
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163名の新規認定者誕生

　　

　　 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

2,211

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

（平成２８年度１２月審査分）

約

14名
414名
938名

163

845名 2,211

平成28年12月28日

5,100 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。

こうした中で、 12月 に開催されたレベル認定委員会で審議の結果、新たに

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、

2,211

163
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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 熊本県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム老人ホームひろやす荘 4 嘉悦千春 稲垣ルミ子

2 広島県 介護老人保健施設 介護老人保健施設希望の園 4 森江　翔 大田弘恵

3 東京都 訪問介護 さくら・介護ステーション西葛西 4 松永映子 佐藤智子

4 愛媛県 訪問介護 ベストケア株式会社訪問介護事業所 4 中野清子 原口亜矢

5 東京都 訪問介護 ベスト・ケアーヘルパーステーション練馬 4 福田紀子 荒井尊城

6 東京都 訪問介護 はなケア用賀サービスセンター 4 目野奈美 田口雅之

7 東京都 訪問介護 用賀サービスセンター 4 田口雅之 山口哲

8 和歌山県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　和佐の里 4 野田明希 辻恭介

9 東京都 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設けんちの里 3 非公表 非公表

10 石川県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ピカソ 3 田中由美子 和田美枝子

11 岩手県 介護老人福祉施設
ユニット型介護老人福祉施設特別養護老人

ホームたきざわの家
3 非公表 非公表

12 岐阜県 認知症対応型共同生活介護 ファミリーケア北方 3 小林和賀子 勝田悦子

13 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 浅見直宏 石田一樹

14 東京都 介護老人保健施設 水野介護老人保健施設 3 木村誠 吉田光男

15 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 佐藤かおり 田中紀雄

16 東京都 訪問介護 さくらケア駒沢訪問介護事業所 3 非公表 小河原萌

17 沖縄県 介護老人福祉施設 日赤安謝福祉複合施設 3 非公表 久髙政彦

18 大分県 介護老人保健施設 介護老人保健施設サンテラスながとみ 3 衛藤志穂 西田美代子

19 沖縄県 介護老人福祉施設 日赤安謝福祉複合施設 3 非公表 平安優子

20 大分県
定期巡回・随時対応訪問介護

看護
ケアホーム青いみちＩＫＩ 3 粟生絵理 東剛司

21 東京都 介護老人福祉施設 南陽園 3 大川　陽平 非公表

22 和歌山県 介護老人保健施設 紀伊の里 3 岩間健仁 羽端克行

23 新潟県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームたかつぼ 3 横井智美 遠山輝子

24 東京都 介護老人保健施設 練馬ゆめの木 3 山内裕史 平澤理

25 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設フロリール調布 3 小幡　真也 田中雅美
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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 福岡県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームむさし苑 3 岩本真由美 貝賀久美

27 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設シーダ・ウォーク 3 非公表 非公表

28 北海道 介護老人保健施設 介護老人保健施設ら・ぱーす 3 畑るみ 吉田善博

29 大分県 介護老人保健施設 介護老人保健施設サンテラスながとみ 3 木村勇斗 葛城和明

30 宮崎県 介護老人保健施設 介護老人保健施設慶穣塾 3 椎葉梓 児玉陽子

31 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム第三南陽園 3 藤田由加 宮岡学文

32 奈良県 介護老人保健施設 介護老人保健施設光陽 3 五味智美 大辻和美

33 広島県 通所介護 非公表 3 非公表 非公表

34 埼玉県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム三恵苑 3 飯沼忠 長竹一佳

35 大分県 介護老人福祉施設 ナーシングホームはるかぜ 3 中島晃子 中村直美

36 千葉県 介護老人保健施設 ロータスケアセンター 3 岩成昭年 宍倉國悦

37 富山県 介護老人保健施設 介護老人保健施設おおぞら 3 能作文子 姫野法子

38 石川県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ピカソ 3 北尾由美 新谷美和子

39 愛知県 介護老人保健施設 高須ケアガーデン 2② 苅谷祐美子 佐藤辰美

40 鳥取県 介護老人福祉施設 介護福祉センターあかねの郷 2② 野口美和 矢田貝裕一郎

41 東京都 訪問介護 訪問介護福は家 2② 中川直美 中川裕太

42 高知県 介護老人保健施設 介護老人保健施設JAいなほ 2② 非公表 非公表

43 長崎県 介護老人福祉施設 非公表 2② 非公表 非公表

44 兵庫県 介護老人保健施設
地域医療機能推進機構神戸中央病院附属

介護老人保健施設
2② 池田幸樹 柳原孝至

45 香川県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームマリアの園 2② 大西 清幸 森上明美

46 岡山県 介護老人福祉施設 非公表 2② 非公表 非公表

47 東京都 通所介護 デイサービスこたつ 2② 廣瀬則子 中塚雅子

48 山口県 介護老人保健施設 非公表 2② 非公表 非公表

49 東京都 訪問介護 さくらケア駒沢訪問介護事業所 2② 非公表 高橋明里

50 静岡県 介護老人保健施設 介護老人保健施設しおさい 2② 柴崎徹 鈴木常美
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51 東京都 認知症対応型通所介護 くすの木デイサービス 2② 小海理恵 涌井葉子

52 埼玉県 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能馬渡さん家 2② 迫田正美 佐藤淑子

53 東京都 通所介護 機能回復リハセンター篠崎 2② 吉野　かおり 梶川隆裕

54 宮城県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームウィング 2② 鈴木秀暢 南舘清史

55 東京都 通所介護 BPリハビリStudio 2② 福田俊弘 中西智也

56 東京都 訪問介護 ヘルパーステーションあった介護 2② 岩井　京子 市川俊樹

57 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設菜の花 2② 川辺陽介 和田聖子

58 栃木県 介護老人保健施設 ヴィラフォーレスタ森の家 2② 鈴木美穂 高橋真紀子

59 熊本県 介護老人保健施設 臥龍園 2② 植木秀冶 畑山幸美

60 福岡県 認知症対応型共同生活介護 きたふくグループホーム「自然の郷」帆柱 2② 飛鷹麻衣 石丸絵美

61 石川県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ピカソ 2② 古坂真也 松井恭子

62 栃木県
地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護
特別養護老人ホーム杉の樹園 2② 田村芳恵 小林大祐

63 高知県 介護老人保健施設 介護老人保健施設JAいなほ 2② 非公表 非公表

64 和歌山県 介護老人保健施設 紀伊の里 2② 小谷昌宏 足立仁志

65 東京都 通所介護 あすなろみんなの家 2② 久野木美穂 鈴木洋美

66 秋田県 訪問介護 元気でねット指定訪問介護事業所 2② 戸嶋淳子 藤田浜子

67 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設ホスピア東和 2① 森英樹 岩本小百合

68 東京都 通所介護 デイサービスセンター湯～亀 2① 鈴木智博 笹沼亜友美

69 東京都 通所介護 デイサービスセンターみたて 2① 斉藤真樹子 中野一仁

70 広島県 回復期リハビリテーション病棟 アマノリハビリテーション病院 2① 矢野望 前田健一

71 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 2① 才木康平 石井敏也

72 東京都 訪問介護 あっぷるちよだ日暮里駅前店 2① 上出洋子 瀬川利光

73 東京都 通所介護 青梅市高齢者在宅サービスセンター大洋園 2① 矢ヶ崎千佳子 坂本竜

74 東京都 介護老人保健施設 立川介護老人保健施設わかば 2① 中島友弥 坂井英子

75 東京都 介護老人保健施設 立川介護老人保健施設わかば 2① 田中勝 上野多恵子
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76 東京都 訪問介護 あさひ介護センター 2① 非公表 非公表

77 東京都 訪問介護 非公表 2① 非公表 非公表

78 東京都 訪問介護 訪問介護福は家 2① 三好幸子 中川裕太

79 東京都 訪問介護 訪問介護福は家 2① 藤本歩 中川裕太

80 神奈川県 介護老人保健施設 介護老人保健施設千の風・川崎 2① 島田裕一 田中敬二

81 東京都 訪問介護 足立ケア21訪問介護ステーション 2① 野口恭子 牛草茂丈

82 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ世田谷代田 2① 宮代美保子 世古博美

83 東京都 有料老人ホーム 株式会社アライブメディケア 2① 非公表 三浦陸

84 東京都 訪問介護 ホットステーションSUN 2① 石川恵 金沢雄司

85 東京都 小規模多機能型居宅介護 燦々ほーむあらかわ 2① 大原隆志 石原孝子

86 宮城県 通所介護 ディサービスセンターあんずハウス西公園 2① 倉田大樹 加賀屋幸子

87 青森県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム弘前静光園 2① 米澤奈月 川村真由美

88 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ品川大井 2① 並木真弘 武田雅代子

89 徳島県 認知症対応型共同生活介護 グループホームフォレスト 2① 宮前三恵子 坂東敦子

90 東京都 訪問介護 足立ケア21訪問介護ステーション 2① 高久晴美 牛草茂丈

91 愛知県 介護老人保健施設 介護老人保健施設さなげ 2① 木戸基晴 佐々木裕美

92 熊本県 介護老人保健施設 臥龍園 2① 濱本貴美子 植木秀治

93 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ浜田山 2① 非公表 非公表

94 静岡県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設みくらの里 2① 渡邊健太タイ 渡邉直美

95 東京都 訪問介護 ヘルパーステーションケアワーク東京 2① 早出奈津乃 本加美智代

96 東京都 訪問介護 ヘルパーステーションケアワーク東京 2① 浅井文子 本加美智代

97 東京都 訪問介護 ヘルパーステーションケアワーク東京 2① 河野祥子 本加美智代

98 東京都 認知症対応型通所介護 くすの木デイサービス 2① 田口とき子 涌井葉子

99 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム信愛のぞみの郷 2① 川嵜信子 内田芳美

100 東京都 通所介護 まつしまリハビリホーム 2① 坂本直美 木山真奈美
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101 東京都 通所介護 デイサービスクローバー千駄ヶ谷 2① 高野佑介 田崎潤

102 東京都 通所介護 デイサービスクローバー千駄ヶ谷 2① 杉田令子 田崎潤

103 東京都 小規模多機能型居宅介護 燦々ほーむあらかわ 2① 岡部佳樹 石原孝子

104 東京都 訪問介護 ホットステーションSUN 2① 浅野貴顕 金沢雄司

105 東京都 訪問介護 ケアステーションすばる 2① 設楽恵子 設楽紀久子

106 愛知県 小規模多機能型居宅介護 ナイス・ホーム 2① 非公表 非公表

107 愛知県 通所介護 ナイス・デイ 2① 非公表 非公表

108 東京都 通所介護 まつしまリハビリホーム 2① 加藤千絵 木山真奈美

109 東京都 訪問介護 ヘルパーステーションあった介護 2① 杉山幸子 市川俊樹

110 東京都 認知症対応型共同生活介護 グループホームのどか池上 2① 設樂愼子 細谷勝彦

111 神奈川県 訪問介護
川崎市社会福祉協議会あさお訪問介護支援

事業所
2① 西尾佐恵子 宮一直子

112 東京都 通所介護 デイサービスクローバー四谷 2① 森明子 野口裕

113 愛知県 訪問介護 ナイス・ケア 2① 非公表 非公表

114 東京都 介護老人福祉施設 久我山園 2① 牧野拓也 林田真一

115 広島県 特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホームメリィハウス西風新都 2① 中川光一 竹内学

116 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム第2カントリービラ青梅 2① 関塚緑 小磯伸広

117 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 三浦大典 池田純

118 東京都 通所リハビリテーション 介護老人保健施設ルネサンス麻布 2① 保谷洋祐 辻俊之

119 東京都 通所介護 まつしまリハビリホーム 2① 木山真奈美 加藤千絵

120 東京都 認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護グループホーム

さくらの家東矢口
2① 小池聡子 宮内恵

121 東京都 短期入所生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

122 東京都 短期入所生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

123 東京都 通所介護 非公表 2① 非公表 非公表

124 東京都 通所介護 非公表 2① 非公表 非公表

125 東京都 通所介護 非公表 2① 非公表 非公表
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126 東京都 通所介護 非公表 2① 非公表 非公表

127 東京都 短期入所生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

128 東京都 認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護グループホーム

さくらの家東矢口
2① 遠藤ルリ 宮内恵

129 東京都 認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護グループホーム

さくらの家東矢口
2① 岸遥 宮内恵

130 東京都 認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護グループホーム

さくらの家東矢口
2① 福岡彩乃 宮内恵

131 東京都 認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護デイサービスセン

ターほのか東矢口
2① 伊藤深智 亀井加奈子

132 東京都 認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護デイサービスセン

ターほのか東矢口
2① 松本早織 亀井加奈子

133 東京都 認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護デイサービスセン

ターほのか東矢口
2① 渡部孝子 亀井加奈子

134 東京都 認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護デイサービスセン

ターほのか東矢口
2① 片岡克子 亀井加奈子

135 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム日の出紫苑 2① 非公表 非公表

136 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム日の出紫苑 2① 非公表 非公表

137 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム日の出紫苑 2① 非公表 非公表

138 東京都 短期入所生活介護 日の出紫苑 2① 非公表 非公表

139 東京都 短期入所生活介護 特別養護老人ホーム日の出紫苑 2① 非公表 非公表

140 東京都 短期入所生活介護 特別養護老人ホーム　日の出紫苑 2① 非公表 非公表

141 東京都 短期入所生活介護 特別養護老人ホーム　日の出紫苑 2① 非公表 非公表

142 東京都 介護老人福祉施設 日の出紫苑 2① 非公表 非公表

143 東京都 短期入所生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

144 愛知県 認知症対応型通所介護 デイサービス千音寺 2① 小村麻由美 岩下みきえ

145 東京都 訪問介護 クローバー沼袋 2① 大林俊美 髙橋由枝

146 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム風の樹 2① 深堀喜之 稲垣友紀

147 東京都 通所リハビリテーション 非公表 2① 非公表 非公表

148 山梨県 通所介護 デイサービスたんぽぽ 2① 梶原歩 非公表

149 千葉県 介護老人保健施設 はさま徳洲苑 2① 嶋田恵 鈴木亜希子

150 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設ファミリート日の出 2① 非公表 非公表
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151 東京都 通所リハビリテーション 非公表 2① 非公表 非公表

152 愛知県 訪問介護 ナイス・ケア 2① 安田智代 小田久代

153 茨城県 介護老人福祉施設 プルミエールひたち野 2① 明日川大志 大内文人

154 東京都 認知症対応型通所介護 くすの木デイサービス 2① 島田玲子 涌井葉子

155 宮崎県 特定施設入居者生活介護 養護老人ホーム照葉 2① 吉井優子 阪本有希

156 東京都 通所介護 あすなろみんなの家 2① 渡邉浩 私市真彦

157 東京都 認知症対応型共同生活介護 ｸﾞﾙｰﾌﾟホーム青戸 2① 水田勝也 柳田望

158 東京都 認知症対応型共同生活介護 グループホーム青戸 2① 下瀬真司 天野義久

159 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム新とみ 2① 山﨑伸行 関口愛

160 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム新とみ 2① 佐野伸一 関口愛

161 神奈川県 訪問介護 かたくり相模原 ユニット 岩澤美穂 松崎早織

162 神奈川県 訪問介護 かたくり相模原 ユニット 松崎早織 大原夏子

163 神奈川県 訪問介護 かたくり相模原 ユニット 大原夏子 岩澤美穂

※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） 



参考　：　レベル認定者（総数　：　2,211名）の内訳

①サービス種別《別表1》　

介護老人福祉施設 535 介護老人保健施設 608 介護療養型医療施設 29 訪問介護 271

訪問入浴介護 2 通所介護 244 通所リハビリテーション 93 短期入所生活介護 53

短期入所療養介護 2
特定施設

入居者生活介護
95

夜間対応型
訪問介護

0
認知症対応型
共同生活介護

101

認知症対応型通所介護 37
小規模多機能型

居宅介護
43

地域密着型特定施設
入居者生活介護

5
地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護
29

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

10
看護小規模多機能型居宅

介護
7 居宅介護支援事業所 0

回復期
リハビリテーション病棟

22

有料老人ホーム 4 法人本部 5 病院 10 障害者支援施設 6

計 2,211

②都道府県別《別表2》

北海道 92 青森県 44 岩手県 40 宮城県 44

秋田県 14 山形県 25 福島県 46 茨城県 35

栃木県 35 群馬県 32 埼玉県 54 千葉県 58

東京都 435 神奈川県 95 新潟県 30 富山県 19

石川県 13 福井県 40 山梨県 6 長野県 29

岐阜県 39 静岡県 50 愛知県 117 三重県 24

滋賀県 4 京都府 16 大阪府 132 兵庫県 85

奈良県 31 和歌山県 28 鳥取県 64 島根県 2

岡山県 45 広島県 80 山口県 34 徳島県 9

香川県 8 愛媛県 40 高知県 17 福岡県 59

佐賀県 3 長崎県 21 熊本県 38 大分県 32

宮崎県 16 鹿児島県 24 沖縄県 7

計 2,211

③レベル別《別表3》　

レベル2① 846

レベル2② 574

レベル3 427

レベル4 349

ユニット 15

計 2,211

※「複合型サービス」の名称は、平成27年度介護報酬改定において「看護小規模多機能型居宅介護」と変更されております。
新名称に統一するため平成28年度8月より表記を変更いたしました。
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