
報道関係 各位

一般社団法人シルバーサービス振興会

○新たに76名の新規認定者誕生

　　

　　 審査分を7月1日のレベル認定委員会で審議の結果、新たに 名の

　レベル認定者が誕生し、レベル認定者の総数は 名となりました。

【新規認定者数の推移】

25年度
26年度
27年度

28年度 総数： 名

【新規認定者　 名の内訳】　

別紙をご参照ください。

参考：レベル認定者（総数 名 ）の内訳
①サービス種別　　別表1をご参照ください。　　
②都道府県別　　　別表2をご参照ください。
③レベル別　　　　別表3をご参照ください。

以上

約 4,200 人の介護職員の方が取り組んでおり、着実に推進されています。

平成28年7月4日

介護プロフェッショナルキャリア段位制度
新規レベル認定者誕生に関するお知らせ

介護プロフェッショナルキャリア段位制度のレベル認定には、現在全国47都道府県において、

こうした中で、 6月 76

1,717

76

1,717

14名
414名
938名

351名 1,717
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№ 都道府県 サービス種別 事業所名 レベル 認定者名 アセッサー名

1 宮城県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　高森ロマンホーム 4 石崎亜希子 髙橋通

2 宮崎県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム仁の里 4 永田誠 坂本章子

3 東京都 短期入所生活介護 品川区立杜松地域密着型多機能ホーム 4 伊藤寛子 岩永陽子

4 佐賀県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ケアハイツやすらぎ 4 山田恵造 小山智子

5 東京都 介護老人保健施設 小金井あんず苑 4 生駒佳子 小川力信

6 静岡県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム愛華の郷 4 中邑愛 吉田和史

7 三重県 回復期リハビリテーション病棟 藤田保健衛生大学七栗記念病院 4 稲垣喜信 船橋亮平

8 北海道 介護老人保健施設 エスポワール北広島 4 阿部匡秀 笠原泰志

9 大阪府 介護老人保健施設 介護老人保健施設ヴァンサンク 4 非公表 中野亮

10 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設グリーン・ボイス 4 苅部行雄 矢村秀幸

11 埼玉県 介護老人保健施設 しょうわ 4 加藤幸 大熊豪

12 茨城県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　大宮フロイデハイム 4 椎名祥子 圷宗彦

13 神奈川県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

14 神奈川県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ハートフル瀬谷 3 村山真哉 石井敏也

15 千葉県 介護老人保健施設 なのはな館　みさき 3 押本陽子 小滝忍

16 静岡県 介護療養型医療施設 湖東病院 3 下平尚洋 足立恵

17 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設　水仙園 3 大河内千春 山本史代

18 岐阜県 介護老人福祉施設 ナーシングケア加納 3 豊田佑美 日比野葉子

19 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設国立あおやぎ苑 3 中島明美 東城邦彦

20 愛知県
地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護
フィロスみなと 3 宮﨑　晴菜 東秀樹

21 北海道 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ 3 髙橋雄 中林純一

22 茨城県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

23 兵庫県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　清和香櫨園 3 非公表 非公表

24 兵庫県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　清和香櫨園 3 非公表 非公表

25 兵庫県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　清和香櫨園 3 非公表 非公表
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№ 都道府県 サービス種別 事業所名 レベル 認定者名 アセッサー名

26 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設水仙園 3 吉川加寿美 梅田一江

27 島根県 その他 出雲市民リハビリテーション病院 3 花田弘美 栗原てるみ

28 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設グリーン・ボイス 3 高橋扶美子 白石亜希

29 大阪府 介護老人福祉施設 南港咲洲特別養護老人ホーム 2② 松岡麻美 中川純也

30 宮城県 通所介護 デイサービスセンターさくら 2② 遊佐晃 二階堂洋

31 東京都 特定施設入居者生活介護 ロイヤルライフ奥沢 2② 大西佳枝 高橋恵美

32 東京都 訪問介護 エンジェルケアサービス 2② 松本敦子 槌屋富美子

33 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム大洋園 2② 非公表 小宮山啓介

34 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム なごみの郷 2② 畑政善 三上賀津夫

35 愛知県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム白珠 2② 中村眞美 白井有喜子

36 東京都 訪問介護 非公表 2② 非公表 非公表

37 三重県 介護老人保健施設 非公表 2② 非公表 非公表

38 東京都 訪問介護 すまいる蓮沼 2② 結松　寿子 越坂美穂

39 千葉県 認知症対応型共同生活介護 神明町ｶﾞｰﾃﾞﾝ 2② 青木久美子 原田春美

40 東京都 通所介護 すまいる蓮沼 2② 吉倉結花 辻まさ子

41 奈良県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　鴻池荘　サテライト蜻蛉 2② 山本圭剛 笠松宏記

42 愛知県
地域密着型特定施設入居者

生活介護
常盤 2② 中村まさ子 鈴木啓嗣

43 秋田県 訪問介護 ヘルパーステーションみんなの杜 2② 門脇優美 原田練子

44 東京都 訪問介護 すまいる蓮沼 2② 加藤直美 越坂美穂

45 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設国立あおやぎ苑立川 2② 森田朋央 今井政宏

46 鹿児島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム慈恵園 2② 下園　康成 大久保都

47 愛媛県 短期入所生活介護 ベストケア・ショートステイ来住 2② 浦上理香 松嶋裕美

48 愛媛県 通所介護 ベストケア・デイサービスセンター松前 2② 岡本繁佑樹 松嶋裕美

49 東京都 介護老人保健施設 老人保健施設千寿の郷 2① 石田博志 柳田貴吉

50 福島県 通所介護 ケイアンドワイデイサービス 2① 吉田和樹 田子伸一
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51 東京都 訪問介護 あっぷるちよだ日暮里駅前店 2① 石川聖子 瀬川利光

52 山口県 介護老人保健施設 ハートホーム山口 2① 山野井明子 國重菜美

53 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム誠心園 2① 三王弘樹 山下智春

54 京都府 介護療養型医療施設 嵯峨野病院 2① 井上久仁子 生田奈巳

55 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ荻窪 2① 大津芽意 渡邉健城

56 岡山県 通所介護 デイサービスセンター　うららか 2① 原田なつみ 田村浩

57 大阪府 介護老人保健施設 介護老人保健施設えきさい大阪 2① 隈田原優子 小山英樹

58 愛知県 介護老人保健施設 老人保健施設ラベンダー 2① 髙坂直子 藤枝ふくみ

59 福島県 小規模多機能型居宅介護 ケイアンドワイ小規模多機能型居宅介護 2① 吉田麻美 風間美代子

60 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム等々力の家 2① 非公表 神吉大輔

61 福島県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　エミネンス芦ノ牧 2① 非公表 非公表

62 神奈川県 通所介護 恒順会 2① 小泉知佳 馬渡美香子

63 宮城県 介護老人保健施設 非公表 2① 非公表 非公表

64 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　なごみの郷 2① 水尻潤耶 寺島宏之

65 愛知県 認知症対応型共同生活介護 グループホームじぶんち 2① 加藤悦子 大山啓子

66 東京都 訪問介護 母の手介護 2① 非公表 北橋健次

67 愛知県 認知症対応型通所介護 デイサービス千音寺 2① 岡田スエミ 高橋栄江

68 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ世田谷代田 2① 荒木祐子 世古博美

69 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設ルネサンス麻布 2① 永見泰也 宮永孝志

70 静岡県 小規模多機能型居宅介護 まごころの家島田 2① 小泉和也 杉村未来

71 秋田県 訪問介護 元気でねット指定訪問介護事業所 2① 佐々木和也 釜谷悦子

72 東京都 通所介護 デイサービスクローバー千駄ヶ谷 2① 今野麻美 田崎潤

73 岡山県 通所介護 リハスタイル 2① 早川史香 長野勲

74 東京都 訪問介護 小平アットホームケアサービス 2① 白鳥あさ美 多鹿洋

75 大分県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 日田園 2① 非公表 梶原さおり
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76 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム和敬園 2① 原島可奈子 武澤喜夫

※ユニット認定とは、レベル認定に必要な内部評価の継続が困難となった場合（アセッサーや被評価者の退職・異動等）で、評価が
  完了した項目（ユニット）に限り、認定を行うものです。

※※「認定者名」「アセッサー名」については、ご本人の承諾をいただき氏名を公表しております。

発信者・お問い合わせ先 

一般社団法人シルバーサービス振興会 
〒105-0003 東京都港区西新橋3-25-33 NP御成門ビル6階 

 TEL:03-5402-4882（電話受付10:00～17:00 土日祝、年末年始休） 
FAX:03-5402-4884 Email: careprofessional@espa.or.jp 



参考　：　レベル認定者（総数　：　1717名）の内訳

①サービス種別《別表1》　

介護老人福祉施設 415 介護老人保健施設 494 介護療養型医療施設 27 訪問介護 191

訪問入浴介護 2 通所介護 182 通所リハビリテーション 83 短期入所生活介護 40

短期入所療養介護 2
特定施設

入居者生活介護
79

夜間対応型
訪問介護

0
認知症対応型
共同生活介護

74

認知症対応型通所介護 21
小規模多機能型

居宅介護
35

地域密着型特定施設
入居者生活介護

3
地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護
22

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

9 複合型サービス 5 居宅介護支援事業所 0
回復期

リハビリテーション病棟
15

有料老人ホーム 3 法人本部 1 病院 9 障害者支援施設 5

計 1,717

②都道府県別《別表2》

北海道 82 青森県 39 岩手県 35 宮城県 38

秋田県 13 山形県 24 福島県 40 茨城県 27

栃木県 28 群馬県 26 埼玉県 42 千葉県 43

東京都 235 神奈川県 81 新潟県 22 富山県 16

石川県 10 福井県 28 山梨県 5 長野県 25

岐阜県 34 静岡県 40 愛知県 96 三重県 21

滋賀県 3 京都府 14 大阪府 119 兵庫県 77

奈良県 27 和歌山県 20 鳥取県 57 島根県 2

岡山県 35 広島県 64 山口県 30 徳島県 7

香川県 5 愛媛県 32 高知県 12 福岡県 51

佐賀県 3 長崎県 18 熊本県 30 大分県 27

宮崎県 12 鹿児島県 18 沖縄県 4

計 1,717

③レベル別《別表3》　

レベル2① 630

レベル2② 457

レベル3 333

レベル4 286

ユニット 11

計 1,717
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