
卒業生就職先一覧
<県内＞ <県外＞
都道府県 施設名 都道府県 施設名 都道府県 施設名

新潟県 医療法人　恒仁会　新潟南病院 宮城県 IMSグループ　医療法人財団　明理会　西仙台病院 千葉県
一般社団法人　巨樹の会
　八千代リハビリテーション病院

新潟県 医療法人社団　真仁会　北日本脳神経外科病院 宮城県 医療法人社団　健育会　介護老人保健施設　しおん 千葉県
IMSグループ　医療法人社団　明芳会
　イムス佐原リハビリテーション病院

新潟県 社会医療法人　新潟勤労者医療協会　下越病院 宮城県 特定医療法人　白嶺会　仙台整形外科病院 千葉県 社会医療法人社団　蛍水会　名戸ヶ谷病院

新潟県 医療法人　愛広会 秋田県
社会医療法人　明和会　中通リハビリテーション病
院

千葉県 医療法人社団　淳英会　おゆみの中央病院

新潟県 医療法人　徳洲会　山北徳洲会病院 秋田県
一般社団法人　由利本荘医師会
　由利本荘医師会病院

千葉県 医療法人社団　鎮誠会

新潟県 医療法人社団　白美会　白根大通病院 秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 千葉県
医療法人社団　鎮誠会
　李美の森リハビリテーション病院

新潟県 社会医療法人　嵐陽会　三之町病院 秋田県 医療法人　正和会　小玉病院 千葉県 医療法人社団　鎮誠会　姫島クリニック

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会 山形県 医療生活協同組合　やまがた 千葉県 医療法人社団　心和会　新八千代病院

新潟県
医療法人　新成医会
　総合リハビリテーションセンター・みどり病院

山形県 医療法人　いぶき会　宝田整形外科クリニック 千葉県
医療法人社団　心和会　成田リハビリテーション病
院

新潟県 医療法人　泰庸会　新潟脳外科病院 山形県 一般社団法人　鶴岡地区医師会 千葉県 医療法人社団　千葉光徳会　中沢病院

新潟県
医療法人社団　葵会
　介護老人保健施設　葵の園・新潟寺尾

山形県 医療法人　徳洲会　庄内余目病院 千葉県 医療法人社団　ふけ会　富家千葉病院

新潟県 医療法人社団　共生会　中条中央病院 山形県 米沢市立病院 東京都
一般社団法人　巨樹の会
　小金井リハビリテーション病院

新潟県 社会医療法人　桑名恵風会　桑名病院 山形県 医療法人　健友会　本間病院 東京都
医療法人社団　輝生会
　初台リハビリテーション病院

新潟県 医療法人社団　健進会　新津医療センター病院 山形県 置賜広域病院企業団　公立置賜総合病院 東京都
一般社団法人　巨樹の会
　赤羽リハビリテーション病院

新潟県
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部
　新潟県済生会　済生会新潟第二病院

山形県 医療法人社団　さつき会　老人保健施設　明日葉 東京都
一般社団法人　巨樹の会
　蒲田リハビリテーション病院

新潟県 白根保健生活協同組合　新潟白根総合病院 山形県 社会福祉法人　長井弘徳会　リーバル長井 東京都
一般社団法人　巨樹の会
　五反田リハビリテーション病院

新潟県 医療法人　崇徳会　長岡西病院 山形県
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　酒田医療センター

東京都
IMSグループ　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

新潟県 新潟医療生活協同組合　木戸病院 福島県 一般財団法人　温知会　会津中央病院 東京都
IMSグループ　医療法人財団　明理会
　明理会中央総合病院

新潟県 社会医療法人　新潟臨港保健会　新潟臨港病院 福島県 一般財団法人　竹田健康財団　竹田綜合病院 東京都
一般社団法人 巨樹の会
　原宿リハビリテーション病院

新潟県
医療法人社団　白美会
　新潟西蒲メディカルセンター病院

福島県
一般財団法人　脳神経疾患研究所　附属　南東北
福島病院

東京都 医療法人社団　慶泉会　町田慶泉病院

新潟県 医療法人社団　葵会　新潟聖籠病院 福島県
医療法人社団　平成会
　介護老人保健施設　グリーンケアハイツ

東京都 医療法人社団　健育会　竹川病院

新潟県 社会医療法人　仁愛会　新潟中央病院 福島県 公益財団法人　会田病院 東京都 株式会社セラビ（C'EST LA VIE）

新潟県 整形外科・皮膚科しまがきクリニック 福島県 福島市役所 東京都 株式会社　セントメディア

新潟県
医療法人　立川メディカルセンター　悠遊健康村病
院

福島県 公益財団法人　星総合病院 東京都
医療法人社団　苑田会
　竹の塚脳神経リハビリテーション病院

新潟県 一般社団法人　Natural　こども発達支援所「はる」 茨城県 医療法人社団　広紫会　広瀬医院 東京都 株式会社シーエー・モバイル

新潟県
一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会附属
 岩室リハビリテーション病院

茨城県 特定医療法人　仁寿会　総和中央病院 東京都
公益社団法人　地域医療振興協会
　台東区立台東病院

新潟県
社会福祉法人　村上岩船福祉会
　特別養護老人ホーム　いわくすの里

茨城県 東京医科大学茨城医療センター 東京都
南東北グループ　医療法人財団　健貢会
　総合東京病院

新潟県
特定医療法人　青山信愛園
　介護老人保健施設　三川しんあい園

茨城県 小野瀬医院 東京都 医療法人社団　和風会

新潟県 新井リハ工房株式会社 茨城県 社会医療法人　若竹会　つくばセントラル病院 神奈川県 IMSグループ　医療法人社団　明芳会　新戸塚病院

新潟県 医療法人社団　英進会　たかはし整形外科医院 栃木県 社会医療法人　恵生会　黒須病院 神奈川県
IMSグループ　医療法人財団　明理会　東戸塚記念
病院

新潟県 尾畑酒造株式会社 栃木県 一般社団法人　巨樹の会　新上三川病院 神奈川県
IMSグループ
　医療法人社団　明芳会　江田記念病院

新潟県
社会福祉法人　亀田郷芦沼会
　ほがらか福祉園トゥインクル

栃木県 社団医療法人　明倫会　日光野口病院 神奈川県 医療法人　沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院

新潟県
医療法人　恒仁会
　介護老人保健施設　女池南風苑

栃木県
医療法人社団　友志会　リハビリテーション花の舎
病院

神奈川県
社会福祉法人　恩賜財団　済生会　支部神奈川県
済生会　湘南平塚病院

新潟県 医療法人社団　こども輝き　発達クリニックぱすてる 群馬県 公益財団法人　脳血管研究所　美原記念病院 神奈川県 医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院

新潟県 医療法人社団　こんの脳神経クリニック 群馬県
公益社団法人　群馬県医師会
　群馬リハビリテーション病院

神奈川県 医療法人　徳昌会　あきやま整形外科

新潟県 医療法人　佐藤医院　介護老人保健施設　杏園 群馬県 医療法人　上毛会　伊勢崎福島病院 神奈川県
医療法人社団　緑野会　みどり野リハビリテーション
病院

新潟県 医療法人　積発堂　富永草野病院 群馬県 医療法人社団　善衆会　善衆会病院 富山県 公立南砺中央病院

新潟県 上越地域医療センター病院 群馬県 医療法人　大誠会　内田病院 富山県 富山医療生活協同組合　富山協立病院

新潟県 医療法人　崇徳会　田宮病院 群馬県
地域密着型・認知症対応型共同生活介護
 グループホーム　ゆうゆう・うちだ

富山県 南砺市民病院

新潟県
医療法人社団　晴和会
　介護老人保健施設　晴和会上所園

群馬県
医療法人　リンクス　おりひめ医院
　通所リハビリテーション

富山県
社会福祉法人恩賜財団済生会　富山県済生会富山
病院

新潟県 医療法人社団　橘光葉会　三条東病院 埼玉県
一般社団法人　巨樹の会
　明生リハビリテーション病院

富山県
医療法人社団 親和会　富山西リハビリテーション病
院

新潟県
社会福祉法人　苗場福祉会
　アーバンリビング鳥屋野

埼玉県 社会医療法人　壮幸会　行田総合病院 石川県
社会福祉法人　石川整肢学園
　金沢こども医療福祉センター

新潟県
社会福祉法人　苗場福祉会
　特別養護老人ホーム　くりの木

埼玉県 医療法人社団　富家会　富家病院 石川県 医療法人社団　博洋会　藤井脳神経外科病院

新潟県
社会福祉法人　長岡福祉協会
　小千谷さくら病院

埼玉県
IMSグループ　医療法人財団　明理会
　埼玉セントラル病院

山梨県 医療法人　慈光会　甲府城南病院

新潟県
社会福祉法人　長岡福祉協会
　介護老人保健施設　ぶんすい

埼玉県 医療法人社団　埼玉巨樹の会　新久喜総合病院 山梨県 公益社団法人　山梨勤労者医療協会

新潟県 新潟県厚生農業協同組合連合会　小千谷総合病院 埼玉県 医療法人社団　協友会　メディカルトピア草加病院 長野県 医療法人社団　敬仁会　桔梗ヶ原病院

新潟県 新潟県立新発田病院 埼玉県 医療法人社団　協友会　吉川中央総合病院 長野県 医療法人　心泉会　上條記念病院

新潟県 新潟大学医歯学総合病院 埼玉県
戸田中央医科グループ
　医療法人社団　青葉会　新座病院

長野県
長野県厚生農業協同組合連合会
北アルプス医療センターあづみ病院

新潟県
新潟大学医歯学総合病院魚沼地域医療教育セン
ター　新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院

埼玉県 医療法人社団　愛友会　上尾中央総合病院 長野県 松本歯科大学病院

新潟県
社会福祉法人　二王子会
　特別養護老人ホーム　二の丸

埼玉県
IMSグループ
　医療法人社団　明芳会　イムス三芳総合病院

静岡県
社会福祉法人　聖隷福祉事業団　総合病院聖隷浜
松病院

新潟県 株式会社Nose　つばめ療育館 埼玉県 医療法人社団　協友会　八潮中央総合病院 三重県 医療法人　社団　主体会　主体会病院

新潟県
社会福祉法人 豊聖福祉会
　デイサービスセンター豊聖園

埼玉県 医療法人　熊谷総合病院 京都府 京都大原記念病院グループ　京都大原記念病院

新潟県 丸新グループ 埼玉県 埼玉医療生活協同組合　羽生総合病院 大阪府 医療法人　篤友会　坂本病院

新潟県
社会福祉法人　みんなでいきる
　介護老人保健施設　サンクス米山

埼玉県 医療法人　三慶会　指扇病院 大阪府
一般財団法人　淀川勤労者厚生協会　附属　西淀
病院

新潟県 医療法人社団　M＆Bコラボレーション　北越病院 埼玉県 医療法人　至誠堂（社団）　至誠堂整形外科

新潟県 特定医療法人　楽山会　三島病院 埼玉県 医療法人　尚寿会　あさひ病院

埼玉県 医療法人　真正会　霞ヶ関南病院

埼玉県 医療法人　泰一会　飯能整形外科病院

埼玉県 医療法人　大壮会　久喜すずのき病院

埼玉県
医療法人　大壮会　久喜すずのき病院
　デイケアそれいゆ

埼玉県 医療法人社団　哺育会　白岡中央総合病院
埼玉県 医療法人　瑞穂会　川越リハビリテーション病院


