
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224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

30年度 570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。
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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 東京都 認知症対応型共同生活介護 コル・テンポ薬師の家 4 非公表 非公表

2 東京都 通所介護 さくら 4 大場聡 大場陽

3 栃木県 通所リハビリテーション 介護老人保健施設にしかた 4 大谷礼子 大石直司

4 栃木県 介護老人保健施設 かみつが 4 中沼美津代 今井友和

5 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 大谷和雅 松浦和孝

6 東京都 通所介護 すまいる蓮沼 4 吉倉結花 若月亜文

7 青森県 訪問介護 みちのく訪問介護ステーション 4 村林　優里 畑中マチ子

8 岐阜県 介護老人保健施設 非公表 4 非公表 非公表

9 岐阜県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームサンリバー松風苑 4 小岩司 森剛志

10 愛媛県 介護老人保健施設 松山老人保健施設にぎたつ苑 4 田尾敦彦 櫻田和世

11 東京都 認知症対応型共同生活介護 コル・テンポ薬師の家 4 非公表 非公表

12 山形県 介護老人保健施設 サンプラザ米沢 4 齋藤理奈 加藤みち代

13 山形県 介護老人保健施設 介護老人保健施設サンプラザ米沢 4 澁谷一 大地健一郎

14 大分県 小規模多機能型居宅介護 さくらの郷　日田 4 青木秀太 栗木昭治

15 東京都 認知症対応型共同生活介護 コル・テンポ薬師の家 4 非公表 非公表

16 福井県 介護老人福祉施設 非公表 4 非公表 非公表

17 石川県 通所リハビリテーション 藤井脳神経外科病院 4 佐藤敬子 藤井寛子

18 東京都 訪問介護 すまいる蓮沼 4 加藤直美 越坂美穂

19 岩手県 介護老人保健施設 宮古介護老人保健施設桜ヶ丘 4 平渡富治 高橋英俊

20 大阪府 訪問介護 ぐっどケア 4 松久保勇樹 長岡賢二

21 大阪府 訪問介護 ぐっどケア 4 長岡賢二 松久保勇樹

22 群馬県 介護老人保健施設 介護老人保健施設まなびの苑 4 非公表 中山恵美

23 福岡県 介護老人保健施設 聖峰会 4 三浦淳子 西村まゆみ

24 石川県 特定施設入居者生活介護 向陽苑崎浦 3 東由紀子 浦川直美

25 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設水仙園 3 清水明代 土谷幸代
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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 大阪府 介護老人福祉施設 富田林特別養護老人ホーム富美ヶ丘荘 3 長屋優治 大山洋樹

27 鳥取県 通所介護 デイサービスセンターひこな 3 中西清代栄 生田晴美

28 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 中野良治 薗畑紀孝

29 大阪府 介護老人保健施設 介護老人保健施設ライフケアながやま 3 神座久美子 吉田久子

30 千葉県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームあさひ園 3 北園直也 栗原大夢

31 兵庫県 特定施設入居者生活介護 ケアハウスてっせん 3 門岡基博 真田弘和

32 岐阜県 介護老人保健施設 介護老人保健施設西美濃さくら苑 3 非公表 非公表

33 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 青柳智治 甲斐愛子

34 東京都 特定施設入居者生活介護 サンシティ銀座EAST 3 閏間ひとみ 藤井亜佑美

35 東京都 特定施設入居者生活介護 サンシティ銀座EAST 3 藤井亜佑美 閏間ひとみ

36 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 薗畑紀孝 中野良治

37 福岡県 法人本部 長田病院 3 伊藤由美 内野美香

38 東京都 訪問介護 つるかめケア訪問介護事業所 3 栗田敏幸 大久保雅樹

39 群馬県 介護老人保健施設 介護老人保健施設たまむら 3 髙本悠史 下田勇

40 東京都 通所介護 デイサービスセンター上池台 3 矢渕隼人 武田真理子

41 東京都 通所介護 デイサービスセンター上池台 3 武田真理子 本村眞弓

42 東京都 通所介護 デイサービスセンター経堂 3 本村眞弓 矢渕隼人

43 東京都 通所介護 デイサービスセンター下井草 3 矢島英理子 戸井田和也

44 東京都 通所介護 デイサービスセンターコトニア赤羽 3 戸井田和也 矢島英理子

45 北海道 小規模多機能型居宅介護 えくぼ東雁来 3 福本美紀 金丸知恵

46 長野県 訪問介護
富士見町社会福祉協議会ふれあい通所介

護事業所
3 小林優子 伏見かより

47 兵庫県 介護老人保健施設 老人保健施設さんなん桜の里 3 荒木美保 山本萩枝

48 埼玉県 通所リハビリテーション 青木医院通所リハビリセンター 3 小松田由美 傳法かおり

49 広島県 特定施設入居者生活介護
サービス付き高齢者向け住宅きららラポール

桜並木
3 藤谷良重 宮永千穂

50 栃木県 介護老人保健施設 かみつが 3 仲田喜美子 齋藤美樹
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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 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 3 加納美紀 川﨑友義

52 沖縄県 介護老人保健施設 介護老人保健施設シルバーピアしきな 3 金城喜光 砂川聖子

53 兵庫県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム出石荘 3 佐伯徹治 野村和正

54 静岡県 訪問介護 のどか訪問介護サービス函南 3 林蘭世 勝呂秀子

55 東京都 介護老人福祉施設 和光園 3 関井　辰吾 遠津由加江

56 茨城県 介護老人保健施設 小美玉敬愛の杜 3 大和田由佳 荻津全典

57 愛媛県 介護老人保健施設 老人保健施設伊予ヶ丘 3 澤田加奈美 﨑山未夢

58 東京都 介護老人福祉施設 非公表 3 非公表 非公表

59 和歌山県 介護老人保健施設 紀伊の里 3 上田椋子 足立仁志

60 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 中山幹章 矢村誠

61 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 本田省吾 柿原亜裕美

62 静岡県 訪問介護 ポプラ訪問介護ステーション中里 3 佐野秀介 蓬生美紀

63 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 柿原亜裕美 本田省吾

64 愛媛県 認知症対応型共同生活介護 アンダンテ 3 越智美保 中村朋子

65 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 3 小笠原　類 高橋むつき

66 静岡県 認知症対応型共同生活介護 グループホームごんべえ 3 平野清美 戸崎沙苗

67 岡山県 介護老人福祉施設
特別養護老人ホームサンバードナーシング

ホーム
3 福本敦郎 井上聡一郎

68 大阪府 介護老人保健施設 みどりヶ丘介護老人保健施設 3 岩崎達次 河本剛志

69 愛知県 介護老人保健施設 介護老人保健施設さくら大樹 3 田中靖史 鈴木希世巳

70 東京都 介護老人福祉施設 第二南陽園 3 非公表 非公表

71 栃木県 介護老人保健施設 介護老人保健施設にしかた 3 高沢薫 神知浩

72 北海道 介護老人保健施設 介護老人保健施設エル・クォール平和 3 工藤裕美 斎藤由紀恵

73 岩手県 特定施設入居者生活介護 軽費老人ホームケアハウスにのへ 3 高峯美奈子 鈴木史恵

74 大阪府 介護老人保健施設 介護老人保健施設ユーアイ 3 松岡功治 永田瞳

75 青森県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム金谷みちのく荘 2② 浜辺千夏 今友明
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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 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 林千愛 湯浅真由美

77 岩手県 介護老人保健施設 非公表 2② 非公表 非公表

78 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 2② 野里駿介 野中優

79 北海道 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なでしこ 2② 砂原順子 今野雅泰

80 東京都 介護老人福祉施設 南陽園 2② 関矢由里菜 合谷孝文

81 東京都 通所リハビリテーション 介護老人保健施設国立あおやぎ苑 2② 市村みさ子 河内伴哉

82 宮城県 回復期リハビリテーション病棟 石巻健育会病院 2② 斉藤徳恵 髙橋奈穂子

83 兵庫県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設愛しや 2② 原田　優子 沢口悦子

84 奈良県 介護老人福祉施設 非公表 2② 非公表 非公表

85 東京都 特定施設入居者生活介護 若木さくらの杜 2② 多田てる子 打越佐智子

86 東京都 特定施設入居者生活介護 若木さくらの杜 2② 清澤惠子 打越佐智子

87 埼玉県 訪問介護 訪問介護事業所あおぞら元郷 2② 非公表 非公表

88 香川県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームサマリヤ 2② 大野章広 松岡秀明

89 香川県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームサマリヤ 2② 大石恵 柏原知枝

90 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 2② 遠藤　正雄 田中雅美

91 愛知県 通所リハビリテーション 高須病院通所リハビリセンター 2② 非公表 非公表

92 愛知県 通所リハビリテーション 高須病院通所リハビリセンター 2② 非公表 非公表

93 山形県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム愛日荘 2② 神保初美 佐藤幸子

94 奈良県 介護老人福祉施設 非公表 2② 非公表 非公表

95 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 2② 柳澤貴代子 荒井尊城

96 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 2② 岸野志のぶ 福田紀子

97 東京都 訪問介護 非公表 2② 非公表 非公表

98 東京都 通所介護 茶話本舗国立さくら亭 2② 川村智子 石毛木綿子

99 群馬県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームいわびつ荘 2② 蜂須賀和彦 関敦子

100 北海道 介護老人福祉施設 名寄市特別養護老人ホーム清峰園 2② 谷口愛実 三好千秋
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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 東京都 訪問介護 つるかめケア訪問介護事業所 2② 佐藤勇 大久保雅樹

102 広島県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム憩 2② 白崎はるか 岩崎弘子

103 香川県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームサマリヤ 2② 菊池一枝 長谷川友紀

104 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設ハピネスせりがや 2② 非公表 非公表

105 東京都 通所介護 デイサービスセンター東矢口 2② 石田綾子 長谷川直子

106 東京都 通所介護 デイサービスセンター墨田 2② 長谷川直子 田中美喜

107 東京都 通所介護 デイサービスセンター西荻窪 2② 田中　美喜 石田綾子

108 東京都 通所介護 デイサービスセンター大森中 2② 平川ひとみ 尾崎歩

109 愛媛県
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護
シニアリビング八雲ガーデン 2② 高橋夕海 宇佐美知佳

110 秋田県 介護老人保健施設 介護老人保健施設昭平苑 2② 後藤愛子 藤原祐輔

111 大阪府 介護老人福祉施設 摂津特養ひかり 2② 北野淳 日高舞妙加

112 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 稲生亜弥 本山禎次

113 三重県 訪問介護 伊勢メディケアセンターひかりの橋 2② 堀井智恵 田川てるみ

114 北海道 認知症対応型共同生活介護 グループホームのぞみ 2② 古館憲一 手塚匡志

115 北海道 認知症対応型共同生活介護 グループホームのぞみ2号館 2② 加藤　歩 本間万里子

116 長崎県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム特養いいもり 2② 金子憲一郎 松尾和也

117 愛知県 介護療養型医療施設 福祉村病院 2② 五明晃代 髙橋梨衣

118 神奈川県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム湖 2② 久慈秀幸 杉崎チヅ子

119 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 2② 和田あけみ 大山啓子

120 香川県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームサマリヤ 2② 山下友子 岡真由美

121 香川県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームサマリヤ 2② 松本康弘 柏原良香

122 岡山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム第3日本原荘 2② 藤原裕美 坂本有子

123 東京都 訪問介護 ワーカーズコープけやき 2② 正木美香 榊春枝

124 東京都 認知症対応型共同生活介護 コル・テンポ薬師の家 2② 非公表 非公表

125 東京都 訪問介護 ラックすみだ 2② 村橋直人 大田桂大
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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 富山県 認知症対応型共同生活介護 介護老人保健施設葵の園・なんと 2② 林寿枝 北澤明美

127 岐阜県 有料老人ホーム Dr．Orishigeビオメゾン 2② 砂田孝子 澤浦恒子

128 和歌山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームありだ橘苑 2② 古川元規 小西幸美

129 栃木県 介護老人保健施設 老人保健施設かみつが 2② 柏渕博 田中玲子

130 香川県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームサマリヤ 2② 大島仁美 三好美由紀

131 群馬県 認知症対応型共同生活介護 グループホームひらかわ 2② 吉野由美子 野口浩美

132 愛知県 介護老人保健施設 介護老人保健施設メディコ守山 2② 山田 達也 森田知之

133 東京都 通所介護 ひので理想郷の園 2② 鈴木杏奈 富田尚也

134 千葉県 訪問介護 ブレストケア 2② 吾郷　政治 飛田光枝

135 石川県 介護老人福祉施設 万陽苑（ユニット型） 2② 浅野裕美 岩﨑百加里

136 東京都 訪問介護 メディカルケアサービス 2② 森山えみ子 櫻井康雄

137 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 西田航太 川口優子

138 京都府 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム楽生苑 2② 非公表 非公表

139 岩手県 通所介護 安寿デイサービス中野町 2② 上川原久子 小野寺識

140 京都府 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム楽生苑 2② 非公表 非公表

141 兵庫県 特定施設入居者生活介護 ザ・レジデンス芦屋スイートケア 2② 竹本しのぶ 濵野直子

142 和歌山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームありだ橘苑 2② 榎本梨美 宮井智史

143 埼玉県 通所介護 ことぶきデイサービスセンター行田 2② 施錦蓮 山田修一

144 和歌山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームありだ橘苑 2② 鎌倉可奈未 中尾守男

145 和歌山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームありだ橘苑 2② 若林むつみ 宮井智史

146 東京都 訪問介護 ケアステーションプラム 2② 高木かおり 池田千恵美

147 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設ハピネスせりがや 2② 非公表 非公表

148 埼玉県 通所介護 ことぶきデイサービスセンター行田 2② 小林汐里 神田直樹

149 神奈川県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム湖 2② 志村和哉 杉崎チヅ子

150 秋田県 訪問介護 金浦ホームヘルプ事業所 2② 六平真由美 佐々木ゆり子
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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

151 和歌山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームありだ橘苑 2② 辻あずさ 榎本梨美

152 和歌山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームほうらい苑 2② 小阪弥由 藤本美和

153 兵庫県 通所介護 デイサービスセンター出石荘 2① 真田弘和 門岡基博

154 福島県 看護小規模多機能型居宅介護 いわき湯本病院 2① 本馬キヨ子 阿部和江

155 東京都 訪問介護 在宅サポートセンタークローバー 2① 南桂子 南雲雄二

156 東京都 訪問介護 在宅サポートセンタークローバー 2① 内田真紀子 南雲雄二

157 岡山県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム夕なぎの家 2① 非公表 非公表

158 広島県 訪問介護 ニックス訪問介護事業所 2① 非公表 非公表

159 福岡県 通所介護 シニアコミュニティーもみの木 2① 松行美香 松岡繁子

160 東京都 通所介護 デイサービスセンター風の樹 2① 堀越睦 西田久範

161 長野県 認知症対応型共同生活介護 グループホームだんらん 2① 佐藤さくら 岩下より子

162 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 石森由美子 垰山章

163 奈良県 介護老人保健施設 ロイヤルフェニックス 2① 松井珠美 中俣あすか

164 奈良県 介護老人福祉施設 国見苑 2① 多和田京子 橋本トモ子

165 長野県 認知症対応型共同生活介護 たのしや駒ヶ根 2① 三浦永遠 中田翼

166 東京都 通所介護 非公表 2① 非公表 非公表

167 広島県 通所介護 デイサービスセンター西 2① 森本秀也 西川昂成

168 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ目白 2① 不破綾乃 秋山友美

169 岐阜県 法人本部 社会福祉法人清徳会 2① 小屋垣内佑香 松葉直子

170 静岡県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームさつき園 2① 田口博史 緒方亮仁

171 東京都 訪問介護 つるかめケア訪問介護事業所 2① 村上千園 大久保雅樹

172 長野県 通所介護 宅幼老所おら家 2① 非公表 高橋健

173 東京都 通所介護 さくら 2① 相原加寿美 大場陽

174 奈良県 介護老人保健施設 ロイヤルフェニックス 2① 上田裕祈 中俣あすか

175 静岡県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム愛華の郷 2① 丸山遥香 吉田和史
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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

176 石川県 介護老人福祉施設 第三万陽苑 2① 村田朋美 仙嵜聡美

177 宮崎県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームフェニックス 2① 細野天聖 橋本真理

178 神奈川県 介護老人保健施設 介護老人保健施設アゼリア 2① 栁舘育 出村充

179 岡山県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム夕なぎの家 2① 非公表 非公表

180 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ品川大井 2① 岩上昭夫 藤本修三

181 東京都 介護老人福祉施設 ファミリーマイホーム 2① 非公表 志村富和

182 東京都 通所介護 デイサービスセンター風の樹 2① 河合祐紀 平野健

183 東京都 短期入所生活介護 短期入所生活介護新とみ 2① 星川鉄也 飯泉健太

184 東京都 通所介護 でいほーむ池上 2① 非公表 非公表

185 北海道 短期入所生活介護 のぞみ大門 2① 山口明 杉谷操

186 東京都 小規模多機能型居宅介護 ラックの空東向島 2① 鈴木忍 古川裕美

187 秋田県 介護老人保健施設 介護老人保健施設昭平苑 2① 阿部芳徳 藤原祐輔

188 秋田県 介護老人保健施設 介護老人保健施設昭平苑 2① 福田慎哉 藤原祐輔

189 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設ライフサポートねりま 2① 仁村清美 藤川武史

190 大阪府 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム東神田の里 2① 木下清貴 片岡圭佑

191 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 福田　雅弘 白石太郎

192 岩手県 特定施設入居者生活介護 軽費老人ホームケアハウスにのへ 2① 小野ひとみ 鈴木史恵

193 岩手県 特定施設入居者生活介護 軽費老人ホームケアハウスにのへ 2① 漆原あゆみ 鈴木史恵

194 和歌山県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム愛宕苑 2① 山田貴彦 岩崎純

195 群馬県 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームひねもす 2① 中島一樹 栗原浩行

196 群馬県 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームひねもす 2① 赤岩勇作 橋本操

197 群馬県 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームひねもす 2① 橋本操 赤岩勇作

198 群馬県 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームひねもす 2① 栗原浩行 中島一樹

199 東京都 訪問介護 ヘルパーステーション・湯～亀 2① 渡邊裕士 足達由香

200 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 空千賀子 林田崇
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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

201 愛媛県 介護老人保健施設 老人保健施設なんぐん館 2① 非公表 豊岡由佳

202 千葉県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム松寿園 2① 佐藤文浩 阿保智子

203 東京都 小規模多機能型居宅介護 ケアセンター桜並木 2① 森田浩平 坂下洋子

204 東京都 認知症対応型共同生活介護 グループホーム桜並木 2① 松尾洋平 坂本大甫

205 福岡県 介護療養型医療施設 聖和記念病院 2① 非公表 非公表

206 東京都 通所介護 パートナー西東京 2① 柳澤直子 村山智一

207 東京都 訪問介護 ラック業平 2① 米内山和子 柴田悟志

208 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ荻窪 2① 長門京子 大津芽意

209 広島県 認知症対応型共同生活介護 グループホームなごみの郷亀山 2① 桐原本華生 松下由美子

210 東京都 訪問介護 千歳烏山巡回訪問介護事業所 2① 松永実里 香取千枝

211 東京都 訪問介護 ファミリーケアすみだ 2① 白鳥多恵美 上田智子

212 東京都 特定施設入居者生活介護 若木さくらの杜 2① 神野貴男 打越佐智子

213 東京都 特定施設入居者生活介護 若木さくらの杜 2① 高光石 打越佐智子

214 東京都 通所介護 デイサービスクローバー代々木上原 2① 陶山裕史 丸山紀州

215 東京都 通所介護 デイサービスクローバー代々木上原 2① 大村朋之 丸山紀州

216 東京都 通所介護 デイサービスクローバー代々木上原 2① 岩屋裕美 丸山紀州

217 東京都 特定施設入居者生活介護 ロイヤルライフ奥沢 2① 山本ひとみ 高田恵子

218 東京都 介護老人保健施設 老人保健施設ビバ・フローラ 2① 石田知穂 臼井秀聡

219 鳥取県 介護老人保健施設 鳥取市介護老人保健施設やすらぎ 2① 非公表 非公表

220 東京都 訪問介護 つるかめケア杉並 2① 千葉節子 河内徹

221 京都府 介護療養型医療施設 京都東山老年サナトリウム 2① 田中美咲 佐野泰正

222 京都府 介護療養型医療施設 京都東山老年サナトリウム 2① 塩見美千代 佐野泰正

223 京都府 介護療養型医療施設 京都東山老年サナトリウム 2① 川上諒太郎 佐野泰正

224 東京都 特定施設入居者生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

※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） 
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参考　：　レベル認定者（総数　：　4,573名）の内訳

①サービス種別《別表1》　

介護老人福祉施設 1,135 介護老人保健施設 1,185 介護療養型医療施設 60 訪問介護 571

訪問入浴介護 3 通所介護 547 通所リハビリテーション 136 短期入所生活介護 92

短期入所療養介護 3
特定施設

入居者生活介護
223

夜間対応型
訪問介護

0
認知症対応型
共同生活介護

236

認知症対応型通所介護 66
小規模多機能型

居宅介護
97

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

56

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
17 居宅介護支援事業所 7

回復期
リハビリテーション病棟

34

有料老人ホーム 25 法人本部 17 病院 29 障害者支援施設 12

計 4,573

②都道府県別《別表2》

北海道 159 青森県 82 岩手県 76 宮城県 67

秋田県 35 山形県 57 福島県 54 茨城県 63

栃木県 79 群馬県 52 埼玉県 81 千葉県 99

東京都 1,198 神奈川県 132 新潟県 49 富山県 60

石川県 36 福井県 77 山梨県 6 長野県 102

岐阜県 125 静岡県 85 愛知県 183 三重県 48

滋賀県 11 京都府 35 大阪府 225 兵庫県 154

奈良県 54 和歌山県 58 鳥取県 110 島根県 5

岡山県 91 広島県 229 山口県 65 徳島県 10

香川県 28 愛媛県 73 高知県 20 福岡県 106

佐賀県 8 長崎県 35 熊本県 69 大分県 65

宮崎県 40 鹿児島県 59 沖縄県 18

計 4,573

③レベル別《別表3》　

レベル2① 1,616

レベル2② 1,289

レベル3 966

レベル4 677

ユニット 25

計 4,573

※「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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