
大学院

地域 企業名 業種

広島県 かなたクリニック 医療、福祉

広島県 広島市 公務

広島県 安田女子大学 教育、学習支援業

広島県 医療法人JR広島病院 病院

広島県 医療法人あすか 医療、福祉

広島県 医療法人あすか高橋内科小児科医院 病院

広島県 医療法人サカもみの木会サカ緑井病院 病院

広島県 医療法人せのがわ瀬野川病院 病院

広島県 医療法人健真会山本整形外科病院 病院

広島県 医療法人恒和会松石病院 病院

広島県 医療法人社団いでした内科神経内科クリニック 病院

広島県 医療法人社団おると会浜脇整形外科病院 病院

広島県 医療法人社団まりも会ヒロシマ平松病院 病院

広島県 医療法人社団葵会広島平和クリニック 病院

広島県 医療法人社団曙会シムラ病院 病院

広島県 医療法人社団仁井谷医院にいたにクリニック 一般診療所

広島県 医療法人社団知仁会メープルヒル病院 病院

広島県 医療法人社団飛翔会 医療、福祉

広島県 医療法人社団輔仁会太田川病院 病院

広島県 医療法人小田内科クリニック 病院

広島県 医療法人太田整形外科 病院

広島県 医療法人和光和光整形外科スポーツクリニック 病院

広島県 一般社団法人三次地区医師会三次地区医療センター 病院

広島県 岡山形成外科 病院

広島県 学校法人常翔学園（広島国際大学） 教育、学習支援業

広島県 株式会社カスタムエンジニアリング 製造業

広島県 株式会社グローバル 障害者福祉事業

広島県 株式会社ノースハンドグループ 卸売業，小売業

広島県 株式会社プランニングサプライ 不動産業，物品賃貸業

広島県 株式会社プローバホールディングス 不動産業，物品賃貸業

広島県 株式会社広島情報シンフォニー 情報通信業

広島県 株式会社東洋シート 製造業

広島県 協同組合福祉・環境ラボ 複合サービス

広島県 県立広島病院 病院

広島県 公益財団法人広島県社会福祉士会 医療、福祉

広島県 広島県（行政ほか） 公務

広島県 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 病院

広島県 広島県西部こども家庭センター 公務

広島県 広島県東部こども家庭センター 医療、福祉

広島県 広島市 公務

広島県 国立大学法人広島大学 教育、学習支援業

広島県 国立大学法人広島大学広島大学病院 病院

広島県 国立大学法人広島大学病院 病院

広島県 児童家庭支援センター明日葉 障害者福祉事業

広島県 児童発達支援放課後等デイサービスKAIZUKAチャイルドアカデミー 医療、福祉

広島県 社会医療法人社団陽正会寺岡記念病院 病院

広島県 社会福祉法人ともえ会 医療、福祉

広島県 社会福祉法人恩賜財団広島県済生会済生会広島病院 病院
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広島県 社会福祉法人広島市社会福祉事業団広島市こども療育センター愛育園 医療、福祉

広島県 社会福祉法人広島修道院 医療、福祉

広島県 森整形外科病院 病院

広島県 地方独立行政法人広島市立病院機構 病院

広島県 特定医療法人あかね会土谷総合病院 病院

広島県 特定医療法人大慈会三原病院 病院

広島県 特定非営利法人風の家 医療、福祉

広島県 独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 病院

広島県 日本赤十字社広島赤十字・原爆病院 病院

中国 ダイヤ工業株式会社 医薬品・化粧品等卸売業

中国 ほしあい心療内科 病院

中国 旭川荘厚生専門学院 教育、学習支援業

中国 医療法人協愛会阿知須共立病院 病院

中国 医療法人財団水の木会下関病院 病院

中国 医療法人若草会小郡まきはら病院 病院

中国 医療法人神徳会三田尻病院 病院

中国 医療法人正光会 医療、福祉

中国 医療法人南和会千鳥ヶ丘病院 病院

中国 一般財団法人津山慈風会津山中央病院 医療、福祉

中国 学校法人川崎医科大学付属病院 病院

中国 株式会社ミツバファクトリー 医療、福祉

中国 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 病院

中国 国立大学法人鳥取大学鳥取大学医学部附属病院 病院

中国 社会医療法人正光会松ヶ丘病院 病院

中国 社会福祉法人クムレ 医療、福祉

中国 社会福祉法人共楽園 医療、福祉

中国 日本赤十字社綜合病院山口赤十字病院 病院

四国 公益財団法人正光会 病院

四国 徳島健康生活協同組合徳島健生病院 病院

四国 独立行政法人国立病院機構徳島病院 病院

四国 日本赤十字社松山赤十字病院 病院

九州 ニキハーティーホスピタル 病院

九州 医療法人義翔会小嶺江藤病院 病院

九州 医療法人八代桜十字桜十字八代病院 病院

九州 学校法人永原学園西九州大学 教育、学習支援業

九州 学校法人純真学園純真学園大学 教育、学習支援業

九州 株式会社サカセル 医療、福祉

九州 株式会社麻生飯塚病院 病院

九州 久留米大学病院 病院

九州 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 病院

九州 国立大学法人九州大学九州大学病院 病院

九州 独立行政法人国立病院機構九州グループ 病院

九州 独立行政法人国立病院機構福岡病院 病院

近畿 医療法人社団清風会武田整形外科 病院

近畿 医療法人清仁会水無瀬病院 病院

近畿 医療法人南谷継風会南谷クリニック 病院

近畿 学校法人平成医療学園宝塚医療大学 教育、学習支援業

近畿 社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記念病院 病院
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近畿 社会福祉法人桃花塾 医療、福祉

近畿 神戸大学医学部附属病院 病院

近畿 地方独立行政法人京都市立病院機構 病院

近畿 田仲循環器科・内科医院 病院

近畿 同志社女子大学 教育、学習支援業

近畿 武田病院グループ 病院

近畿 兵庫県立粒子線医療センター 病院

近畿 有限会社Swｏｒｄcomputerソードコンピュータ 情報通信業

中部 医療法人銀嶺会月照庵クリニック 病院

中部 石川県石川中央保健福祉センター 医療、福祉

関東 Air Aroma Japan株式会社 卸売業，小売業

関東 ウェルビー株式会社 医療、福祉

関東 こぱんはうすさくら 障害者福祉事業

関東 医療法人結の会かわごえ駅前整形外科 一般診療所

関東 医療法人社団スポーツメディカル八王子スポーツ整形外科 病院

関東 医療法人社団榎会榎本クリニック 病院

関東 医療法人社団輝祥会慶真整形外科 病院

関東 横浜市スポーツ医科学センター 医療、福祉

関東 学校法人駒沢大学 教育、学習支援業

関東 株式会社システム環境研究所 学術研究，専門・技術

関東 株式会社スポーツ装具研究所 医療用機械器具・医療用品製造業

関東 国立がんセンター中央病院 病院

関東 千葉県発達障害者支援センター 障害者福祉事業

関東 独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院 病院

関東 富士ソフト株式会社 情報通信業

関東 防衛医科大学校 教育、学習支援業

北海道 社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院 病院

外国等 医療法人八代桜十字桜十字八代病院 医療、福祉

※外国人留学生を含む
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