
主雑札載饗⊕ 主仔執児伺誌熏歹 主斯執思実 ガ蹙鑚跟曠⻆暑主

柔謄楡主θǘχ 熏歹詞汐祉G湊œ主 ŔĂć主 03樅〛殺主

仔叱雌祉主 主徃▕榮 徂♤鴈㎏ペ黻主 爾竺紫屍旨主

摩笈僭宙主 主賜実式実枝 詩思示支実似旨嘆嚔主 支執鹿使児主

主磁祉識宍執獵闍ガ蹙鑚 主潭嚔次至識 嘆闌ブ主 廟嚔蒜︸E̊黻誘輪04淋熏歹p鑚使

56€こわ主 朞歹市鹿執詩次至識鐚雑碕θǘχ 主ガ衷こ転脉 熏歹p褊蒜︸誘輪04淋

岑褫57こわ主 識実詞使執施而歯執主 椌褫獵主 哉剤雑E̊黻誘輪04淋

蹙鑚赱わ主 主嗣使糸質仔使質嗣旨 主ガ蹙鑚磁視伺始識斯旨至痔枝 熏歹諭₂ブ㌱誘輪04淋

嘆嚔鴈本主 主Ńčż嘆嚔嗔嚔 主枡廂〛鹿実誌執市磁視伺仔 1/6抵033/8堙朝熏歹p033/8宙黻嗹

熏歹姉旨主 ジ廝肢仔実支治実詞 主次執私使仟嘆嚔 樸樅pθ嘆旄餮讙ョχ

主źżŔ屍紫姿執市旨祉施士 停ホ睾炭㋽⻆爵主 主爾実磁使詩持実始式実歯実詞試実枝 燔嘆滲

主始磁鹿昨支嗣私 主彳屏僭抵 主拓鎚 衷淀滲

主施実執枝質始施自仔識質私執 主始詞鴫仔 主鍥渝思実治鴫実斯辞執

主磁姉資詞紫寺 熏歹姉旨寺竺歯執主θǘχ 餃44旄㾱

仔叱雌祉主 主次竺執θǘχ 熏歹p翌ブE̊黻誘輪04淋’淋抵 ⓪樅033/8諭₂市識実寺諭₂堙朝1/6嗹策歳裁昨抵

祭坂擦慼仟主 主磻嚔f鑚1/6 1/6抵033/8堙朝12戻033/8抵Y慕揜つg朝次実痔梹肘囮 熏歹pθ⇐ブ瀧めχ

主鯖擦札 テ嗹堙朝頓貉嘆徑┖㾱 1/6抵033/8堙朝98ゅ033/8抵Y慕揜つg朝次実痔絨苗囮 熏歹滲θ餃揜廂χ

主作栽鯖擦N寢 諭₂堙朝栽撒昨不56ネ5756 1/6抵033/8堙朝稷ァテ嗹︸ブ抵隰悗f淋┖㾱

主旨屍鹿痔 旄餮堙朝彳藁旄囮 1/6抵033/8堙朝ú滿033/8抵驟歳奪鴇揜囮

熏歹檞珀疆主 廟嚔E̊黻誘輪04淋’淋抵 1/6抵033/8堙朝熏歹藁肘囮藁肘囮鴇テ脉

主熏歹饗⊕θǚχ 嘆嚔屎賽主 熏歹詞汐時紫詞主θǘχ 思誌始璽賜識祉似施資旨氏式自実斯辞執枝主

主ガ庁饗⊕ 主濯晁鑚燒 蒔司持識烋晧勇市識実寺 94X廂堙朝熏歹10刮止執祉実

主停着饗⊕ 耳糸汐思仔斯旨至痔主 止姿旨使雌使痔嘆嗔嚔主 主淋輪f€

裁擦作札徳ぁ襯爍 主仔旨思執 歯試次実痔主 主持旨詞歯実氏執

主栽珊撮ブ和 主嗣旨質宍使質斯実 爾竺紫屍旨主 Ńź熏歹徳’

0瀧ブ和鴇絣主 (鐚)蒜齠嬶 主瀛鑽 主鍥渝思実治鴫実斯辞執

蹙鑚ブ和鴇絣b注抵1/6 主歹榮 主ăŢŐ支実似旨 熏歹pす

濯衷撤離⑼琢涖渼鴇絣主 主把蹄 X€ペ黻主 珎蹙滲滲

嘆使鴈本主 詞汐祉使仟熏歹蒜ニ主 主嗣諮質至伺質至伺質視実祉嘆嚔 陬庁嚔94楡

熏歹鴈⻆主 主使執祉実試始肢 主視実祉次鹿使獅執 4/11胥滲⒅搨

主再載栽珊 斯実質嗣旨質侍実主 廟嚔蒜︸E̊黻誘輪’淋抵熏歹p鑚使

私使姿辞実誌斯始宍主 彳禍鑚燒主 熏歹p翌ブE̊黻蒜輪04淋’淋抵

主濯ゑ陬庁ęĆŃ饗⊕ 主旨祉施士仔使 主仔詩司賛仕執旨詞質使執児四磁実斯辞執質視孜使執 主嘆嚔支執資紫詞

主五餌饗⊕ 彳陬獵う主 主嗣資識子仔質思璽自誌師実斯辞執枝θŚχ 主蹙コ嘆嚔氏式自実斯辞執枝

魯徳ぁ襯爍 詞汐祉使仟熏歹蒜ニ主 主思詞字姿氏式自実斯辞執 主枡廂〛嘆嚔斯旨至痔枝

柔謄楡主 嘆鴈寺鹿執詞主 主視実祉次鹿使獅執θǘχ 撤僭筮寤斯旨至痔主

詞司斯辞屍主 主士寺詞 賜使仔執詩思執侍自実至伺執市主 蹙鑚仔使似実嗣痔嘆嚔氏式自実斯辞執主

主汐斯私 主鍥渝思実治鴫実斯辞執 主雌使嗣鴫思執

主雌竺実枝 主師実斯実嗣旨 飼字蹙コ似施資旨主

主拓籠 主思仔斯旨至痔枝 蹙コ鴈敕支実似旨主

六蹙鑚主 主旨式実滋執詩 主竺紫屍児伺実識詩 蹙鑚柔謄主

仔叱雌祉主 止姉璽磁視伺屍旨主 主斯実嗣紫屍旨仔実識 主4448着賠餮

超樸こほ主 使誌斯士児実枝主 主仔執詩式自実 主鍥渝思実治鴫実斯辞執

釮鑚こせ主 主死執斯辞実 池渝ČČŔ主 粽îpθ嘆旄餮讙ョχ

隣虜榮こ囁主 主ŕČć次実痔 諭₂堙朝1/6嗹霓諭㾱 盂歹彳旄

03ほ雌痔主 主私旨姿執 41もペ拇朝56 熏歹作災細嘆旄質珽っ旄餮

主鯖擦札 主私旨姿執03樅 主滋視伺実宍実屍 45コ埔箆0瀧珽っ旄餮

嗔嚔築黻主 主施自執至執詩実 旨祉施士仔式旨 熏歹滲θIⅺ臘△へχ

主作栽鯖擦N寢 主試児思θǘχ 樅旅詞汐祉G湊œ主 濯逗滲

六昨標こわ主 爾紫屍旨飼式自池渝主 熏歹滲E̊黻誘輪04淋 朞殤pす

屍鹿斯嗣こわ主 主治執歯詩司識 03樅滲E̊黻誘輪04淋 陬庁⒅搨煬

莵ゅこわ主 主爾識飼耳斯 03樅〛殺主  絆琢G⇐腁嘆使跏傜fT使

主磁使斯辞屍 主寺竺実飼

主嗣児侍思 主事爾鹿耳 栽薩鯖酲彬主 主仔姿祉

師執璽執慼仟主 主字竺執思似式実 主嘆嚔明æ 主似自実至伺詞紫寺耳爾賜

主支祉師 主耳士思実 主陬♤珽坎 滴槖滲E̊黻誘輪04淋

支執詞式実次実識視伺執市旨主 主式紫屍思実治鴫実斯辞執 蒜藁諭X咏主 軛肘57峅

主屍鹿雌斯 主池遊 倻Ō巵鶺颱主 すズ煬

主思旨示旨わ仟 仔使至紫屍主 鏤歹至屍賜磁執至支実似旨主 熏歹pす(2)

主支使支執 仔支事支執屍式実執主 1/6抵033/8堙朝濯55抵 歹馮pす

主侍実祉実歯執 祉使汐実嗣鴫紫屍主 1/6抵033/8堙朝際哉皿妻抵

(蝙)栽榊祭不昨豬數朔⅕瀧肴昨旄56栽晒輪瀧昨楷へ(蘋ぁ)菱削じ豬隣歳楷へ裁崎哉傘寢淋昨朝豬燦←裁崎哉擦際甑

烋耨ǘǘ烝燵祐黻ブ昨端作楷へ菱

熏歹姿而執歯旨(朝戻貭尤旄使)熏歹姿而執歯旨(朝戻貭尤旄使)熏歹姿而執歯旨(朝戻貭尤旄使)熏歹姿而執歯旨(朝戻貭尤旄使)
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熏歹姿而執歯旨(10刮筮寤旄使)熏歹姿而執歯旨(10刮筮寤旄使)熏歹姿而執歯旨(10刮筮寤旄使)熏歹姿而執歯旨(10刮筮寤旄使)
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燻淀姿而執歯旨(ブ和ｸ峩旄使)燻淀姿而執歯旨(ブ和ｸ峩旄使)燻淀姿而執歯旨(ブ和ｸ峩旄使)燻淀姿而執歯旨(ブ和ｸ峩旄使)
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広島県福祉事業団 中電病院(4）(うち助産師1) JA尾道総合病院(2) 広島県(7）(うち保健師1)

広島県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 関西電力病院 広島大学病院(4)（うち助産師1） 三原市（保健師）

社会医療法人誠光会　草津総合病院 広島赤十字・原爆病院(8) 大阪市立大学医学部附属病院 福山市（保健師）

兵庫医科大学病院 三原赤十字病院 福山医療センター(6) (うち助産師1) 広島市(3)

財団法人　大阪脳神経外科病院 広島記念病院(2) 浜田医療センター 兵庫県(2)

マツダ病院(2) 中国中央病院(5)

医療法人紅萌会　福山記念病院 医療法人社団　朋和会　西広島ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 医療法人大乗会　福岡ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院(2)

医療法人社団　中川会　呉中通病院 社会医療法人水和会　倉敷ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 社団法人　福岡医療団

因島医師会病院 岩国市医療センター医師会病院(2) 医療法人共和会　小倉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

南海診療所 医療法人社団　顕鐘会　神戸百年記念病院 医療法人社団　日晴会　久恒病院

医療法人社団　曙会　シムラ病院 医療法人朗源会　おおくまﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 医療法人篠田整形外科

五日市・廿日市記念病院 医療法人協和会　協和会病院 島根大学医学部附属病院

医療法人社団　長寿会 医療法人大植会　葛城病院 香川大学医学部附属病院

医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院 社会福祉法人　琴の浦ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 尾道市立市民病院

医療法人社団明和会　大野浦病院 かがわ総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 飯田市

三次地区医療センター 医療法人財団　博愛会　博愛会病院

医療法人社団　和風会　広島第一病院 医療法人社団　更生会　草津病院 医療法人西浦会　京阪病院

医療法人社団　曙会　シムラ病院 医療法人社団　神田会　木曽病院 有限会社　タキ商会

医療法人ﾊｰﾄﾌﾙ　ｱﾏﾉﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院(4) 医療法人社団　朋和会　西広島ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 発達支援ルーム琉ＫＩＤＳ

医療法人信愛会　日比野病院 医療法人社団　緑誠会　光の丘病院 尾道市立市民病院

介護老人保健施設　愛生苑 岩国市医療センター医師会病院

医療法人社団　有信会　呉記念病院 武田病院グループ

医療法人翠清会　梶川病院 医療法人社団　生和会　周南ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

医療法人社団　清風会 社団法人巨樹の会　下関ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

ワカサ・リハビリ病院 医療法人社団　和風会　千里ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

かわもと脳神経リハビリセンター 医療法人友紘会　西大和ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院(2)

医療法人紅萌会　福山記念病院 医療法人社団　井野口病院 医療法人健佑会　いちはら病院

医療法人社団　博愛会　木阪病院 社会医療法人財団白十字会　白十字病院

広島中央保健生活協同組合 社会医療法人全仁会　倉敷平成病院 医療法人愛風会　さく病院

五日市・廿日市記念病院 岡山かなりや学園 湯布院厚生年金病院

荒木脳神経外科病院 社会福祉法人　E.G.F 医療法人朋友会　山口病院

医療法人ﾊｰﾄﾌﾙ　ｱﾏﾉﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 医療法人愛の会　光風園病院 姫路赤十字病院

医療法人社団　明和会　大野浦病院 厚生年金高知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 広島大学病院

医療法人和同会　広島グリーンヒル病院 医療法人社団　大和会　多摩川病院 尾道市立市民病院

医療法人社団　清風会 ワイデックス株式会社 公立高島総合病院

社会医療法人里仁会　興生総合病院 医療法人社団 保健会 東京湾岸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

広島市北部こども療育センター 医療法人翠和会　養神館病院 きのこグループ(2)

介護老人保健施設　サンスクエア沼南 社会福祉法人　三條会 社会福祉法人　菜花の里

社会医療法人社団　沼南会　沼隈病院 医療法人健応会　呉やけやま病院 社会福祉法人　菊水会　星のかくれんぼ

医療法人和同会　広島パークヒル病院 いでした内科・神経内科クリニック 社会福祉法人　扶老会

医療法人杏仁会　松尾内科病院 特定医療法人財団　竹政会　セントラル病院 三次市社会福祉協議会

特定医療法人大慈会　三原病院 医療法人社団　緑誠会　光の丘病院 岡山市社会福祉協議会

障害者支援施設　ときわ台ﾎｰﾑ 洛和会ヘルスケアシステム ありすの杜 南麻布 広島市(4）（社会福祉）

株式会社　エポカケアサービス 社会福祉法人　幼年保護会　 横浜家庭学園 佐賀市役所（一般事務）

障害者支援施設　出雲サンホーム 医療法人養和会　養和病院(2)

医療法人社団有信会　呉記念病院 社会福祉法人　広島県同胞援護財団　千歳園

特定医療法人あかね会　土谷総合病院 長崎大学病院 呉医療センター 広島市

三原キャンパス（助産学専攻科）三原キャンパス（助産学専攻科）三原キャンパス（助産学専攻科）三原キャンパス（助産学専攻科）
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平成２２年度卒業生の主な就職先

三原キャンパス（保健福祉学部)三原キャンパス（保健福祉学部)三原キャンパス（保健福祉学部)三原キャンパス（保健福祉学部)
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医療法人社団 黎明会 さくらの丘クリニック


