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主ガ⒐尤旄 主寺鴫試旨 熏歹滲E̊黻誘輪04淋 戻熏歹か

ęŘČźżć主 主嗣資識子仔質思璽自誌師実斯辞執枝 濯逗E̊黻誘輪04淋 熏歹pθす柆鑚使χ

姿紫止使わ仟溷黻主 主仔斯旨詞 主視実祉次鹿使獅執 主熏歹饗⊕

濯っ主 仔詩飼執旨斯旨至痔主 主試似祉使痔施而歯執 熏歹滲徳ぁ04淋
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広島県(9)（うち保健師1） 広島市(6) 福山市民病院(2) 公立みつぎ総合病院

国立病院機構　呉医療ｾﾝﾀｰ(4) 国立病院機構　東広島医療ｾﾝﾀｰ(4) 三原赤十字病院 広島大学病院(5)

ＪＡ広島総合病院（助産師） ＪＡ尾道総合病院(4)（うち助産師1） 広島記念病院（助産師） 中国中央病院(2)

吉島病院 広島共立病院 マツダ病院(3) 島根大学医学部附属病院

児島市民病院 岡山大学医学部附属病院 財団法人倉敷中央病院(3) 高松赤十字病院（助産師）

愛媛県立中央病院 松山市民病院 医療法人社団高邦会　高木病院 国立病院機構　大牟田病院

兵庫県立こども病院 国立病院機構　姫路医療ｾﾝﾀｰ 神戸大学医学部附属病院 静岡県立こども病院

慶応義塾大学病院 聖路加国際病院

公立みつぎ総合病院 国立病院機構　広島西医療ｾﾝﾀｰ(2) 因島医師会病院

ＪＡ尾道総合病院 医療法人社団おると会　浜脇整形外科病院 医療法人社団飛翔会　寛田ｸﾘﾆｯｸ

医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院 医療法人社団清風会 医療法人社団　まりも会　

医療法人健応会　福山中央病院 医療法人社団伯栄会　のぞみ整形外科ｸﾘﾆｯｸ 医療法人叙叙会　福山第一病院

医療法人社団永光会　水永病院 財団法人操風会　岡山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 出雲市民ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

医療法人創和会　しげい病院 国立病院機構　関門医療ｾﾝﾀｰ 岩国市医療ｾﾝﾀｰ医師会病院(2)

松山市民病院 医療法人篤友会　関西ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 姫路赤十字病院

多可赤十字病院 医療法人社団苑田会　苑田会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 市立堺病院

医療法人大植会　葛城病院 医療法人行岡医学研究会　行岡病院

公立みつぎ総合病院 医療法人社団共愛会　己斐ヶ丘病院 医療法人社団更生会　草津病院

社会医療法人祥和会　大田記念病院 医療法人社団明清会　山田記念病院 医療法人社団二山会　宗近病院

社会医療法人社団陽正会　寺岡記念病院 医療法人ﾊｰﾄﾌﾙ ｱﾏﾉﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院(3) 社会福祉法人慈楽福祉会　ピア観音

社会福祉法人春海会　エクセル鞆の浦 社会福祉法人三原のぞみの会　紅梅保育所 ＮＰＯ法人児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ｹﾞｰﾄ

社会医療法人　明和会医療福祉ｾﾝﾀｰ　渡辺病院 社会福祉法人恩賜財団済生会　たかさご苑 デイサービス事業所　新町の家

財団法人操風会　岡山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 医療法人誠和会　倉敷記念病院 倉敷医療生活協同組合

国立病院機構　山口宇部医療ｾﾝﾀｰ 岩国市医療ｾﾝﾀｰ医師会病院 徳山医師会病院

医療法人社団　かねはら小児科 愛媛県立中央病院 医療法人青峰会　くじら病院

医療法人おくら会　藤戸病院 医療法人社団生和会　彩都ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 社会保険　宮崎江南病院

広島県立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 国立病院機構　広島西医療ｾﾝﾀｰ 医療法人和同会　広島シーサイド病院

医療法人和同会　広島グリーンヒル病院 医療法人ﾊｰﾄﾌﾙ ｱﾏﾉﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 医療法人社団有信会　呉記念病院

医療法人たかまさ会　山﨑病院 医療法人社団明和会　大野浦病院 谷本小児科

社会医療法人社団陽正会　寺岡記念病院 社会福祉法人あづみの森　知的障害児通園施設　あづみ園

医療法人社団黎明会　さくらの丘ｸﾘﾆｯｸ(2) 医療法人創和会　重井医学研究所附属病院 岡山済生会総合病院

医療法人社団生和会　徳山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 坂出市立病院 真網代くじらﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

医療法人財団慈強会　松山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 社会医療法人財団　池友会　福岡和白病院 特定医療法人順和　長尾病院

医療法人社団寿量会　熊本機能病院 潤和ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ振興財団　潤和会記念病院

医療法人玉昌会　加治木温泉病院・高田病院 財団法人厚生年金事業振興団　湯布院厚生年金病院

医療法人社団松下会　東生駒病院 医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院

医療法人社団明芳会　佐原中央病院 医療法人社団　函館脳神経外科

 広島市(社会福祉) 三原市(2)(一般事務，社会福祉) 島根県(児童福祉)

 日本赤十字社　広島県支部 臼杵市社会福祉協議会 宍粟市社会福祉協議会

三豊市立西香川病院 ＪＡ尾道総合病院 倉敷医療生活協同組合

医療法人翠清会　梶川病院 医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院 医療法人社団二山会　宗近病院

医療法人社団せがわ会　千代田病院 医療法人ピーアイエー　ナカムラ病院 医療法人社団緑誠会　光の丘病院

医療法人養和会　養和病院 医療法人恒昭会　藍野病院 社会福祉法人あと会

 社会福祉法人一れつ会　 社会福祉法人白寿会 社会福祉法人政樹会(2)

 社会福祉法人広島県同胞援護財団 社会福祉法人平和会　特養やすらぎの里広域公園 社会福祉法人春海会

 社会福祉法人はばたきの里 社会福祉法人きらくえん 社会福祉法人旭川荘

 社会福祉法人北摂杉の子会 社会福祉法人敬和会 社会福祉法人王慈福祉会(2)

 有限会社ケア・フレンズ 株式会社サルート 株式会社創心曾

 日亜化学工業株式会社 株式会社ラウンドワン

広島県(2) 広島市 国立病院機構　東広島医療ｾﾝﾀｰ 愛媛県立中央病院

北九州市 鹿児島市立病院 医療法人社団ﾐｵ・ﾌｧﾃｲﾘﾃｲ・ｸﾘﾆｯｸ 兵庫県立塚口病院

(注)かっこ内の数字は，一つの学科（専攻）から同一の就職(採用)先に複数名が就職している場合の人数を表しています。

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２３年度卒業生の主な就職先平成２３年度卒業生の主な就職先平成２３年度卒業生の主な就職先平成２３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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