【平成２５年３月卒業者 就職状況】
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作業療法学専攻
リハビリテーション学科
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計
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【主な就職先 一覧】
＜理学療法学専攻＞
医療法人ひまわり会 札樽病院、医療法人楽山会 大湯リハビリ
温泉病院、医療法人財団健貢会、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、医療法人財団明理会 西仙
台病院、医療法人財団明理会 東戸塚記念病院、医療法人三愛
会、医療法人社団たきうち整形外科スポーツクリニック、医療
法人社団輝生会 初台リハリビテーション病院、医療法人社団協
友会 船橋総合病院、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、医療法人社団広
安会 愛子整形外科、医療法人社団三喜会 鶴巻温泉病院、医療
法人社団仁明会、医療法人社団石史山会 札幌スポーツクリニッ
ク、医療法人社団脳健会、医療法人社団嵐川 大野中央病院、医
療法人仁泉会 川崎こころ病院、医療法人泉整形外科病院、医療
法人道南勤労者医療協会 函館稜北病院、医療法人徳洲会 介護
老人保健施設シルバーホームいずみ、医療法人平鹿浩仁会 介護
老人保健施設西風苑、一般財団法人竹田綜合病院、公益財団法
人宮城厚生協会 長町病院、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、財団法人温知会 会津中
央病院、財団法人星総合病院、財団法人磐城済世会、社会医療
法人将道会 総合南東北病院、社会医療法人明和会、社会福祉法
人恩賜財団済生会福島県済生会 済生会福島総合病院、社団医療
法人養生会 かしま病院、社団法人巨樹の会 宇都宮リハビリ
テーション病院、社団法人巨樹の会 赤羽リハビリテーション病
院、社団法人慈恵会 青森慈恵会病院、仙台北部整形外科スポー
ツクリニック、東北文化学園大学大学院 健康福祉専攻 前期
課程、特定医療法人新生病院、独立行政法人国立病院機構 北
海道東北ブロック、日本赤十字社宮城県支部 石巻赤十字病院、
日本赤十字社新潟県支部 長岡赤十字病院、函館市職員 市立函
館病院、有限会社福祉文化社 サポートデイ・白石

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
＜言語聴覚学専攻＞
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、医療法人社団脳健会、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、一般財団法人太田綜合病院 太田熱海病
院、公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院、公益財団法人宮城
厚生協会 泉病院、公益財団法人宮城厚生協会 長町病院、公益
社団法人地域医療振興協会 公立黒川病院、山形県職員、社会医
療法人将道会 総合南東北病院
＜視覚機能学専攻＞
医療法人桑友会 佐藤裕也眼科医院、医療法人社団達洋会 杉田
眼科、医療法人社団平成会、医療法人仁光会 鬼怒川眼科医院、
医療法人明信会 今泉西病院、岩手県医療局 岩手県立大船渡病
院、金井たかはし眼科、公立大学法人福島県立医科大学 附属病
院、国立大学法人東北大学 東北大学病院、財団法人脳神経疾患
研究所 南東北眼科クリニック、独立行政法人国立病院機構 関
東信越ブロック 埼玉病院、木村眼科医院

保健福祉学部

保健福祉学科

＜保健福祉専攻＞
医療法人杏林会 みちのく記念病院、医療法人寛栄会 新横浜介
護老人保健施設カメリア、医療法人光友会 介護老人保健施設ア
ルパイン川崎、医療法人社団緑愛会 グループホーム友結、医療
法人泉整形外科病院 介護老人保健施設コスモス、一般財団法人
竹田綜合病院、国立大学法人東北大学 未来医療開発モデル研究
室、社会医療法人秀公会 あづま脳神経外科病院、社会福祉法人
すずかけの里 老人保健施設すずかけの里、社会福祉法人なのは
な会、社会福祉法人みのり会 地域活動支援センターらるご、社
会福祉法人むつ市社会福祉協議会、社会福祉法人わたり福祉
会、社会福祉法人愛子福祉会 いずみ授産所、社会福祉法人愛泉
会 特別養護老人ホーム愛泉荘、社会福祉法人愛泉会 特別養護
老人ホーム潮音荘、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、社会福祉法人宮城福祉会 特別養護老
人ホーム芍薬の里色麻、社会福祉法人湖星会 特別養護老人ホー
ムラスール伊達、社会福祉法人光寿会 光寿苑、社会福祉法人国
見会、社会福祉法人燦々会 就労継続支援事業所あすなろホー
ム、社会福祉法人庄内福祉会 在宅介護複合施設ほづみ、社会福
祉法人青葉福祉会 特別養護老人ホームアルテイル青葉、社会福
祉法人仙台市手をつなぐ育成会 くるみの木、社会福祉法人仙台
市手をつなぐ育成会 工房しらかば、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
大崎市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム楽々楽館、社会福祉
法人大仙ふくし会 特別養護老人ホーム愛幸園、社会福祉法人中
央会 特別養護老人ホーム萬生苑、社会福祉法人天童福祉厚生会
特別養護老人ホーム明幸園、社会福祉法人柏寿会 特別養護老人
ホーム福光園、社会福祉法人豊寿会 障がい者支援施設妙光園、
社会福祉法人妙光福祉会 特別養護老人ホーム蔵王やすらぎの
里、社会福祉法人悠々会 特別養護老人ホームしらいわ、社会福
祉法人槃特会 知的発達障害者通苑利用施設「第二はんとく
苑」、上杉山整形外科クリニック、特定非営利活動法人ウッド
ピアはなわ 就労継続支援Ｂ型障がい者就労サポートセンター
ウッドピアはなわ、特定非営利活動法人スマイルの仲間たち 自
立援助ホームクリの家、アースサポート株式会社 八乙女地域包
括支援センター、ウエルコーポレーション、コスモスケア株式
会社 グループホームコスモス鶴ヶ谷、株式会社ウェル 介護付
き有料老人ホームルポたけくま、
株式会社ここみケア ここみショートステイ荒町、株式会社ツク
イ ツクイ南仙台、株式会社ベストライフ 有料老人ホームベス
トライフ仙台東、株式会社東北福祉サービス 宅老所嶋、株式会
社ポラリス、有限会社てんぞ 菜康苑デイサービスセンター、鏡
石町職員、秋田県警察、伊達みらい農業協同組合、伊達地方消
防組合、防衛省、住友生命保険相互会社、ＡＬＳＯＫ山形株式
会社、アーク引越センター株式会社、ベンチャービットスク
ウェア株式会社、株式会社アトム、株式会社ヨークベニマル、
株式会社ライフパートナー、株式会社リオン・ドールコーポ
レーション、株式会社京王ズコミュニケーション、株式会社幸
楽苑、株式会社赤ちゃん本舗、学校法人東北文化学園大学、上
野株式会社、綜合警備保障株式会社、東北こども専門学院、東
北ミサワホーム株式会社、東洋羽毛工業株式会社 仙台営業所、
有限会社石井モータース
＜生活福祉専攻＞
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、医療法人社団緑愛会 川西湖山病院、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・ツルガヤ、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 特別養護老人ホーム十符風の音、社会福祉法人宮城
厚生福祉会 特別養護老人ホーム田子のまち、社会福祉法人国見
会 特別養護老人ホーム国見苑、社会福祉法人柏仁会 柏の郷、
社会福祉法人奉優会 湊区立特別養護老人ホーム白金の森、アー
スサポート株式会社 アースサポート多賀城
＜精神保健福祉専攻＞
医療法人仁泉会 川崎こころ病院、医療法人清照会 湊病院、国
家公務員共済組合連合会 東北公済病院、社会福祉法人ゆうゆう
舎 地域活動支援センターコスモスホール、特定非営利活動法人
ひよこ会、株式会社未来日記

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

知能情報システム学科
科学技術学部

住環境デザイン学科

アークランドサカモト株式会社、サツエー工機株式会社、サン
キッズシステム株式会社、スズキ株式会社、セキスイファミエ
ス東北株式会社、セコムジャステック株式会社、セントスタッ
フ株式会社、セントラル警備保障株式会社、タマホーム株式会
社、バレエスタジオティップタップ、ヘネス・アンド・マウ
リッツジャパン株式会社、ホーマック株式会社、メトロ商事株
式会社、ヤマセン株式会社、ワタミ株式会社、学校法人東北文
化学園大学、株式会社２１、株式会社アーネストワン、株式会
社アオバヤ、株式会社アド、株式会社アマノ、株式会社丸中産
業、株式会社かんぽ生命保険、株式会社クロスカンパニー、株
式会社サイコー、株式会社サトー商会、株式会社ジェイアール
テクノサービス、株式会社シティコミュニケーションズ、株式
会社スリーエス、株式会社セガエンタテイメント、株式会社セ
ブン－イレブン・ジャパン、株式会社ゼンショーホールディン
グス、株式会社タカカツホールディングス、株式会社だん家、
株式会社ナック、株式会社ネクシィーズ、株式会社フィナン
シャル・エージェンシー、株式会社ベルプラス、協同組合仙台
卸商センター、株式会社ムラサキスポーツ、株式会社ヨシム
ラ、株式会社ライトオン、株式会社レオパレス２１、株式会社
レンタルシステム東北、株式会社宮本冷機、株式会社幸楽苑、
株式会社高山、株式会社三沢経営センター、株式会社松浦重
機、株式会社瀬川勝雄商店、株式会社西洋ハウジング、株式会
社仙台測器社、株式会社八幡自動車商会、株式会社物語コーポ
レーション、株式会社夢真ホールディングス、丸井産業株式会
社、丸繁株式会社、宮城ホンダ販売株式会社、宮城県警察本
部、宮城交通株式会社、戸部電機株式会社、国家公務員共済組
合連合会 東北公済病院、山形酸素株式会社、社会福祉法人中央
会 スマートライフ中通、小野寺工業株式会社、新ふくしま農業
協同組合、新日本商事株式会社、新日本法規出版株式会社、青
い森信用金庫、仙台総合ビジネス公務員専門学校 情報ビジネ
ス科、綜合警備保障株式会社、大和リビング株式会社、東武機
器株式会社、東北ミサワホーム株式会社、東北文化学園大学
研究生、東洋ゴム工業株式会社、東洋ワーク株式会社、東和町
森林組合、日産プリンス山形販売株式会社、日本住宅株式会
社、日本郵便株式会社、白石食品工業株式会社、防衛省、明和
電器産業株式会社、有限会社ダイエイコーポレーション、
有限会社ダイヤファーム、有限会社ドライケミカルズ、有限会
社岩手日報北部販売所、有限会社山城商事、陸上自衛隊多賀城
駐屯地業務隊
株式会社シーシーエス
トーホクガス株式会社、ユニアデックス株式会社、株式会社ウ
イット、株式会社コーディアルコンサルティング＆ソリュー
ションズ、株式会社ジー・アイ・ピー、株式会社シーテック、
株式会社ジェイ・サポート、株式会社フォーラムエンジニアリ
ング、株式会社ベニレイ、株式会社幸楽苑、株式会社弐萬圓
堂、社会福祉法人敬寿会、東北リコー株式会社、東北文化学園
大学大学院 生活環境情報専攻 前期課程、防衛省、有限会社
新田興業
株式会社グラン・スポール、株式会社ヨークベニマル、株式会
社熊谷組、株式会社桧家住宅東北、空調企業株式会社、升川建
設株式会社、川本工業株式会社、第一設備工業株式会社、東北
文化学園大学大学院 生活環境情報専攻 前期課程、日本住宅
株式会社、熱研プラント工業株式会社

