
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137名の新規認定者誕生

　　 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、
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。

　　 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

29年度 748名 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

3,312

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２９年度１０月審査分）

約

14名
414名
938名

137

3,312

1198名

3,312

平成29年11月2日

5,000

こうした中で、 10月 に開催されたレベル認定委員会で審議の結果、新たに 137



【　別　紙　】

№ 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 福井県 介護老人福祉施設 新田塚ハウス 4 池村美穂 野路晴代

2 岐阜県 通所介護 アルト介護センター長良 4 西垣敬子 疋田明子

3 山口県 特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム夢沓舎 4 山根弥生 北川信世

4 愛知県 介護老人保健施設 米津老人保健施設 4 山本広幸 百合草順子

5 長野県 特定施設入居者生活介護 むつみの郷ほたか 4 上原千恵 千野ゆかり

6 京都府 法人本部 非公表 4 非公表 非公表

7 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームむつみ苑 4 屋敷宝誕 藤原しのぶ

8 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームむつみ苑 4 柚木久美子 武田文恵

9 東京都 通所介護 多摩市和光園ケアセンター 4 大河原祥光 遠津由加江

10 奈良県 認知症対応型共同生活介護 グループホームはあとの杜さんごう 4 安部妙子 丸山順子

11 北海道 病院 南小樽病院 4 河村修一 福士久江

12 東京都 訪問介護 トータルケアサポート・わかば 4 樋口あけみ 岩川眞司

13 東京都 訪問介護 トータルケアサポート・わかば 4 山本　真由美 長瀬敦子

14 愛知県 訪問介護 楽雅堂 4 川村すゑみ 中島直美

15 鹿児島県 介護老人保健施設 ろうけん青空 4 桑原友香 丸目絵理

16 東京都 介護老人福祉施設 第二南陽園 4 非公表 非公表

17 東京都 訪問介護 ケアセンターふれあい 4 金子朋恵 中島由香里

18 岐阜県 認知症対応型通所介護 長良脳活性化センター 4 丹羽里沙 吉田ゆかり

19 岐阜県 小規模多機能型居宅介護 ほのぼの朝日ほずえの家 4 井波浩二 中垣恵子

20 愛媛県 特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホーム三津の里 4 渡部忍 松井孝太

21 北海道 介護老人福祉施設 非公表 4 非公表 非公表

22 宮崎県 介護老人保健施設 介護老人保健施設慶穣塾 4 児玉陽子 那須直美

23 愛媛県 特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホーム三津の里 4 松井孝太 渡部忍

24 大阪府 介護老人保健施設 松下介護老人保健施設はーとぴあ 4 松浦和孝 大谷和雅

25 東京都 訪問介護
特定非営利活動法人たすけあい大田はせさ

んずヘルパーステーション
4 山田麻澄 桟敷洋子
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【　別　紙　】

№ 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 奈良県 認知症対応型共同生活介護 グループホームはあとの杜田原本 4 丸山　順子 安部妙子

27 北海道 病院 南小樽病院 4 齊藤明子 舟川淳也

28 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
4 真家彩香 天川貴広

29 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
4 天川貴広 真家彩香

30 岐阜県 介護老人福祉施設 ナーシングケア北方 3 田中宏樹 奥田幹也

31 茨城県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

32 茨城県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

33 滋賀県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム坂田青成苑 3 末廣まどか 廣部真樹

34 岡山県 介護老人保健施設 介護老人保健施設瀬戸いこい苑 3 森京子 樽本五月

35 岐阜県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

36 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 浅井恵理子 佐宗勇太

37 福岡県 介護老人保健施設 介護老人保健施設シャンティ 3 柿添　雅彰 古賀多恵

38 愛媛県 介護老人保健施設 松山老人保健施設にぎたつ苑 3 井上崇 櫻田和世

39 京都府
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護
非公表 3 非公表 非公表

40 山口県 訪問介護 王喜の郷ホームヘルパーステーションいるか 3 宇内恭子 下森真理子

41 福岡県 認知症対応型共同生活介護 グループホームつくだ 3 松藤里香 今村真美

42 岡山県 介護老人保健施設 老人保健施設老健あかね 3 竹下進 篠岡美代子

43 東京都 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護泰山 3 田村優子 大山都希江

44 東京都 認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者グループホーム泰山 3 小野塚千里 本間郁子

45 福岡県 介護老人保健施設 介護老人保健施設シャンティ 3 江口愛子 大渕充代

46 宮城県 介護老人保健施設 老人保健施設なかだ 3 芳賀智子 千葉海輝

47 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 山口　直美 西田美代子

48 福岡県 認知症対応型共同生活介護 グループホームつくだ 3 笠間孝一 梶原加代子

49 東京都 認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者グループホーム泰山 3 清水麻由美 石原幹子

50 岐阜県 介護老人保健施設 介護老人保健施設それいゆ 3 上坪真也 高ノ山優子
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【　別　紙　】

№ 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

51 熊本県 訪問介護 ひろやす荘訪問介護事業所 3 山下麻由美 松本和子

52 岐阜県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

53 長崎県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

54 北海道 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　静苑ホーム 3 伊藤　和敬 石郷岡淳子

55 愛知県 通所介護 かいせいデイサービス 3 酒井梨沙 大野美紀

56 東京都 病院 竹川病院 3 白石　理佐 大内利絵

57 東京都 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設　琴清苑 3 原島寿々江 吉井直生

58 東京都 認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者グループホーム泰山 3 戸田智子 本間郁子

59 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 小岩知仁 桑野崇

60 岐阜県 介護老人保健施設 介護老人保健施設それいゆ 3 塩谷友希子 和賀登恵子

61 福岡県 法人本部 長田病院 3 江口幸恵 江﨑千代

62 東京都 通所介護 東青梅デイサービスセンター 2② 渡辺美佳 黒米立秋

63 長野県 介護老人保健施設 松本市城山介護老人保健施設 2② 馬瀬博章 赤羽純

64 沖縄県 介護老人保健施設 介護老人保健施設西原敬愛園 2② 上原和美 手登根ゆかり

65 東京都 認知症対応型共同生活介護 高齢者グループホームウェルケア立川 2② 倉本太郎 工藤徹哉

66 静岡県
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ぐみさわ苑 2② 北村智己 芹澤正子

67 青森県 介護老人福祉施設 グループホームピノッ郷 2② 工藤智春 前田和子

68 富山県 介護老人保健施設 介護老人保健施設葵の園・なんと 2② 大浦由美子 武田晴奈

69 秋田県 訪問介護 象潟ホームヘルプ事業所 2② 伊藤　仁美 佐藤真紀

70 東京都 訪問介護 ケアセンターふれあい 2② 山内淑江 中島由香里

71 東京都 介護老人福祉施設 非公表 2② 北村佳代 非公表

72 東京都 通所介護 デイホーム奥沢 2② 中島望歌 青木一生

73 岡山県 介護老人福祉施設 愛光苑 2② 雨山祐子 江木好美

74 東京都 訪問介護 あお竹ヘルパーステーション 2② 竹中　洋子 長澤慶子

75 千葉県 通所介護 聖マーガレットホーム 2② 小泉百合子 林清子
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【　別　紙　】

№ 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

76 福島県 病院 松村総合病院 2② 花野井奈津美 門井幸枝

77 茨城県 介護老人保健施設 介護老人保健施設健田 2② 本多美恵子 渡辺美由記

78 福井県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム白楽荘 2② 林亮太 黒川ゆかり

79 大分県 回復期リハビリテーション病棟 農協共済別府リハビリテーションセンター 2② 矢野美紀 佐藤千波

80 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設小金井あんず苑 2② 藤野政行 山根健

81 岐阜県 訪問介護 ヘルパーステーションそれいゆ 2② 庄田　清美 大洞里奈

82 宮崎県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ひむか苑 2② 鈴木剛彰 長友典子

83 東京都 介護老人保健施設 水野介護老人保健施設 2② 大竹律子 横田春美恵

84 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 2② 原園萌希 清水志穂

85 静岡県 介護老人保健施設 非公表 2② 非公表 非公表

86 東京都 介護老人福祉施設 第二南陽園 2② 非公表 荒木友晴

87 東京都 病院 青梅東部病院 2② 林香純 三浦悦子

88 北海道 通所介護 デイサービスセンターアゼリア北広島中央 2② 三宅茜 引木千恵

89 北海道 介護老人保健施設 介護老人保健施設ゆとりろ 2② 影山陽子 田中亜紀

90 岡山県 介護老人保健施設 老人保健施設ルミエール 2② 山本琢也 三尾佳雅

91 広島県 通所介護 ニックッスケアデイサービスセンターみくまり 2② 玉木百合 秋山祥代

92 東京都 認知症対応型共同生活介護
江東区地域密着型介護施設グループホーム

新砂
2② 工藤美佳 永田叙子

93 東京都 介護老人保健施設 足立老人ケアセンター 2② 大川久美子 石川郁弥

94 東京都 介護老人保健施設 国立あおやぎ苑立川 2② 城座優子 森田朋央

95 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 東松君枝 今井政宏

96 三重県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームソフトハウス 2② 辻由利絵 根崎裕充

97 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム大洋園 2② 加藤　真理子 畝高幸治

98 岐阜県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム山県グリーンビレッジ 2② 高橋晃一郎 小國恵利華

99 東京都 介護療養型医療施設 久米川病院 2② 大神球美 田村浜子

100 山口県 小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護王喜の郷ミントの

家
2② 中野加代子 三好将義
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【　別　紙　】

№ 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

101 山形県
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護
地域密着型特別養護老人ホームひいなの里 2② 佐野詩織 安孫子理恵

102 新潟県 有料老人ホーム ロージィ・コート柏崎 2② 馬場浩美 戸澤さつ樹

103 静岡県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム伊豆の家 2② 木部直子 中澤弓子

104 熊本県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームさくらの苑 2② 田代光砂 永津輝安

105 東京都 通所介護 憩いの里 2② 非公表 非公表

106 青森県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム鶴松園 2② 非公表 非公表

107 静岡県
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護
はまひるがお 2② 村田和彦 冨永成徳

108 広島県 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームなのか 2② 土川望 田中左由理

109 秋田県 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護事業所いいじま 2② 朝倉建吾 齋藤真澄

110 岡山県 介護老人保健施設 介護老人保健施設藤崎苑 2① 美山やよい 松川眞理子

111 埼玉県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームはるな苑 2① 会沢利大 青木良雄

112 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ久が原 2① 藤生直美 中野みゆき

113 山口県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム天王園 2① 中根民恵 渡辺幸子

114 群馬県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ふじあく光荘ユニット 2① 横幕京香 井沼里沙

115 長野県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム杏寿荘 2① 北村朋子 竹花洋司

116 長野県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム杏寿荘 2① 竹花洋司 北村朋子

117 東京都 通所介護 ファミリーケア鷺宮さくら物語 2① 木谷栄子 濱里加奈子

118 東京都 訪問介護 非公表 2① 非公表 非公表

119 東京都 認知症対応型共同生活介護 グループホーム真秀の里 2① 非公表 非公表

120 長崎県 認知症対応型共同生活介護 グループホームあしたば 2① 瀬戸口恵 藤山富美香

121 大分県 看護小規模多機能型居宅介護 ショートステイおおつか 2① 鈴木澪美 泥谷美千代

122 東京都 訪問介護 ハッピートーク 2① 稲垣広子 森本龍一

123 茨城県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームやすらぎの園 2① 小林ゆみ江 庄司泰典

124 兵庫県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームあさがおホール 2① 大朋茉里英 岡森汐梨

125 東京都 通所介護 あすなろみんなの家 2① 青木元威 私市真彦
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【　別　紙　】

№ 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

126 東京都 認知症対応型共同生活介護 グループホームあかり 2① 斉藤英樹 清水絵美

127 東京都 認知症対応型共同生活介護 グループホームあかり 2① 松浦高志 清水絵美

128 東京都 通所介護 デイサービス咲楽家第2 2① 片尾雄一郎 田中美智子

129 東京都 訪問入浴介護 訪問入浴介護事業所とうきょうホームケア 2① 板敷由香利 今井陽介

130 宮崎県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム大地 2① 山田沙弥香 池田晶子

131 山口県 認知症対応型通所介護 デイサービス白雲台 2① 貞方弘美 河崎規子

132 山口県 認知症対応型通所介護 非公表 2① 非公表 非公表

133 長崎県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設エルダーみずほ 2① 林田晃一 春田翔吾

134 東京都 介護老人保健施設 南大沢ホロス由木 2① 池田美絵 田沼直樹

135 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 佐々木一樹 畑政善

136 群馬県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム川場春光園 2① 宮下裕香 髙橋佳代

137 北海道 認知症対応型共同生活介護 グループホームすぎの子の家 2① 平井研吾 鈴木由真

※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10:00～12:00 13:00～18：00 平日） 
FAX:03-5402-4884 Email: careprofessional@espa.or.jp 
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参考　：　レベル認定者（総数　：　3,312名）の内訳

①サービス種別《別表1》　

介護老人福祉施設 833 介護老人保健施設 896 介護療養型医療施設 45 訪問介護 397

訪問入浴介護 3 通所介護 382 通所リハビリテーション 112 短期入所生活介護 72

短期入所療養介護 3
特定施設

入居者生活介護
138

夜間対応型
訪問介護

0
認知症対応型
共同生活介護

156

認知症対応型通所介護 52
小規模多機能型

居宅介護
66

地域密着型特定施設
入居者生活介護

7
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

45

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

11
看護小規模多機能型居宅

介護
12 居宅介護支援事業所 1

回復期
リハビリテーション病棟

29

有料老人ホーム 15 法人本部 11 病院 20 障害者支援施設 6

計 3,312

②都道府県別《別表2》

北海道 129 青森県 63 岩手県 55 宮城県 58

秋田県 21 山形県 42 福島県 49 茨城県 45

栃木県 58 群馬県 37 埼玉県 67 千葉県 83

東京都 771 神奈川県 117 新潟県 44 富山県 42

石川県 21 福井県 60 山梨県 6 長野県 60

岐阜県 69 静岡県 68 愛知県 149 三重県 33

滋賀県 9 京都府 28 大阪府 177 兵庫県 105

奈良県 43 和歌山県 37 鳥取県 81 島根県 2

岡山県 76 広島県 150 山口県 49 徳島県 10

香川県 15 愛媛県 56 高知県 18 福岡県 84

佐賀県 5 長崎県 30 熊本県 52 大分県 50

宮崎県 31 鹿児島県 44 沖縄県 13

計 3,312

③レベル別《別表3》　

レベル2① 1,182

レベル2② 900

レベル3 683

レベル4 530

ユニット 17

計 3,312

※「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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