
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131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 1439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
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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

1 愛知県 介護老人保健施設 生協わかばの里介護老人保健施設 4 亀井昭彦 中塚春子

2 愛知県 介護老人保健施設 生協わかばの里介護老人保健施設 4 中塚春子 亀井昭彦

3 山形県 通所介護 天童デイサービスセンターとなりのつるかめ 4 小山　玲子 東海林佳奈

4 大阪府 介護老人保健施設 介護老人保健施設パークヒルズ田原苑 4 河野竜也 浅野智志

5 大阪府 介護老人保健施設 パークヒルズ田原苑 4 小林智典 岡田慎司

6 愛媛県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム自在園 4 宮本美希 大戸真矢

7 大阪府 介護老人福祉施設 泉尾特別養護老人ホーム大正園 4 樫原公 近澤久美

8 兵庫県 介護老人保健施設 老人保健施設さんなん桜の里 4 垣崎明美 大川真由美

9 兵庫県 介護老人保健施設 老人保健施設さんなん桜の里 4 山本萩枝 垣崎明美

10 東京都 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

11 岐阜県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームたじみ陶生苑 3 舟木純江 山野井ゆき子

12 宮城県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム春圃苑 3 鈴木孝浩 佐藤圭一郎

13 大阪府 認知症対応型共同生活介護 非公表 3 非公表 非公表

14 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 非公表 非公表

15 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 樋口希生 鈴木渉

16 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 3 森岡美羽 廣澤千鶴子

17 岩手県 通所介護 アネックスれいたくデイサービスセンター 3 非公表 非公表

18 大阪府 訪問介護 大きな手西住之江 3 生松美保子 濵口由紀

19 広島県 特定施設入居者生活介護 介護付き有料老人ホームつつじ 3 伊藤洋子 田口谷伸荘

20 広島県 介護老人保健施設 介護老人保健施設希望の園 3 久保亜紀 芝丸央子

21 愛媛県 通所介護 デイサービスセンターしまなみ 3 檜垣公子 梅園衣里

22 三重県 介護老人保健施設 みえ川村老健 3 奥山文 酒井朋子

23 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設水仙園 3 小堀美穂 永田優子

24 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 鎌形洋子 國金幸子

25 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
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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 熊本県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム泗水苑 3 澤田美和子 高木千代子

27 兵庫県 介護老人保健施設 介護老人保健施設咲楽荘 3 非公表 非公表

28 東京都 介護療養型医療施設 東京足立病院 3 廣澤孝司 樋口雅英

29 愛知県 介護老人保健施設 老人保健施設かずえの郷 3 近藤純江 藤井岳人

30 広島県 訪問介護 ケアステーションこころ 3 本村成美 市川和美

31 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設足羽利生苑 3 山下　佳奈 西田勝俊

32 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設足羽利生苑 3 坪田佳菜恵 鍋倉節子

33 東京都 病院 青梅東部病院 3 中村彩香 吉野美佐子

34 福島県 通所リハビリテーション 介護老人保健施設長生院 2② 佐藤美央 武田竜治

35 広島県
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小春日和 2② 井上文香 信川未央

36 福岡県 介護老人保健施設 さわら老健センター 2② 泥谷由美 畑島宣子

37 岐阜県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームみずなみ陶生苑 2② 秋田比呂子 土本千晴

38 愛知県 介護老人保健施設 ウエルネスきっこ 2② 野々山信吉 服部桂治

39 岐阜県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームとき陶生苑 2② 井口友絵 田口真文

40 東京都 訪問介護 柏の友訪問介護事業所 2② 熊谷　経子 丁珂

41 和歌山県 介護老人保健施設 老人保健施設恵友ライフケアーセンター 2② 藤原大志 上野山一樹

42 広島県 通所介護 通所介護事業所カメリア 2② 田中ありさ 中村訓子

43 青森県 訪問介護 エールケアサポート 2② 白石千恵子 鎌田智子

44 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 2② 金子千里 飯田真広

45 福岡県 介護療養型医療施設 丸山病院 2② 平田沙也加 辻愛子

46 群馬県 看護小規模多機能型居宅介護 複合型サービス玉まゆ 2② 山中愛子 中島正博

47 広島県 介護老人保健施設 介護老人保健施設希望の園 2② 田中忠征 大田弘恵

48 広島県 介護老人保健施設 介護老人保健施設希望の園 2② 早川未来 大田弘恵

49 石川県 介護老人福祉施設 エレガンテなぎの浦 2② 細川由紀 多村里江子

50 長野県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設すずらん 2② 非公表 非公表
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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 神奈川県 介護老人保健施設 介護老人保健施設アゼリア 2② 高市光 河須崎雄太

52 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 2② 西留歩末 須藤ルミ

53 岐阜県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームかさはら陶生苑 2② 川口優子 熊谷代子枝

54 群馬県
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あさひ 2② 小林はるか 持田京

55 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム第二いこいの園 2② 前田文子 横町奈美

56 岐阜県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム飛鳥美谷苑 2② 水谷美信 橋本一良

57 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い

けだの里
2② 非公表 非公表

58 東京都 訪問介護 非公表 2② 非公表 非公表

59 鳥取県 介護老人福祉施設 新いなばこうほうえん 2② 濱口美可 奥田正彦

60 東京都 介護老人福祉施設 友愛荘 2② 山下憲司 鈴木哲也

61 栃木県 介護老人保健施設 介護老人保健施設同仁苑 2② 増渕香代子 櫻井洋子

62 茨城県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム笠間陽だまり館 2② 飯村和子 植木章太郎

63 東京都 通所介護 弥生高齢者在宅サービスセンター 2② 大木祐里枝 高橋しずか

64 長野県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム豊平 2② 小川明美 笹岡由美

65 長野県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム豊平 2② 笹岡由美 小川明美

66 山形県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームみずほの里 2② 菅野奈生 佐藤広子

67 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 勝野晋子 金田靖子

68 沖縄県 特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム津嘉山の杜ヒルトップカシー

タ
2② 我如古剛 松島凡

69 東京都 通所介護 宮沢の太陽 2② 松本保美 高橋恵

70 三重県 介護療養型医療施設 主体会病院 2② 片桐ひとみ 野堀加久代

71 東京都 訪問介護 ニコニコ介護つくしんぼ 2② 吉留佳子 菅原三津子

72 石川県 介護老人福祉施設 第三万陽苑 2② 崎村美智子 佐伯真由美

73 奈良県 認知症対応型共同生活介護 古都の家学園前 2② 中村かおる 片桐藍

74 青森県 訪問介護 非公表 2② 非公表 非公表

75 奈良県 介護老人保健施設 介護老人保健施設アンジェロ 2② 橋本剛 中辻京美
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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

76 青森県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム松山荘 2② 相馬巧規 佐々木裕美

77 鹿児島県 看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護ケアレジデン

ス星の街
2① 楠元美幸 田實玲子

78 広島県 通所介護 デイサービスセンタームジカ 2① 加藤真美 戸田義弘

79 岡山県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　備前閑谷苑 2① 浮田至亨 宮尾亜紀

80 青森県 訪問介護 非公表 2① 非公表 非公表

81 千葉県 訪問介護 なのはな訪問看護ステーション 2① 高間富美子 佐久間祥子

82 千葉県 訪問介護 なのはな訪問看護ステーション 2① 堀川臣子 佐久間祥子

83 岐阜県 介護老人福祉施設 優・悠・邑和合 2① 非公表 非公表

84 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 中島明良 永見泰也

85 茨城県 短期入所生活介護 お泊りサービス花きりん 2① 矢田貝和仁 家入純世

86 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ世田谷中町 2① 小泉篤子 髙梨晧史

87 福岡県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ハーモニー 2① 久保いずみ 長尾有美

88 愛知県 通所介護 デイサービスさくら100 2① 高須恒明 島洋子

89 奈良県 認知症対応型共同生活介護 グループホームアンジェロ三碓の里 2① 村上紀代子 伊藤雄基

90 富山県
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護
非公表 2① 非公表 非公表

91 東京都 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能快杜 2① 平屋啓悟 中村貴之

92 茨城県 認知症対応型通所介護 デイサービスしょうわ家族 2① 非公表 非公表

93 長野県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　若槻ホーム 2① 岡澤幸之 長田久美子

94 兵庫県 訪問介護 マザーケアヘルパーステーション立花 2① 非公表 中村結花

95 栃木県 認知症対応型共同生活介護 グループホームカトレア 2① 青木博子 堀友幸

96 岐阜県 通所介護 はぴりデイサービスセンター 2① 大家秀樹 萱垣敬慈

97 東京都 訪問介護 あさひ介護センター 2① 非公表 岡田由香

98 東京都 通所介護 ふくろうの家新宿西落合 2① 天野大樹 澤田亜紀

99 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ久が原 2① 佐藤純明 佐野敦子

100 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ品川大井 2① 武田雅代子 伊藤可奈子
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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 兵庫県 特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホームやすらぎ 2① 非公表 橋本江巳子

102 岩手県 特定施設入居者生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

103 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 木村仰 村田太郎

104 長野県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設すずらん 2① 荻原恵 佐藤まゆみ

105 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 菅原潤 山口朋美

106 東京都 看護小規模多機能型居宅介護 複合型サービスまいほーむ北千住 2① 藤田雄嗣 藤山真美

107 鳥取県 訪問介護 非公表 2① 杉山舞美 非公表

108 東京都 認知症対応型通所介護 くすの木デイサービス 2① 酒井千都世 小海理恵

109 群馬県 介護老人保健施設 あけぼの苑高崎 2① 戸塚健太 茂木慶介

110 佐賀県 通所介護 デイサービスセンター寿楽荘 2① 非公表 非公表

111 佐賀県 通所介護 デイサービスセンター寿楽荘 2① 非公表 非公表

112 佐賀県 通所介護 デイサービスセンター寿楽荘 2① 非公表 非公表

113 茨城県 認知症対応型共同生活介護 グループホームユートピア 2① 非公表 非公表

114 茨城県 認知症対応型共同生活介護 グループホームユートピア 2① 非公表 非公表

115 栃木県 介護老人保健施設 介護老人保健施設さくら野 2① 金子久美子 石川洋子

116 東京都 通所介護 国立あおやぎ会谷保デイサービスセンター 2① 鈴木吉則 栗原瑞枝

117 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ浜田山 2① 本田幸子 谷口浩之

118 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設ロベリア 2① 坪水里奈 清水琢

119 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームハトホーム 2① 桑木孝子 伊藤真衣

120 広島県 訪問介護 ユメヤ訪問介護事業所 2① 寺岡久美子 倉﨑裕士

121 東京都 介護老人福祉施設 等々力の家 2① 方波見彩花 吉田奈央

122 鳥取県 認知症対応型通所介護 非公表 2① 非公表 非公表

123 富山県 小規模多機能型居宅介護 だいご中田館 2① 肥田　信夫 関本悦子

124 鳥取県 訪問介護 非公表 2① 非公表 非公表

125 鳥取県 訪問介護 ライブアシスト 2① 福田亜純 吉岡由里子
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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

126 兵庫県 介護老人保健施設 多可赤十字老人保健施設 2① 非公表 非公表

127 東京都 通所介護 みずきの家 2① 畠山香代子 藤原幸雄

128 東京都 介護老人福祉施設 港区立特別養護老人ホーム白金の森 2① 門田尚貴 西川あずさ

129 栃木県 訪問介護 NPO法人グループたすけあいエプロン 2① 揚石経子 谷貝尚子

130 広島県 通所介護 デイサービスセンタームジカ 2① 村山千恵 古村歩美

131 静岡県 認知症対応型通所介護 スリーA予防デイサービス折り梅 ユニット 城千賀子 大原嘉奈子

※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 

           専用HP http://careprofessional.org 
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参考　：　レベル認定者（総数　：　4,003名）の内訳

①サービス種別《別表1》　

介護老人福祉施設 991 介護老人保健施設 1,040 介護療養型医療施設 53 訪問介護 500

訪問入浴介護 3 通所介護 475 通所リハビリテーション 126 短期入所生活介護 80

短期入所療養介護 3
特定施設

入居者生活介護
185

夜間対応型
訪問介護

0
認知症対応型
共同生活介護

202

認知症対応型通所介護 66
小規模多機能型

居宅介護
85

地域密着型特定施設
入居者生活介護

9
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

52

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

13
看護小規模多機能型居宅

介護
16 居宅介護支援事業所 3

回復期
リハビリテーション病棟

31

有料老人ホーム 19 法人本部 12 病院 27 障害者支援施設 12

計 4,003

②都道府県別《別表2》

北海道 146 青森県 74 岩手県 65 宮城県 65

秋田県 26 山形県 46 福島県 52 茨城県 57

栃木県 65 群馬県 42 埼玉県 77 千葉県 93

東京都 1,039 神奈川県 126 新潟県 48 富山県 52

石川県 24 福井県 68 山梨県 6 長野県 84

岐阜県 94 静岡県 75 愛知県 167 三重県 40

滋賀県 11 京都府 30 大阪府 199 兵庫県 135

奈良県 46 和歌山県 46 鳥取県 99 島根県 3

岡山県 83 広島県 190 山口県 58 徳島県 10

香川県 20 愛媛県 65 高知県 20 福岡県 92

佐賀県 8 長崎県 32 熊本県 65 大分県 58

宮崎県 36 鹿児島県 52 沖縄県 14

計 4,003

③レベル別《別表3》　

レベル2① 1,432

レベル2② 1,109

レベル3 832

レベル4 608

ユニット 22

計 4,003

※「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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