【就職状況 平成 15 年（2003 年）3 月卒業生】
社会医療法人康陽会、介護老人保健施設いきがい村、社会福祉法人南静会、福島労災病院、
茨城医療センター、一般社団法人鶴岡地区医師会、合同会社地域ケア開発機構、きらり健康
生活協同組合、十和田済誠会病院、介護老人保健施設サンライフえさし、在宅リハビリ看護
ステーションつばさ、学校法人埼玉医科大学、社団医療法人養生会、公益財団法人老年病研
究所、岩手県医療局、福岡和白病院、一般財団法人太田綜合病院、社会医療法人みゆき会、
社会医療法人河北医療財団

多摩事業部、医療法人霞水会、平川病院、一般財団法人竹田健

康財団、医療法人社団康心会、宮城県職員、医療法人華桜会、千葉徳洲会病院、医療法人新
成医会、かしま病院、医療法人大那、訪問看護ステーションとまと、附属総合南東北病院、
磐田市職員、医療法人くさの実会、総合東京病院、東八幡平病院、一宮温泉病院、社会医療
法人明生会、福井県職員、医療法人瑞穂会、社会医療法人北斗、医療法人社団誠馨会、新潟
こばり病院、介護老人保健施設せんだんの丘
【就職状況 平成 16 年（2004 年）3 月卒業生】
大泉記念病院、介護老人保健施設グリーンヒルズ、社会医療法人若竹会、医療法人愛広会、
医療法人社団景翠会、社会医療法人将道会、栗田病院、医療生活協同組合やまがた、長野医
療生活協同組合、医療法人菅野愛生会、社会福祉法人秀峰会、介護老人保健施設ベテランズ
サークル、中嶋病院、戸田中央医科グループ、医療法人瑞穂会、公益財団法人宮城厚生協会、
介護老人保健施設こすもぴあ、上都賀厚生農業協同組合連合会、一般財団法人竹田健康財団、
緑ヶ丘病院、茅ヶ崎新北稜病院、医療法人華桜会、静岡県職員、介護老人保健施設せんだん
の丘、志村大宮病院、青森敬仁会病院、介護老人保健施設リハビリパーク仙台東、青洲会病
院、公益財団法人星総合病院、社会医療法人河北医療財団 多摩事業部、介護老人保健施設
はくれい、堀川病院、医療法人仁泉会、医療法人寶樹会、新庄徳洲会病院、多賀総合病院、
鶴巻温泉病院、株式会社日立製作所病院統括本部、医療法人財団東京勤労者医療会、一般社
団法人鶴岡地区医師会、大崎市民病院、医療法人社団紫蘭会、加美郡保健医療福祉行政事務
組合、社会福祉法人陽光福祉会、一般財団法人太田綜合病院、春日居リハビリテーション病
院、吉岡病院、東北文化学園大学、千葉中央メディカルセンター
【就職状況 平成 17 年（2005 年）3 月卒業生】
株式会社日立製作所病院統括本部、ちば総合医療センター、高田西城病院、福島第一病院、
国立大学法人新潟大学、老人保健施設かみつが、介護老人保健施設なとり、茅ヶ崎新北稜病
院、訪問看護ステーションとまと、太田熱海病院、横浜新都市脳神経外科病院、介護老人保
健施設リハビリパーク花もよう、松田病院、医療法人社団幸隆会、仙台富沢病院、社会福祉
法人陽光福祉会、佐潟荘、医療法人岩切病院、訪問看護リハビリステーション銀の舞、西仙
台病院、横浜旭中央総合病院、介護老人保健施設リハビリパーク高砂、社団医療法人報昌会、
介護老人保健施設藤の里、介護老人保健施設とおの、光の家療育センター、山形さくら町病

院、一陽会病院、介護老人保健施設仙台ロイヤルケアセンター、吉岡病院、クローバーホス
ピタル、医療法人社団北樹会病院、川崎こころ病院、医療法人社団源守会、仙南サナトリウ
ム、公益財団法人会田病院、小平中央リハビリテーション病院、介護老人保健施設ほほえみ
の里、介護老人保健施設加瀬ウェルネスタウン、介護老人保健施設あんじん金沢、みさと健
和病院、埼玉みさと総合リハビリテーション病院、新庄徳洲会病院、みやぎの杜診療所、総
合南東北病院、日立梅ヶ丘病院、初台リハビリテーション病院、介護老人保健施設うらら苑、
附属総合南東北病院、介護老人保健施設さくらの杜、介護老人保健施設仙台青葉ロイヤルケ
アセンター、医療法人好生会、仁泉会病院、一般財団法人竹田健康財団、松浜病院、村上総
合病院、あづま脳神経外科病院、十和田済誠会病院
【就職状況 平成 18 年（2006 年）3 月卒業生】
医療法人東北医療福祉会、太田熱海病院、附属総合南東北病院、女川町立病院、特定医療法
人仁政会、医療法人健佑会、介護老人保健施設森の都、介護老人保健施設ほなみ荘、初台リ
ハビリテーション病院、緑ヶ丘病院、慶和病院、瀬野川病院、なかざわ整形外科リハビリテ
ーションクリニック、仙台富沢病院、川崎こころ病院、札幌西円山病院、一般財団法人三友
堂病院、介護老人保健施設鴻巣フラワーパレス、公益財団法人宮城厚生協会、鶴岡協立リハ
ビリテーション病院、会津中央病院、東京慈恵会医科大学附属病院、介護老人保健施設生愛
会ナーシングケアセンター、金上病院、介護老人保健施設ゆうゆうホーム、国見台病院、小
山記念病院、西仙台病院、附属美原記念病院、介護老人保健施設ベテランズサークル、宮古
第一病院、介護老人保健施設庭の里、医療法人正和会、仙台南病院附属介護老人保健施設、
介護老人保健施設せんだんの丘、介護老人保健施設利府仙台ロイヤルケアセンター、山形ロ
イヤル病院、介護老人保健施設松島みどりの家、函館中央病院、武田総合病院、介護老人保
健施設羽生の丘・オーベルジュ、介護老人保健施設なとり、医療法人社団洞口会、介護老人
保健施設リハビリパークあやめ、あづま脳神経外科病院、一般財団法人太田綜合病院
【就職状況 平成 19 年（2007 年）3 月卒業生】
医療法人社団丹心会、札幌西円山病院、訪問看護リハビリステーション銀の舞、医療法人華
桜会、一般財団法人太田綜合病院、公益財団法人宮城厚生協会、医療法人社団悠愛会、一般
財団法人三友堂病院、筑波学園病院、一般社団法人鶴岡地区医師会、介護老人保健施設グリ
ーンワーフ東戸塚、堀江病院、山王リハビリ・クリニック、美希病院、高根台病院、杜のホ
スピタル・あおば、医療法人中庸会、市川東病院、江田記念病院、石巻健育会病院、総合南
東北病院、さがみリハビリテーション病院、介護老人保健施設加瀬ウェルネスタウン、なる
せの郷、老人保健施設ライフケアセンター名取、寿泉堂香久山病院、森岳温泉病院、秋田県
厚生農業協同組合連合会、南東北福島病院、川久保病院、栗原市職員、丸木記念福祉メディ
カルセンター、介護老人保健施設さくらパレス、身体障害者更生施設梓園、あづま脳神経外
科病院、第二中央病院、新座病院、医療法人泉整形外科病院、介護老人保健施設恵愛ホーム、

新小文字病院、介護老人保健施設シルバーケア土浦、中嶋病院、一般財団法人周行会、医療
法人辰星会、シルバー病院、介護老人保健施設サンプラザ米沢、広南病院、医療生協さいた
ま生活協同組合、仙台富沢病院、イムス佐原リハビリテーション病院、医療法人杏林会、南
昌病院、介護老人保健施設ゆーとぴあ神室、沖縄リハビリテーションセンター病院、志村大
宮病院、八尾リハビリテーション病院、公益財団法人いわてリハビリテーションセンター、
介護老人保健施設湯の里にのへ、総合川崎臨港病院、北水会記念病院
【就職状況 平成 20 年（2008 年）3 月卒業生】
仙南中央病院、川崎こころ病院、釧路脳神経外科、こころのホスピタル古川グリーンヒルズ、
中村整形外科デイケア、希望病院、株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ、
医療法人松田会、永井ひたちの森病院、秋田県職員、介護老人保健施設エルダーランド、介
護老人保健施設庭の里、内科

佐藤病院、札幌西円山病院、さがみリハビリテーション病院、

介護老人保健施設メルヘン、新横浜リハビリテーション病院、青森県立はまなす医療療育セ
ンター、仙台整形外科病院、公益財団法人宮城厚生協会、一般財団法人三友堂病院、医療法
人博仁会、白金整形外科病院、医療法人医誠会、医療法人寶樹会、宮古第一病院、介護老人
保健施設春風のころ、医療法人泉整形外科病院、ミネルバ病院、介護老人保健施設茂庭台豊
齢ホーム、赤石病院、介護老人保健施設リハビリパーク、介護老人保健施設グリーンヒルズ、
公立黒川病院、仙台病院、介護老人保健施設景雲荘、介護老人保健施設リーブズ、横浜相原
病院、十和田済誠会病院、福島第一病院、日の出ケ丘病院、医療法人藹グループ、花川病院、
仙台リハビリテーション病院、介護老人保健施設生愛会ナーシングケアセンター、しのぶ病
院、医療法人社団松柏会、医療法人辰星会、介護老人保健施設せんだんの丘、中通リハビリ
テーション病院、恵愛病院、医療法人ノーブル、公益財団法人湯浅報恩会、社会医療法人将
道会
【就職状況 平成 21 年（2009 年）3 月卒業生】
松島医療生活協同組合 なるせの郷、医療法人社団永慈会 永井ひたちの森病院、医療法人寶
樹会 仙塩総合病院、医療法人社団倭会 ミネルバ病院、医療法人社団赤石会 赤石病院、福
島県厚生農業協同組合連合会、財団法人済誠会 十和田済誠会病院、医療法人郡山整形外科・
内科、医療法人喬成会 花川病院、医療法人正和会 ほのぼの苑、医療法人将道会、医療法人
社団帰厚堂 南昌病院、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
仁愛会 新潟中央病院、医療法人ひまわり会 札樽病院、大河原町外１市２町保健医療組合
みやぎ県南中核病院、社会福祉法人毛呂病院、財団法人広南会 広南病院、医療法人あけぼ
の会 介護老人保健施設なごみのさと、医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院、社会福祉法人千
宏会 介護老人保健施設庭の里、医療法人筑波記念会 筑波記念病院、財団法人黎明郷、医療
法人翠十字 杜都中央病院、医療法人将道会 総合南東北病院、医療法人社団三成会 南東北
春日リハビリテーション病院、 特定医療法人徳洲会 新庄徳洲会病院、財団法人湯浅報恩会

寿 泉堂綜合病院、医療法人道南勤労者医療協会 函館陵北病院、学校法人帝京大学 ちば総
合医療センター、庄内医療生活協同組合、医療法人社団健育会 石巻港湾病院、医療法人社
団健進会 新津医療センター病院、特定医療法人明生会、医療法人社団萌彰会 那須脳神経外
科病院、医療法人掬水会 介護老人保健施設 エヴァ・グリーンなとり、医療法人社団愛友会
津田沼中央総合病院、医療法人社団誠淳会 介護老人保健施設伊良湖ケアセンター、医療法
人雄心会 函館新都市病院、医療法人本多友愛会 仙南中央病院、医療法人社団蔵王会 仙南
サナトリウム、医療法人社団北樹会病院、社団医療法人養生会 かしま病院、医療法人 島門
会 本島総合病院、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、医療法人社団脳健会 仙台リハビリテーショ
ン病院、医療法人社団光生会 平川病院、医療法人社団斗南会 秋野病院、社団法人栃木県医
師会 塩原温泉病院、モックプランニング有限会社
【就職状況 平成 22 年（2010 年）3 月卒業生】
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
センター、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
【就職状況 平成 23 年（2011 年）3 月卒業生】
南東北春日リハビリテーション病院、附属総合南東北病院、登米市医療局、総合南東北病院、
介護老人保健施設かがやきの丘、秋田県立リハビリテーション・精神医療センター、中通リ
ハビリテーション病院、若葉病院、こだまホスピタル、介護老人保健施設藤の里、石巻健育
会病院、医療法人横浜宮崎脳神経外科病院、介護老人保健施設アルパイン川崎、川久保病院、
季美の森整形外科、寿泉堂綜合病院、みやぎ県南中核病院、明生リハビリテーション病院、
公立黒川病院、宮古第一病院、北福島医療センター、齋藤病院、松田病院、川口さくら病院、
会津中央病院、新庄徳洲会病院、西仙台病院、太田熱海病院、こころのクリニック山形、秋
田県立脳血管研究センター、篠田総合病院、菅間記念病院、東北公済病院宮城野分院、共愛
会病院、介護老人保健施設仙台ロイヤルケアセンター、寿泉堂香久山病院、会津西病院、介
護老人保健施設ローズむらやま、新潟中央病院、さがみリハビリテーション病院、医療法人
泉整形外科病院、南部郷総合病院、平塚病院、大湯リハビリ温泉病院、春日療養園、イムス
板橋リハビリテーション病院、長町病院
【就職状況 平成 24 年（2012 年）3 月卒業生】
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
初台リハビリテーション病院、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
【就職状況 平成 25 年（2013 年）3 月卒業生】
医療法人華桜会、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
法人社団帰厚堂 南昌病院、医療法人社団健育会 石巻港湾病院、医療法人社団山形愛心会
庄内余目病院、医療法人社団松柏会 至誠堂総合病院、医療法人社団石福会 介護老人保健施
設ヒーリングホーム四倉、医療法人社団石福会 四倉病院、医療法人社団鎮誠会、医療法人
社団白金会 白金整形外科病院、医療法人社団畑山医院 介護老人保健施設高森ロマンホー
ム、医療法人社団明山会 山形ロイヤル病院、医療法人 松田会、医療法人真木会 真木病院、
医療法人仁愛会 新潟中央病院、医療法人仁泉会 川崎こころ病院、医療法人徳洲会 新庄徳
洲会病院、医療法人博仁会 志村大宮病院、医療法人有恒会 こだまホスピタル、一般財団法
人三友堂病院 三友堂リハビリテーションセンター、一般財団法人竹田綜合病院、学校法人
帝京大学 ちば総合医療センター、株式会社日立製作所茨城病院センター 日立総合病院、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、気仙沼市職員 気仙沼市立病
院、財団法人温知会 会津中央病院、財団法人星総合病院、財団法人脳神経疾患研究所 附属
総合南東北病院、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、社会福祉法
人千葉県身体障害者福祉事業団 千葉県千葉リハビリテーションセンター、秋田県厚生農業
協同組合連合会、特定医療法人博愛会 菅間記念病院、独立行政法人国立病院機構 関東信越
ブロック、独立行政法人国立病院機構 北海道東北ブロック 岩手病院、白石市外二町 組合
公立刈田綜合病院、福島県厚生農業協同組合連合会
【就職状況 平成 26 年（2014 年）3 月卒業生】
北福島医療センター、今村病院、公益財団法人星総合病院、附属総合南東北病院、介護老人
保健施設高森ロマンホーム、特別養護老人ホーム国見苑、四倉病院、こだまホスピタル、介
護老人保健施設丸森ロイヤルケアセンター、岩手病院、南昌病院、横浜相原病院、東北公済
病院宮城野分院、香椎丘リハビリテーション病院、至誠堂総合病院、医療法人松田会、太田
西ノ内病院、医療法人金上仁友会、総合南東北病院、富士病院、栗原市立栗原中央病院、船
橋市立リハビリテーション病院、医療法人寶樹会、竹田綜合病院、石巻ロイヤル病院、中嶋

病院、坂総合病院、仙南中央病院、西仙台病院、公益財団法人宮城厚生協会、介護老人保健
施設丸森ロイヤルケアセンター、碑文谷病院、明生リハビリテーション病院、介護老人保健
施設あこがれ、三郷中央総合病院、泉病院、医療法人辰星会、東北会病院、地方独立行政法
人秋田県立病院機構
【就職状況 平成 27 年（2015 年）3 月卒業生】
さがみリハビリテーション病院、医療法人松田会、こだまホスピタル、西大宮病院、杉山病
院、公益財団法人総合花巻病院、西仙台病院、公益財団法人星総合病院、桜ヶ丘中央病院、
船橋北病院、医療法人社団北樹会病院、南東北福島病院、石巻赤十字病院、イムス富士見総
合病院、小金井リハビリテーション病院、医療法人泉整形外科病院、総合南東北病院、宮城
病院、多摩あおば病院、石巻ロイヤル病院、三友堂病院、仙台富沢病院、森山記念病院、至
誠堂総合病院、公立黒川病院、済生会福島総合病院、総合東京病院、杜のホスピタル・あお
ば、東北中央病院、仙南中央病院、齋藤病院
【就職状況 平成 28 年（2016 年）3 月卒業生】
東川口病院、浅草病院、岩手県立療育センター、南東北福島病院、みゆき会病院、社会医療
法人公徳会、公益財団法人宮城厚生協会、山形市立病院済生館、八潮中央総合病院、石巻市
立病院、かづの厚生病院、あさかホスピタル、札幌中央病院、函館新都市病院、石巻ロイヤ
ル病院、医療法人久幸会、社会福祉法人さくら福祉会、東船橋病院、メディカルコート八戸
西病院、附属総合南東北病院、秋田緑ヶ丘病院、登米市医療局、関東信越グループ
【就職状況 平成 29 年（2017 年）3 月卒業生】
湯田川温泉リハビリテーション病院、総合南東北病院、庄内余目病院、下総精神医療センタ
ー、介護老人保健施設希望の杜、八戸病院、介護老人保健施設せんだんの丘、社会医療法人
秀公会、石巻ロイヤル病院、山形済生病院、石巻健育会病院、仙台リハビリテーション病院、
八千代リハビリテーション病院、松戸リハビリテーション病院、公立黒川病院、あづま脳神
経外科病院、仙台東脳神経外科病院、西仙台病院、仙台医療センター、彩の国東大宮メディ
カルセンター、介護老人保健施設池袋えびすの郷、気仙沼市立病院、国立研究開発法人国立
精神・神経医療研究センター、こだまホスピタル、吉川記念病院、三郷中央総合病院、袖ヶ
浦さつき台病院、公立高畠病院、内科 佐藤病院、真壁病院、メディカルコート八戸西病院、
医療法人社団清山会、横浜新都市脳神経外科病院
【就職状況 平成 30 年（2018 年）3 月卒業生】
なるかわ病院、仙台徳洲会病院、石巻健育会病院、イムス明理会仙台総合病院、医療法人泉
整形外科病院、東船橋病院、保健医療・福祉施設あしかがの森 あしかがの森足利病院、桜
ヶ丘中央病院、公益財団法人宮城厚生協会、鶴岡協立リハビリテーション病院、西仙台病院、

たすく株式会社、公立刈田綜合病院、中嶋病院、吉祥寺南病院、公立黒川病院、栗原市職員、
医療法人札幌山の上病院、川崎田園都市病院、老人保健施設田尻ヶ丘ヘルシーケア、戸田中
央リハビリテーション病院、大原綜合病院、東戸塚記念病院、盛岡友愛病院、山形ロイヤル
病院、仙南病院、新庄徳洲会病院、清山会医療福祉グループ、渡辺病院、篠田総合病院、村
上病院、一般財団法人三友堂病院、山形済生病院、石巻ロイヤル病院、宮城病院、南三陸病
院、明生リハビリテーション病院、介護老人保健施設ファンコート泉、袖ヶ浦さつき台病院
【就職状況 平成 31 年（2019 年）3 月卒業生】
医療法人社団ハートフル川崎病院、学校法人岩手医科大学、仙台徳洲会病院、石巻ロイヤル
病院、西仙台病院、真壁病院、坂総合病院、泉病院、いわき病院、東船橋病院、金上病院、
松尾病院、医療法人松田会、総合東京病院、総合南東北病院、甲府城南病院、美山病院、石
巻健育会病院、平鹿総合病院、大原綜合病院
【就職状況 令和 2 年（2020 年）3 月卒業生】
内科佐藤病院、齋藤病院、亀田総合病院、赤羽リハビリテーション病院、イムス明理会仙台
総合病院、イムス板橋リハビリテーション病院、中嶋病院、福島県厚生農業協同組合連合会、
公益財団法人宮城厚生協会、総合東京病院、新百合ヶ丘総合病院、甲府城南病院、介護老人
保健施設仙台ロイヤルケアセンター、石巻健育会病院、社会医療法人社団森山医会、至誠堂
総合病院、大泉学園複合施設（ねりま健育会病院／介護老人保健施設ライフサポートねり
ま）
、こだまホスピタル、山形ロイヤル病院、独立行政法人国立病院機構 北海道東北グル
ープ、松田病院、筑波記念病院、介護老人保健施設利府仙台ロイヤルケアセンター、新田目
病院

