
ホワイト500 20法⼈

法⼈名

医療法⼈社団美⼼会 群⾺県 ⾼崎市

社会福祉法⼈佑啓会 千葉県 市原市

医療法⼈社団同友会 東京都 ⽂京区

医療法⼈社団せいおう会 東京都 台東区

社会医療法⼈財団董仙会 ⽯川県 七尾市

医療法⼈社団洋和会 ⽯川県 野々市市

医療法⼈博俊会 福井県 坂井市

社会医療法⼈愛⽣会 愛知県 名古屋市

医療法⼈順秀会 愛知県 名古屋市

医療法⼈社団喜峰会 愛知県 春⽇井市

医療法⼈医誠会 ⼤阪府 ⼤阪市

社会医療法⼈ペガサス ⼤阪府 堺市

医療法⼈厚⽣会 ⼤阪府 ⾙塚市

医療法⼈はぁとふる ⼤阪府 ⽻曳野市

医療法⼈新⽣会 奈良県 奈良市

特定医療法⼈財団博愛会 福岡県 福岡市

医療法⼈原⼟井病院 福岡県 福岡市

医療法⼈社団久英会 福岡県 久留⽶市

社会福祉法⼈久英会 福岡県 久留⽶市

医療法⼈⽟昌会 ⿅児島県 ⿅児島市

所在地



⼤規模法⼈ 87法⼈

法⼈名

医療法⼈渓仁会 北海道 札幌市

社会福祉法⼈渓仁会 北海道 札幌市

医療法⼈新産健会 北海道 札幌市

医療法⼈社団慶友会 北海道 旭川市

社会福祉法⼈⼑圭会 北海道 帯広市

医療法⼈社団⼑圭会 北海道 帯広市

社会医療法⼈博愛会 北海道 帯広市

社会医療法⼈ピエタ会 北海道 ⽯狩市

社会福祉法⼈とおの松寿会 岩⼿県 遠野市

社会福祉法⼈いつつ星会 岩⼿県 ⼆⼾市

社会福祉法⼈あおば厚⽣福祉会 宮城県 仙台市

社会福祉法⼈ありのまま舎 宮城県 仙台市

社会福祉法⼈宮城県障がい者福祉協会 宮城県 仙台市

社会福祉法⼈みんなの輪 宮城県 仙台市

社会福祉法⼈平⽥厚⽣会 ⼭形県 酒⽥市

社会福祉法⼈郡⼭福祉会 福島県 郡⼭市

医療法⼈博仁会 茨城県 常陸⼤宮市

社会福祉法⼈薫英会 群⾺県 吉岡町

特定医療法⼈好⽂会 埼⽟県 深⾕市

医療法⼈社団⾼原会 千葉県 市原市

社会福祉法⼈悠久会 千葉県 ⼋千代市

社会福祉法⼈千葉シニア 千葉県 四街道市

医療法⼈社団こころとからだの元氣プラザ 東京都 千代⽥区

医療法⼈社団⽣光会 東京都 新宿区

医療法⼈財団三友会 東京都 江東区

社会福祉法⼈東京児童協会 東京都 江⼾川区

社会医療法⼈社団 愛有会 東京都 東村⼭市

所在地



医療法⼈社団やまびこ 神奈川県 横浜市

社会福祉法⼈ 松宝苑 神奈川県 茅ヶ崎市

医療法⼈財団博仁会 富⼭県 富⼭市

社会福祉法⼈陽翠⽔ ⽯川県 能美市

医療法⼈厚⽣会 福井県 福井市

社会福祉法⼈福聚会　宝珠苑 福井県 福井市

社会福祉法⼈⼤野和光園 福井県 ⼤野市

医療法⼈桃花会 ⼭梨県 笛吹市

社会医療法⼈蘇⻄厚⽣会 岐⾩県 笠松町

社会福祉法⼈聖隷福祉事業団 静岡県 浜松市

社会福祉法⼈美芳会 静岡県 富⼠市

社会福祉法⼈清凉会 愛知県 名古屋市

社会医療法⼈⼤真会 愛知県 名古屋市

社会福祉法⼈名古屋市⾝体障害者福祉連合会 愛知県 名古屋市

社会福祉法⼈名古屋ライトハウス 愛知県 名古屋市

社会福祉法⼈アパティア福祉会 三重県 桑名市

社会福祉法⼈名張育成会 三重県 名張市

社会医療法⼈誠光会 滋賀県 草津市

医療法⼈知⾳会 京都府 京都市

社会福祉法⼈北星会 京都府 宮津市

社会福祉法⼈⻘⾕学園 京都府 城陽市

社会医療法⼈愛仁会 ⼤阪府 ⼤阪市

社会福祉法⼈慶⽣会 ⼤阪府 ⼤阪市

社会福祉法⼈あかつき福祉会 ⼤阪府 箕⾯市

医療法⼈恵⽣会 ⼤阪府 東⼤阪市

社会福祉法⼈神⼾中央福祉会 兵庫県 神⼾市

医療法⼈明倫会 兵庫県 神⼾市

社会福祉法⼈あかね 兵庫県 尼崎市

医療法⼈社団吉徳会 兵庫県 明⽯市



医療法⼈明和病院 兵庫県 ⻄宮市

社会福祉法⼈かるべの郷福祉会 兵庫県 養⽗市

社会福祉法⼈ひまわり 兵庫県 朝来市

社会福祉法⼈⼤和⾼原育成福祉会 奈良県 奈良市

社会福祉法⼈正和会 奈良県 五條市

社会福祉法⼈仁摩福祉会 島根県 ⼤⽥市

社会医療法⼈仁寿会 島根県 川本町

社会福祉法⼈敬友会 岡⼭県 岡⼭市

医療法⼈⾃由会 岡⼭県 岡⼭市

社会福祉法⼈天神会 岡⼭県 笠岡市

社会福祉法⼈信々会 広島県 広島市

社会医療法⼈千秋会 広島県 東広島市

社会福祉法⼈健祥会 徳島県 徳島市

社会医療法⼈北九州病院 福岡県 北九州市

社会医療法⼈共愛会 福岡県 北九州市

社会福祉法⼈もやい聖友会 福岡県 北九州市

医療法⼈社団江頭会さくら病院 福岡県 福岡市

社会医療法⼈福⻄会 福岡県 福岡市

社会医療法⼈謙仁会 佐賀県 伊万⾥市

社会医療法⼈祐愛会 佐賀県 ⿅島市

医療法⼈秋桜会 ⻑崎県 ⻑崎市

社会医療法⼈春回会 ⻑崎県 ⻑崎市

社会福祉法⼈清和福祉会 ⻑崎県 諫早市

医療法⼈博光会 熊本県 熊本市

医療法⼈熊愛会 熊本県 熊本市

医療法⼈祐基会 熊本県 熊本市

社会福祉法⼈リデルライトホーム 熊本県 熊本市

社会福祉法⼈⼤喜福祉会 ⼤分県 ⽇⽥市

社会福祉法⼈旭⽣会 ⿅児島県 ⿅児島市



医療法⼈⻘仁会 ⿅児島県 ⿅屋市

社会医療法⼈聖医会 ⿅児島県 枕崎市


