
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154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

29年度 154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

平成29年5月10日

5,000 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、 4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、

154

2,718

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４月審査分）

約

14名
414名
938名

154

2,718

1198名

2,718



【　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 東京都 通所介護 高齢者福祉総合施設マザアス日野 4 下浜範大 辻智和

2 東京都 介護老人福祉施設 高齢者福祉総合施設マザアス日野 4 非公表 非公表

3 東京都 認知症対応型通所介護 デイサービスみかん 4 中村千明 西田なほこ

4 岡山県 通所介護 デイサービス青い宙 4 清水裕子 石田京子

5 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームさんじゅ久我山 4 市川友貴子 草野祐治

6 埼玉県 介護老人保健施設 しょうわ 4 鷺谷公平 大熊豪

7 北海道 介護老人保健施設 介護老人保健施設サンビオーズ新琴似 4 中尾圭介 大柳洋美

8 兵庫県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームあいハート須磨 4 非公表 非公表

9 愛知県 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームシルヴィー西尾 4 非公表 非公表

10 北海道 介護老人保健施設 介護老人保健施設サンビオーズ新琴似 4 大柳洋美 中尾圭介

11 神奈川県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームみたけ 4 髙坂哲 松坂健志

12 宮城県 通所介護 春圃苑デイサービスセンター 4 加納八由美 三浦ちえみ

13 埼玉県 認知症対応型通所介護 健康アカデミー 4 非公表 非公表

14 大阪府 介護老人福祉施設 泉尾特別養護老人ホーム第二大正園 4 市瀬潮香 清水康行

15 宮崎県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームほほえみの園 4 原口春美 吉村陽子

16 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームフォーライフ桃郷 4 桑江通友 加賀里実

17 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム石内慈光園 4 大塚ひとみ 佐藤智之

18 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム石内慈光園 4 佐藤　智之 大塚ひとみ

19 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム石内慈光園 4 齋藤京子 香川華世子

20 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム石内慈光園 4 香川華世子 齋藤京子

21 大阪府 介護老人福祉施設 泉尾特別養護老人ホーム第二大正園 4 覚井　加代子 魚本誠

22 神奈川県 介護老人保健施設 介護老人保健施設牧野ケアセンター 4 高橋静香 佐野重治

23 東京都 通所介護 高齢者福祉総合施設マザアス日野 3 非公表 非公表

24 和歌山県 介護老人保健施設 介護老人保健施設和佐の里 3 金丸和樹 野田明希

25 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設水仙園 3 小寺有紀 飯田昌江
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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 福島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム安達ヶ原あだたら荘 3 大塚祟人 渡部善和

27 長野県 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームシルバーハウスゆめの

郷
3 牧内美菜 非公表

28 長野県 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームシルバーハウスゆめの

郷
3 非公表 非公表

29 長野県 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームシルバーハウスゆめの

郷
3 非公表 非公表

30 新潟県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームかめだ本町の里 3 織田智頼 山﨑直美

31 千葉県 介護老人保健施設 介護老人保健施設夢プラスワン 3 飯島和美 飯田和則

32 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設水仙園 3 宮本智己 服部ルミ

33 富山県 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームエスポワールこすぎ白

鳥の里
3 非公表 非公表

34 富山県 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームエスポワールこすぎ白

鳥の里
3 非公表 非公表

35 和歌山県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　和佐の里 3 中家律子 辻恭介

36 岡山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームあさひ園 3 赤井誌凡里 口羽弘美

37 富山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム大江苑 3 宮野雅代 三浦光江

38 東京都 介護老人福祉施設 東京武蔵野ホーム 3 高木美香 井上弥生

39 静岡県 認知症対応型共同生活介護 グループホームのどかの家熱海 3 須藤　ルミ 松根佳子

40 長野県 介護老人保健施設 老人保健施設あららぎ 3 高橋　宗克 雨宮美香

41 東京都 介護老人保健施設 デンマークイン新宿 3 堀久里子 千葉貴之

42 愛知県 介護療養型医療施設 岡崎東病院 3 赤川孝夫 鶴田律子

43 長野県 介護老人保健施設
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター介

護療養型老人保健施設いずみの
3 非公表 堀内洋子

44 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 河内伴哉 石井洋暁

45 千葉県 介護老人保健施設 介護老人保健施設夢プラスワン 3 篠塚智志 小澤美幸

46 富山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム大江苑 3 渡邊秀雄 宮野雅代

47 富山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム大江苑 3 三浦光江 渡邊秀雄

48 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム六月 3 吉田夕起 宮下綾乃

49 岡山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム宇甘川荘<従来型> 3 河田昌也 重實達巳

50 徳島県 介護老人保健施設 介護老人保健施設縁樹 3 佐々木幸恵 田中玉美
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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 長野県 介護老人保健施設 老人保健施設さくらの 3 菊池隆三 國枝博

52 京都府 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム天橋の郷 3 飯尾康二 山田浩士

53 鳥取県 介護老人保健施設 介護老人保健施設やわらぎ 3 長谷真由美 小谷久美

54 兵庫県 訪問介護 協立ヘルパーステーション 3 上田一代 山口智子

55 埼玉県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム今羽の森 3 熊井結実 吉田賢広

56 兵庫県 有料老人ホーム トラストグレイス御影介護棟 3 非公表 非公表

57 兵庫県 有料老人ホーム トラストグレイス御影介護棟 3 松村　美佐恵 非公表

58 滋賀県 通所介護 デイサービス憩々 3 川合優 三田克

59 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設水仙園 3 小道世有香 土谷幸代

60 東京都 介護老人保健施設 デンマークイン新宿 3 後藤その子 松川春代

61 福岡県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム杏 3 坂田秀至 小野多江子

62 愛知県 通所リハビリテーション 元町デイケアセンター 3 酒井議代 古市卓也

63 鳥取県 通所介護 真誠会セントラルローズガーデン 3 福馬翔子 道祖正紀

64 北海道 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム釧路鶴ヶ岱啓生園 3 今橋愛 廣田初子

65 東京都 認知症対応型共同生活介護 グループホームあおやぎの家 3 関口武志 飯田真広

66 東京都 通所介護 デイサービスセンター下馬 3 石原　しのぶ 村上優子

67 東京都 通所介護 デイサービスセンター西六郷 3 尾崎歩 川口美枝子

68 広島県 訪問介護 コープ五日市ヘルパーステーション 2② 向　奈々恵 和手浩美

69 愛知県 居宅介護支援事業所 愛生居宅介護支援事業所 2② 白井直和 今枝敬典

70 東京都 介護老人福祉施設 白十字ホーム 2② 鈴木沙亜也 高橋英子

71 長野県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム赤石寮 2② 古川佳代 後藤美恵子

72 長野県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム赤石寮 2② 北原隆之 古川佳代

73 長野県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム赤石寮 2② 後藤美恵子 北原隆之

74 長野県 認知症対応型共同生活介護 赤石寮グループホームやすらぎの郷 2② 栗下創平 勝野晋子

75 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 佐藤美穂 入澤良子
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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 東京都 特定施設入居者生活介護 アズハイム大泉学園 2② 齋藤美那 榎本沙織

77 長野県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム第二光の園 2② 仲田貴和子 佐々木真

78 大阪府 介護老人福祉施設 摂津特養ひかり 2② 川勝恒彦 中野貴秀

79 福岡県 介護老人保健施設 非公表 2② 非公表 非公表

80 沖縄県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム転生園 2② 城間克哉 浦泰史

81 愛知県 介護療養型医療施設 高須病院 2② 山田真由美 黒柳以千代

82 沖縄県 介護老人福祉施設 転生園 2② 島袋伸也 小薮亮

83 沖縄県 特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム美里の杜カシータ 2② 平安名英樹 宮城正樹

84 東京都 特定施設入居者生活介護 トラストガーデン株式会社 2② 柴田聡子 宇都宮知子

85 大阪府 訪問介護 ヘルパーステーション栄公 2② 宝利佳重 前川征子

86 広島県 特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホームあかしあ大河 2② 門前まどか 三田知幸

87 広島県 訪問介護 コープ五日市ヘルパーステーション 2② 和手　浩美 向奈々恵

88 鹿児島県 介護老人保健施設 介護老人保健施設愛と結の街 2② 新留恵子 斉藤美沙子

89 静岡県 訪問介護 きらら訪問介護ステーション 2② 中野晴奈 勝又真由美

90 愛媛県 訪問介護 コープえひめ訪問介護事業所西条 2② 村上由美 河渕由利子

91 静岡県 訪問介護 わくわく訪問介護ステーション富士宮 2② 武下峻也 大島嵩史

92 東京都 短期入所生活介護 老人短期入所事業泰山 2② 茂山敬玉 鴇田久美子

93 愛知県 介護療養型医療施設 高須病院 2② 坂本晴香 西園民子

94 大阪府 介護老人保健施設 介護老人保健施設岸和田徳洲苑 2② 高松早百合 小森由貴子

95 新潟県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームうおの園 2② 勝又富美枝 田邉奈緒美

96 鹿児島県 介護老人福祉施設 朋愛園 2② 平上蓮 倉岡浩二

97 石川県 介護老人福祉施設 万陽苑 2② 非公表 非公表

98 京都府 介護老人保健施設 介護老人保健施設リハ・ヴィラなぎさ苑 2② 細見麻衣子 長島和真

99 鹿児島県 介護老人保健施設 介護老人保健施設愛と結の街 2② 吉田美波 斉藤美沙子

100 大阪府 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム阪和帝塚山苑 2② 松本晴菜 萩尾陽子
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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

101 長野県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム第二光の園 2② 吉澤庸江 飯嶋香代

102 宮崎県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ひむか苑 2② 有永　晴香 長谷場静

103 大阪府 介護老人保健施設 介護老人保健施設岸和田徳洲苑 2② 山下純代 高松早百合

104 東京都 通所介護 デイサービスどんたく 2② 荒木眞澄 堀部昭子

105 東京都 通所介護 デイサービスどんたく 2② 堀部昭子 荒木眞澄

106 鳥取県 介護老人福祉施設 岩井あすなろ 2② 非公表 非公表

107 北海道 訪問介護 ホームヘルプサービス「七飯社協」 2② 佐藤　尚美 岩田志乃

108 広島県 訪問介護 広島中央保健生協ヘルパーステーション 2② 西村一穂 堤美幸

109 福島県
看護小規模多機能型居宅介

護
いわき湯本病院 2② 非公表 金澤幸平

110 山口県 介護老人保健施設 周防大島町立介護老人保健施設さざなみ苑 2② 吉村広利 木村善一

111 新潟県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム東蒲の里みかわ園 2② 長谷川優 江川裕

112 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設レーベンハウス 2② 非公表 非公表

113 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 非公表 本山禎次

114 東京都 通所介護 デイサービスりんご 2② 高田美貴子 酒井明日美

115 東京都 特定施設入居者生活介護 介護専用型ケアハウスあかね 2② 狩野浩樹 石井宏治

116 埼玉県 訪問介護 ハピネスケア株式会社川口営業所 2② 佐々木理加 難波由美

117 静岡県 訪問介護 ポプラ訪問介護ステーション富士宮 2② 大石　大介 芹沢隆宏

118 静岡県 訪問介護 わくわく訪問介護ステーション富士 2② 丸山友巳 小野田聡

119 北海道 介護療養型医療施設 森病院 2① 藤島恵 小松忠明

120 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設池袋えびすの郷 2① 小野寺直也 山口寿勝

121 栃木県 介護老人保健施設 老人保健施設かみつが 2① 今井友和 小川晴子

122 栃木県 介護老人福祉施設 非公表 2① 非公表 非公表

123 福岡県 介護老人保健施設 介護老人保健施設しらさぎ苑 2① 安井悠喜 北島怜

124 岡山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームあさひ園 2① 林田真緒理 藤本奈津子

125 秋田県 認知症対応型通所介護 よりあいたっこ森 2① 嶋田恵子 田中伸夫
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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 秋田県 認知症対応型通所介護 よりあいたっこ森 2① 畠山しょうり 田中伸夫

127 山形県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム山静寿 2① 杉本光明 太田雄一

128 大分県 有料老人ホーム ケアマンションひだか 2① 長尾　亜紀 小山清子

129 愛媛県 通所介護 ベストケアデイサービスセンター松前 2① 福本裕子 岡本繁佑樹

130 青森県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームみちのく荘 2① 鈴木佳祐 澤口陽子

131 大阪府 訪問介護 ヘルパーステーション栄公 2① 前川征子 宝利佳重

132 群馬県 介護老人保健施設 あけぼの苑高崎 2① 長谷川慎 藤井さやか

133 鹿児島県 訪問介護 わんわん介護ネット 2① 栄きよこ 平啓子

134 奈良県 介護老人保健施設 非公表 2① 非公表 非公表

135 栃木県 訪問介護 介護センターオーツ―リーフ真岡 2① 三沢真由美 上野由美子

136 静岡県 訪問介護 わくわく訪問介護ステーション富士 2① 長野祐菜 蓬生美紀

137 東京都 介護老人保健施設
介護老人保健施設ハートランド・ぐらんぱぐら

んま
2① 羽田真奈美 石見園子

138 香川県 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

なぎさ
2① 岡﨑　恵子 古川麻由

139 岩手県 介護老人保健施設 介護老人保健施設シェーンハイムやはば 2① 大原江理子 佐藤幸二

140 千葉県 介護老人保健施設 あきやまの郷 2① 北山圭太 矢野由美

141 千葉県 介護老人保健施設 あきやまの郷 2① 矢野由美 北山圭太

142 栃木県 介護老人保健施設 かみつが 2① 菅野　義之 金子直子

143 広島県 訪問介護 ヘルパーステーション虹訪問介護事業所 2① 西村桂子 垰山章

144 東京都 介護老人保健施設 南大沢ホロス由木 2① 吉田　由華里 田沼直樹

145 東京都 訪問介護 ハッピートーク 2① 髙柳ヤス子 森本龍一

146 富山県 通所リハビリテーション 非公表 2① 非公表 非公表

147 東京都 訪問介護 緑風荘訪問介護ステーション 2① 山下知美 矢村秀幸

148 奈良県 介護老人保健施設 ロイヤルフェニックス 2① 村嶋佑化 中俣あすか

149 埼玉県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームフォレスト指扇 2① 非公表 非公表

150 栃木県 介護老人保健施設 介護老人保健施設さくら野 2① 酒寄智幸 北野智之
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151 栃木県 介護老人保健施設 介護老人保健施設さくら野 2① 北野智之 酒寄智幸

152 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 二武謙二 北野五十五

153 東京都 通所介護 リーフ・オアシス 2① 黒杭さゆり 勢村隆幸

154 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム大洋園 2① 村山成美 橋本恭伸

※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） 
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参考　：　レベル認定者（総数　：　2,718名）の内訳

①サービス種別《別表1》　

介護老人福祉施設 687 介護老人保健施設 740 介護療養型医療施設 40 訪問介護 333

訪問入浴介護 2 通所介護 308 通所リハビリテーション 101 短期入所生活介護 62

短期入所療養介護 2
特定施設

入居者生活介護
116

夜間対応型
訪問介護

0
認知症対応型
共同生活介護

117

認知症対応型通所介護 43
小規模多機能型

居宅介護
52

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

32

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
10 居宅介護支援事業所 1

回復期
リハビリテーション病棟

25

有料老人ホーム 9 法人本部 5 病院 12 障害者支援施設 6

計 2,718

②都道府県別《別表2》

北海道 109 青森県 52 岩手県 47 宮城県 53

秋田県 17 山形県 31 福島県 48 茨城県 37

栃木県 49 群馬県 33 埼玉県 65 千葉県 71

東京都 582 神奈川県 107 新潟県 38 富山県 35

石川県 14 福井県 51 山梨県 6 長野県 46

岐阜県 44 静岡県 57 愛知県 134 三重県 29

滋賀県 6 京都府 22 大阪府 158 兵庫県 94

奈良県 34 和歌山県 33 鳥取県 70 島根県 2

岡山県 62 広島県 118 山口県 37 徳島県 10

香川県 15 愛媛県 46 高知県 18 福岡県 73

佐賀県 3 長崎県 22 熊本県 44 大分県 33

宮崎県 22 鹿児島県 30 沖縄県 11

計 2,718

③レベル別《別表3》　

レベル2① 994

レベル2② 718

レベル3 550

レベル4 441

ユニット 15

計 2,718

※「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。


	1704プレス1
	1704プレス２
	1704プレス3

