設ユニットケア泉、医療法人敬愛会 リハビリ
テーション天草病院、医療法人光友会 介護老人保健施設アルパ
イン川崎、医療法人財団明理会 介護老人保健施設利府仙台ロイ
ヤルケアセンター、医療法人篠田好生会 篠田総合病院、医療法
人社団帰厚堂 南昌病院、医療法人社団輝生会 初台リハリビ
テーション病院、医療法人社団幸和会 介護老人保健施設恵愛
ホーム、医療法人社団松柏会 至誠堂総合病院、医療法人社団仁
明会 齋藤病院、医療法人社団清山会 いずみの杜診療所、医療
法人社団筑波記念会 筑波記念病院、医療法人社団鎮誠会 李美
の森整形外科、医療法人社団洞口会 介護老人保健施設ライフケ
アセンター名取、医療法人社団有隣会 東大阪病院、医療法人社
団哺育会 さがみリハビリテーション病院、医療法人若葉会 若
葉病院、医療法人松田会 松田病院、医療法人新医療会 明生リ
ハビリテーション病院、医療法人仁泉会 川崎こころ病院、医療
法人正観会 御野場病院、医療法人泉整形外科病院、医療法人徳
洲会 新庄徳洲会病院、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、学校
法人埼玉医科大学 埼玉医科大学病院、学校法人帝京大学 ちば
総合医療センター、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、公益財団法人仁泉会 介護老人保健施設プ
ライムケア桃花林、公益財団法人仁泉会 北福島医療センター、
財団法人いわてリハビリテーションセンター、財団法人温知会
会津中央病院、財団法人宮城厚生協会 長町病院、財団法人三友
堂病院 三友堂リハビリセンター、財団法人周行会 内科 佐藤
病院、財団法人太田綜合病院 太田熱海病院、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、社会医療法人福島厚生会 福島第一病院、社団医療法人祐和
会 介護老人保健施設欅の里、社団法人巨樹の会 新上三川病
院、社団法人栃木県医師会 塩原温泉病院、秋田県厚生農業協同
組合連合会 北秋田市民病院、大崎市民病院、特定医療法人社団
みゆき会 みゆき会病院、独立行政法人国立病院機構 関東信越
ブロック 東埼玉病院、白石市外二町組合 公立刈田綜合病院、
有限会社太平プロジェクト きららアーバンパレス
＜言語聴覚学専攻＞
医療法人社団脳健会 仙台リハビリテーション病院、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
＜視覚機能学専攻＞
医療法人社団古川中央眼科、医療法人社団済安堂、医療法人松
田会 松田病院、学校法人金沢医科大学 金沢医科大学病院、地
方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院、東北
大学 東北大学病院、日本医科大学 付属病院、白石市外二町組
合 公立刈田綜合病院

保健福祉学部

保健福祉学科

＜保健福祉専攻＞
仙台市職員 宮城野区保健福祉センター、東北大学 東北大学病
院地域医療連携センター、医療法人育志会 介護老人保健施設ア
ルカディアウエル、医療法人華桜会 古川星陵病院、医療法人社
団泉翔会 介護老人保健施設泉翔の里、医療法人社団緑愛会 川
西湖山病院、医療法人仁泉会 にこにこプラザ五戸、医療法人泉
整形外科病院 介護老人保健施設コスモス、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、医療法人福祉の森 介護
老人保健施設春風のころ、医療法人福祉の森 特別養護老人ホー
ム春の森から、財団法人大原綜合病院、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暁星園、社会福祉法人キャラ
マラード 重症心身障害者施設デイサービスＢ型みどりの家、社
会福祉法人わたり福祉会 介護老人保健施設はなひらの、社会福
祉法人わらしべ舎 西多賀工房、社会福祉法人一寿会 身体障害
者療護施設仙萩苑、社会福祉法人恩賜財団済生会山形県済生会
山形済生病院、社会福祉法人栗原秀峰会 知的障害者更生施設
ほっとさわべ、社会福祉法人高嶺福祉会 特別養護老人ホーム初
富の里、社会福祉法人上山市社会福祉協議会 通所介護事業所
「デイサービスはやま」、社会福祉法人仙台市手をつなぐ育成
会 就労継続支援Ｂ型 ホープすずかけ、社会福祉法人大石ヶ原
会 グループホーム南吉成、社会福祉法人大石ヶ原会 特別養護
老人ホーム大石ヶ原苑、社会福祉法人登米福祉会、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
法人武蔵野千川福祉会 就労移行支援・就労継続支援Ｂ型チャレ
ンジャー、社会福祉法人奉優会 特別養護老人ホーム等々力の
家、社会福祉法人妙光福祉会 特別養護老人ホームやすらぎの里
金井、社会福祉法人無量壽会 特別養護老人ホーム寶樹苑いず
み、社会福祉法人友愛会 身体療護施設すげさわの丘、社会福祉
法人槃特会 知的障害者利用施設はんとく苑、特定非営利活動法
人自閉症ピアリンクここねっと 児童デイサービスみのり、コス
モスケア株式会社 グループホームコスモス鶴ヶ谷、株式会社こ
こみケア 心彩村、株式会社サンテック 清水沢あさひ園、
株式会社ベネッセスタイルケア、株式会社やさしい手、大崎地
域広域行政事務組合 加美消防署、陸上自衛隊多賀城駐屯地業務
隊、株式会社オートバックス宮城 スーパーオートバックス泉加
茂店、株式会社スギ薬局 日吉店、株式会社ダイユーエイト、株
式会社ドットネクスト 東海事務所、株式会社パラシオデビアナ
ベルカーサ、株式会社モンテローザ、株式会社ヨドバシカメラ
マルチメディア仙台、株式会社光通信 仙台支店、株式会社幸楽
苑 古川バイパス店、株式会社幸楽苑 鶴岡店、株式会社八神製
作所 立川営業所、東洋ゴム工業株式会社 仙台工場、仙台医療
福祉専門学校 言語聴覚学科
＜生活福祉専攻＞
医療法人財団弘慈会 介護老人保健施設グレイスガーデン、医療
法人財団明理会 介護老人保健施設利府仙台ロイヤルケアセン
ター、医療法人社団健育会 介護老人保健施設しおん、医療法人
社団清山会 みはるの杜診療所、医療法人明精会 介護老人保健
施設美野里、社会福祉法人愛の郷 短期老人入所施設らんらん、
社会福祉法人医療介護施設研究所 特別養護老人ホームまほろば
の里たいわ、社会福祉法人宮城県身体障害者福祉協会 身体障害
者授産施設啓生園、社会福祉法人宮城厚生福祉会 特別養護老人
ホーム十符風の音、社会福祉法人宏恵会 特別養護老人ホーム
リーフ鶴ヶ谷、社会福祉法人国見会 特別養護老人ホーム国見
苑、社会福祉法人悠愛会 特別養護老人ホームあこがれ、有限会
社福寿 サポートハウス高砂
＜精神保健福祉専攻＞
医療法人財団姉歯松風会 石越病院、医療法人社団原クリニッ
ク、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、医療法人翠十字 杜都千愛病院、医療法人東北医療福祉会
山形厚生病院、社会福祉法人ゆうゆう舎 ぱれった・けやき、東
北文化学園大学 研究生

総合政策学部

総合政策学科

知能情報システム学科

科学技術学部

人間環境デザイン学科

アマゾンジャパン株式会社 仙台カスタマーセンター、イオン
ファンタジー株式会社 ファンタジーアイランド利府店、イシイ
株式会社、さがえ西村山農業協同組合、セキスイハイム東北株
式会社 山形支社、セキスイファミエス東北株式会社 北日本支
社、みやぎ仙南農業協同組合、ヤマト運輸株式会社、リコーテ
クノシステムズ株式会社 宮城支社、一ノ蔵酒販株式会社 お酒
のディオランド、学校法人東北文化学園大学、株式会社Ｏｒｃ
ｈｅｓｔｅｒ、株式会社ＶＯＺ、株式会社アドコーポレーショ
ン、株式会社ウジエスーパー、株式会社エービーシー・マー
ト、株式会社オーネスト、株式会社オリエンタルウインド、株
式会社キクチ、株式会社サカイ引越センター、株式会社シティ
コミュニケーションズ、株式会社ジャパンニューアルファ、株
式会社ツルハ、株式会社テレ・マーカー、株式会社ナック、株
式会社ニップコーポレーション 東日本事業部、株式会社ハーツ
ライフサポート 西多賀コールセンター、株式会社ファーストテ
クノ、株式会社フィナンシャル・エージェンシー、株式会社プ
レスアート、株式会社マスターマインズ、株式会社ヤナセ東
北、株式会社やまや、株式会社ヨドバシカメラ マルチメディア
仙台、株式会社伊藤チェーン、株式会社秋田スズキ、株式会社
仙台国際ホテル、株式会社帝都、株式会社廣済堂 東京本社、宮
城スバル自動車株式会社、宮城県警察本部、京浜不動産株式会
社 仙台支店、公立大学法人福島県立医科大学、江渡商事株式会
社 盛岡営業所、山形日産自動車株式会社、秋田県信用組合、昇
栄建設株式会社、菅野産業株式会社、盛岡公務員法律専門学
校、西松建設株式会社 東北支店、仙台和光純薬株式会社、杜の
都信用金庫、東京アカデミー仙台校、東日本旅客鉄道株式会社
盛岡支社、東北電子専門学校、藤岡事務所、栃木県警察本部、
南相馬市職員 南相馬市博物館、防衛省、北郡信用組合、昱機電
株式会社
ＲＥＧＧ株式会社、ヤンマーエネルギーシステム株式会社 仙台
支店、株式会社アテネコンピュータシステム 仙台事業部、株式
会社エヌエスシー、株式会社コーワメックス、株式会社ドリー
ムジャパン、株式会社ホギメディカル、株式会社ユニオンソフ
トウェアマネジメント、株式会社光通信、協立システム開発株
式会社、東北電力株式会社 鶴岡営業所、東北文化学園大学大学
院 生活環境情報専攻 前期課程、明治屋産業株式会社、有限
会社髙橋建築設計事務所
ＮＰＰＤＥＶＥＬＯＰ株式会社、タカラスタンダード株式会社
石巻営業所、株式会社Ａｓｗｅｌｌ、株式会社プライムカ
ラー、株式会社やえがし、株式会社一条工務店仙台、株式会社
魁設計、株式会社丸本組、株式会社氏家建築設計事務所、株式
会社翠設計事務所、株式会社富樫工業、株式会社夢真ホール
ディングス、空調企業株式会社、第一温調工業株式会社、東日
設計コンサルタント株式会社 仙台支店、東北文化学園大学大学
院 生活環境情報専攻 前期課程、熱研プラント工業株式会
社、八戸トーヨー住器株式会社

