
出身校別就職決定者
出身県 出身校 学科・コース 内定先 内定先住所

宮城県 宮城県塩釜 医療事務総合学科 内科佐藤病院 宮城県

宮城県 宮城県塩釜 介護福祉学科 社会福祉法人宮城県身体障害者福祉協会　障害者支援施設杏友園 宮城県

宮城県 宮城県塩釜 介護福祉学科 社会福祉法人宮城厚生福祉会　介護老人福祉施設田子のまち 宮城県

宮城県 宮城県岩出山 介護福祉学科 (株)みやぎ愛隣会 宮城県

宮城県 宮城県気仙沼 医療事務総合学科 中嶋病院 宮城県

宮城県 宮城県気仙沼 介護福祉学科 社会福祉法人仙台市社会事業協会　特別養護老人ホーム仙台楽生園 宮城県

宮城県 宮城県宮城広瀬 医療事務総合学科 あやし皮膚科クリニック 宮城県

宮城県 宮城県宮城広瀬 医療事務総合学科 一番町堀耳鼻咽喉科 宮城県

宮城県 宮城県宮城広瀬 社会福祉学科 社会福祉法人青葉福祉会 宮城県

宮城県 宮城県古川黎明 医療事務総合学科 せきや整形外科 宮城県

宮城県 宮城県古川黎明 社会福祉学科 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パルシア 宮城県

宮城県 宮城県古川黎明 診療情報管理学科 (株)ニチイ学館  (配属先：大崎市民病院) 宮城県

宮城県 宮城県工業 医療事務総合学科 さいわい町ファミリークリニック 宮城県

宮城県 宮城県柴田農林 介護福祉学科 医療法人仁泉会　デイサービスセンターしろいし 宮城県

宮城県 宮城県柴田農林・川崎校 社会福祉学科 社会福祉法人白石陽光園　障害者支援施設白石陽光園 宮城県

宮城県 宮城県松島 医療事務総合学科 (株)ファーマケーション 宮城県

宮城県 宮城県松島 医療事務総合学科 高橋ジェネラルクリニック 宮城県

宮城県 宮城県松島 医療事務総合学科 藤谷内科クリニック 宮城県

宮城県 宮城県石巻北 医療事務学科 イノマタデンタルクリニック 宮城県

宮城県 宮城県石巻北 医療事務総合学科 (株)オオノ  ひかり薬局・プラザ薬局 宮城県

宮城県 宮城県石巻北 介護福祉学科 社会医療法人康陽会　介護老人保健施設サテライトけやき 宮城県

宮城県 宮城県石巻北 介護福祉学科 社会福祉法人一視同仁会　特別養護老人ホーム花水木 宮城県

宮城県 宮城県仙台西 医療事務学科 西多賀耳鼻咽喉科クリニック            宮城県

宮城県 宮城県仙台西 社会福祉学科 社会福祉法人青葉福祉会 宮城県

宮城県 宮城県仙台東 医療事務学科 高島平２丁目整形外科 東京都

宮城県 宮城県泉松陵 介護福祉学科 社会福祉法人康陽会　グループホームJ＆B小田原２号館 宮城県

宮城県 宮城県泉松陵 社会福祉学科 社会福祉法人大石ヶ原会 宮城県

宮城県 宮城県大河原商業 医薬品販売学科 (株)ツルハ 宮城県

宮城県 宮城県大河原商業 医薬品販売学科 (株)マツモトキヨシ東日本販売 宮城県

宮城県 宮城県大河原商業 医薬品販売学科 (株)薬王堂 宮城県

宮城県 宮城県大河原商業 介護福祉学科 社会福祉法人宮城福祉会 宮城県

宮城県 宮城県大河原商業 診療情報管理学科 (株)ニチイ学館 (配属先：みやぎ県南中核病院) 宮城県

宮城県 宮城県大河原商業 診療情報管理学科 仙台厚生病院 宮城県

宮城県 宮城県築館 医療事務学科 医療法人社団　沖野内科医院         宮城県

宮城県 宮城県中新田 介護福祉学科 社会福祉法人みやぎ会　特別養護老人ホームみやざき 宮城県

宮城県 宮城県登米 医療事務総合学科 ゆうき婦人科・産科クリニック 宮城県

宮城県 宮城県農業 介護福祉学科 公益財団法人仙台市医療センター　介護老人保健施設茂庭台豊齢ホーム 宮城県

宮城県 宮城県迫桜 医療事務総合学科 桜井医院 宮城県

宮城県 宮城県迫桜 介護福祉学科 社会福祉法人宮城福祉会 宮城県

宮城県 宮城県美田園 介護福祉学科 医療法人社団敬和会 岩手県

宮城県 宮城県富谷 医療事務総合学科 仙台徳洲会病院 宮城県

宮城県 宮城県名取 介護福祉学科 公益財団法人仙台市医療センター　介護老人保健施設茂庭台豊齢ホーム 宮城県

宮城県 宮城県名取 診療情報管理学科 (株)ニチイ学館  新宿支店(配属先：東京医療センター) 東京都

宮城県 宮城県名取北 医療事務学科 佐藤歯科医院 宮城県

宮城県 宮城県涌谷 介護福祉学科 社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会 宮城県

宮城県 宮城県涌谷 社会福祉学科 医療法人社団仁明会　介護老人保健施設恵仁ホーム 宮城県

宮城県 宮城県利府 医療事務学科 利府整形外科クリニック 宮城県

宮城県 宮城県利府 医療事務総合学科 仙台北部整形外科 宮城県

宮城県 宮城県亘理 医療事務総合学科 かくだ西川耳鼻咽喉科クリニック 宮城県

宮城県 宮城県亘理 介護福祉学科 医療法人社団清風会　介護老人保健施設清風 宮城県

宮城県 宮城県亘理 介護福祉学科 社会福祉法人宮城福祉会 宮城県

宮城県 宮城県亘理 社会福祉学科 (株)ミツイ 宮城県

宮城県 古川学園 医療事務学科 山の神調剤薬局   宮城県

宮城県 古川学園 医療事務総合学科 冨樫クリニック 宮城県

宮城県 古川学園 社会福祉学科 (株)ケア２１ 宮城県

宮城県 高卒認定合格 社会福祉学科 社会福祉法人なごみ 福島県

宮城県 常盤木学園 医療事務学科 共立美容外科仙台院 宮城県

宮城県 聖ウルスラ学院英智 医療事務総合学科 星内科小児科医院 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 医療事務学科 仙台十七歯科医院 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 医療事務総合学科 ひまわり内科消化器科クリニック 宮城県

宮城県 石巻市立桜坂 医療事務学科 エムアート薬局 宮城県

宮城県 石巻市立桜坂 医療事務学科 北仙台レディースクリニック 宮城県

宮城県 石巻市立桜坂 医療事務学科 齋藤病院 宮城県

宮城県 石巻市立桜坂 医療事務学科 齋藤病院 宮城県

宮城県 石巻市立桜坂 医療事務総合学科 石巻赤十字病院 宮城県

宮城県 石巻市立桜坂 医療事務総合学科 おがわ皮フ科クリニック 宮城県

宮城県 石巻市立桜坂 医療事務総合学科 長野内科胃腸科 宮城県

宮城県 仙台 社会福祉学科 社会福祉法人大石ヶ原会 宮城県

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 介護福祉学科 医療法人仁泉会　介護老人保健施設なとり 宮城県

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 介護福祉学科 医療法人仁泉会　介護老人保健施設なとり                  宮城県

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 介護福祉学科 社会福祉法人まほろば　特別養護老人ホームまほろばの里向山 宮城県

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 医薬品販売学科 (株)夢テクノロジー 東京都



出身県 出身校 学科・コース 内定先 内定先住所

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 医療事務総合学科 鬼怒川産婦人科女性診療医院 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 医療事務総合学科 福室みみはなのどクリニック 宮城県

宮城県 仙台商業 医療事務総合学科 長谷川眼科医院 宮城県

宮城県 仙台城南 介護福祉学科 (株)ライフビジョン　ジョブタス仙台西多賀営業所 宮城県

宮城県 仙台城南 介護福祉学科 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 宮城県

宮城県 仙台城南 診療情報管理学科 東亜システム(株) 愛知県

宮城県 第一学院仙台キャンパス 医薬品販売学科 ウエルシア薬局(株) 宮城県

宮城県 第一学院仙台キャンパス 介護福祉学科 社会福祉法人和仁福祉会 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 介護福祉学科 社会福祉法人仙台白百合会　特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 介護福祉学科 コスモスケア(株) 宮城県

宮城県 東北・泉キャンパス 医療事務学科 泉整形外科病院 宮城県

宮城県 東北外語観光 介護福祉学科 社会福祉法人杜の里福祉会　特別養護老人ホーム成仁杜の里仙台 宮城県

宮城県 東北生活文化大学 医療事務総合学科 富谷医院 宮城県

宮城県 東北生活文化大学 医療事務総合学科 H２STATION(株) 埼玉県

宮城県 環球日本語学習院        介護福祉学科 (株)シバタインテック                  宮城県

宮城県 環球日本語学習院        介護福祉学科 医療法人仁泉会　介護老人保健施設なとり 宮城県

宮城県 仙台ランゲージスクール  介護福祉学科 (株)中川                              宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 医療法人俊香会　介護老人保健施設羽生の丘・オーベルジュ 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 医療法人俊香会　介護老人保健施設羽生の丘・オーベルジュ 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 医療法人俊香会　介護老人保健施設羽生の丘・オーベルジュ 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 社会医療法人康陽会　介護老人保健施設けやき 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 社会福祉法人ライフケア赤井江　特別養護老人ホーム赤井江マリンホーム 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 社会福祉法人康陽会　介護老人保健施設コジーケアホーム 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 社会福祉法人康陽会　介護老人保健施設コジーケアホーム 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 社会福祉法人善俊会　特別養護老人ホーム ウィング 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 社会福祉法人善俊会　特別養護老人ホーム ウィング 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 社会福祉法人善俊会　特別養護老人ホーム ウィング 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 社会福祉法人善俊会　特別養護老人ホームウィング 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 社会福祉法人東北福祉会　特別養護老人ホームせんだんの里 宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 清山会医療・福祉グループ                宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 清山会医療・福祉グループ                宮城県

宮城県 東北多文化アカデミー    介護福祉学科 清山会医療・福祉グループ                宮城県

宮城県 未来の杜学園 介護福祉学科 (株)シバタインテック                  宮城県

宮城県 飛鳥未来 社会福祉学科 社会福祉法人宏恵会　特別養護老人ホームリーフ鶴ヶ谷 宮城県

宮城県 北海道芸術 医薬品販売学科 (株)薬王堂 宮城県

福島県 (私立)石川 社会福祉学科 社会福祉法人青葉福祉会 宮城県

福島県 尚志(通信制)福島駅前キャンパス 医療事務総合学科 新妻産婦人科 福島県

福島県 松韻学園福島 診療情報管理学科 アートクリニック産婦人科 福島県

福島県 福島県立葵 医療事務総合学科 会津中央病院 福島県

福島県 福島県立郡山商業 診療情報管理学科 坪井病院 福島県

福島県 福島県立原町 医療事務学科 南相馬市立総合病院 福島県

福島県 福島県立新地 介護福祉学科 社会福祉法人しんち福祉会　特別養護老人ホーム新地ホーム 福島県

福島県 福島県立相馬農業 医療事務学科 志賀医院 福島県

福島県 福島県立福島商業 診療情報管理学科 (株)ニチイ学館 (配属先：東北大学病院) 宮城県

福島県 福島県立福島西 医薬品販売学科 (株)マツモトキヨシ東日本販売 埼玉県

福島県 福島県立福島西 介護福祉学科 社会福祉法人コクーン　特別養護老人ホームコクーン 宮城県

福島県 福島県立福島北 医療事務総合学科 南東北福島病院 福島県

福島県 福島県立福島北 社会福祉学科 社会福祉法人けやきの村　障害者支援施設けやきの村 福島県

福島県 福島県立保原 医療事務総合学科 あおぞら薬局 福島県

山形県 山形県立高畠 医療事務学科 たんぽぽクリニック        宮城県

山形県 山形県立山辺 社会福祉学科 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 宮城県

山形県 山形県立酒田光陵 医療事務総合学科 (株)ファーマみらい  千石町薬局 山形県

山形県 山形県立庄内総合 社会福祉学科 社会福祉法人大石ヶ原会 宮城県

山形県 山形県立新庄神室産業 医薬品販売学科 (株)薬王堂 宮城県

山形県 山形県立新庄南・金山校 介護福祉学科 社会福祉法人大石ヶ原会 宮城県

山形県 山形県立谷地 医療事務総合学科 (株)アインホールディングス 北海道

山形県 山形県立谷地 医療事務総合学科 橘医院 山形県

山形県 山形県立長井工業 医療事務学科 きじまキッズクリニック 山形県

山形県 山形県立鶴岡中央 医療事務総合学科 H２STATION(株) 東京都

山形県 山形県立鶴岡南(通信制) 医療事務学科 志田整形外科医院 山形県

山形県 山形県立天童 医薬品販売学科 (株)薬王堂 山形県

山形県 山形県立南陽 医療事務学科 たかはた内科医院 山形県

山形県 山形県立南陽 医療事務学科 西原歯科医院 山形県

山形県 山形市立商業 医療事務学科 おやま整形外科クリニック 山形県

山形県 山形市立商業 医療事務総合学科 仙台厚生病院 宮城県

山形県 酒田南 介護福祉学科 社会福祉法人友和会　特別養護老人ホームサン・シティ 山形県

山形県 東海大学山形 医療事務総合学科 あいクリニック 宮城県

山形県 日本大学山形 介護福祉学科 社会福祉法人康陽会　グループホームJ＆B小田原２号館 宮城県

山形県 日本大学山形 社会福祉学科 社会福祉法人仙台市手をつなぐ育成会 宮城県

山形県 日本大学山形 診療情報管理学科 (株)キャリア　仙台支店 宮城県

岩手県 岩手県立一関第二 医療事務学科 千和クリニック 岩手県

岩手県 岩手県立一関第二 社会福祉学科 社会福祉法人仙台市手をつなぐ育成会 宮城県

岩手県 岩手県立葛巻 医療事務学科 わたなべ内科・脳神経内科クリニック 岩手県

岩手県 岩手県立宮古商業 医療事務総合学科 三陸病院 岩手県

岩手県 岩手県立軽米 医療事務学科 (株)平和住宅情報センター 宮城県

岩手県 岩手県立高田 医薬品販売学科 気仙中央薬局 岩手県



出身県 出身校 学科・コース 内定先 内定先住所

岩手県 岩手県立高田 医療事務学科 仙台徳洲会病院 宮城県

岩手県 岩手県立高田 医療事務総合学科 はしかみ調剤薬局 宮城県

岩手県 岩手県立高田 介護福祉学科 医療法人社団仁明会　介護老人保健施設第二恵仁ホーム 宮城県

岩手県 岩手県立水沢 医療事務総合学科 星内科小児科医院 宮城県

岩手県 岩手県立水沢商業 医療事務学科 菜の花皮膚科クリニック 岩手県

岩手県 岩手県立大船渡 社会福祉学科 社会福祉法人宏恵会　特別養護老人ホームリーフ鶴ヶ谷 宮城県

岩手県 岩手県立大船渡東 介護福祉学科 社会医療法人康陽会　介護老人保健施設サテライトけやき 宮城県

秋田県 秋田県立横手城南 医療事務総合学科 (有)ファーマシステム 秋田県

秋田県 秋田県立花輪 医療事務総合学科 せんだい総合健診クリニック 宮城県

秋田県 秋田県立花輪 介護福祉学科 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 宮城県

秋田県 秋田県立五城目 介護福祉学科 社会福祉法人やまとみらい福祉会　特別養護老人ホーム抱優館八乙女 宮城県

秋田県 秋田県立十和田 医療事務学科 勾当台デンタルクリニック 宮城県

秋田県 秋田県立西目 医療事務総合学科 (株)池田薬局 秋田県

秋田県 秋田県立西目 介護福祉学科 社会福祉法人わかば会　特別養護老人ホームわかば 秋田県

秋田県 秋田県立増田 医薬品販売学科 (株)薬王堂 秋田県

秋田県 秋田県立増田 介護福祉学科 社会福祉法人ファミリーケアサービス　特別養護老人ホームシルバーホームいきいきの郷 秋田県

秋田県 秋田県立大館桂桜 医療事務総合学科 (株)オオノ  ひかり薬局・プラザ薬局 宮城県

秋田県 秋田県立湯沢 診療情報管理学科 (株)コシダカ　仙台支店 宮城県

秋田県 秋田県立由利 医薬品販売学科 すずらん薬局 秋田県

秋田県 秋田県立由利 医療事務総合学科 ウジエ調剤薬局  台原駅前店 宮城県

秋田県 秋田市立秋田商業 医療事務総合学科 (株)オオノ  ひかり薬局・プラザ薬局 宮城県

秋田県 秋田和洋女子 医療事務総合学科 宮田医院 宮城県

青森県 五所川原第一 医療事務学科 きづくり調剤薬局 青森県

青森県 五所川原第一(通信制) 診療情報管理学科 (株)ニチイ学館 (配属先：みやぎ県南中核病院) 宮城県

青森県 弘前学院聖愛 医療事務総合学科 松原医院 宮城県

青森県 青森県立弘前実業 医療事務学科 ＡＳＵＣＡアイクリニック 宮城県

青森県 青森県立三沢商業 医療事務総合学科 かみきたデンタルクリニック 青森県

青森県 青森県立十和田西 医療事務総合学科 調布駅前クリニック耳鼻咽喉科 東京都

青森県 青森県立大湊 医療事務総合学科 みどりが丘整形外科クリニック 青森県

青森県 青森県立八戸商業 医療事務総合学科 かくだ西川耳鼻咽喉科クリニック 宮城県

青森県 青森県立木造 医療事務総合学科 仙台消化器・内視鏡内科クリニック 宮城県

岐阜県 ＩＮＣ日本語学院 介護福祉学科 社会医療法人康陽会　介護老人保健施設けやき 宮城県


