
報道関係 各位 

平成 27年 12月 28日 

一般社団法人シルバーサービス振興会 

 
 

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 

 

 

○新たなレベル認定者の誕生（140名）について 

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取り組む介護職員は、全国 47 都道府県に広がっ

ており、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140名のレベル認定者が誕生し、

これによりレベル認定者の総数は 1,000名を超え、1,044名となりました。 

都道府県別にみると、これまでに全国 45都道府県で認定者が誕生しています。 

 

【新規認定者数の推移】 

25年度 14名 

26年度（上期） 86名   （下期） 328名 

27年度（上期） 326名   

（下期） 57名（10月） ⇒ 93名（11月）⇒ 140名（12月） 

 

 

【新規認定者の内訳】  

別紙をご参照ください。 

 

 

参考：レベル認定者（総数：1,044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 



【　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 山形県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　ラ・フォーレ天童 4 吉田美和 黒沢純子

2 岐阜県 介護老人福祉施設 ナーシングケア加納 4 篠田智史 田口将人

3 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 4 上野山一樹 山本成吾

4 愛知県 通所介護 デイサービスセンター　シルヴィー西尾 4 鈴木哲也 寺本依里子

5 静岡県 訪問介護 アミカ藤枝介護センター 4 曽根淳子 増田さおり

6 岡山県 介護老人福祉施設 サンバードナーシングホーム 4 井上聡一郎 田中秀明

7 青森県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ハートランド 4 沼田隆之 加賀敬子

8 愛知県 介護老人保健施設 老人保健施設ひまわり 4 高橋浩二 鈴木宏幸

9 東京都 訪問介護 エンジェルケアサービス訪問介護事業所 4 嶋崎裕子 出石麻里

10 鳥取県
認知症対応型
共同生活介護

グループホーム椿庵桜庵 4 安田博子 漆谷優行

11 愛知県 介護老人保健施設 老人保健施設ひまわり 4 非公表 非公表

12 東京都 介護老人福祉施設 マザアス東久留米 4 非公表 非公表

13 岡山県 短期入所生活介護 寿光園短期入所生活介護事業所 4 蓑田豪 埋見淑子

14 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設デンマークイン新宿 4 柳澤実希 松川春代

15 福島県 通所介護 北信デイサービスセンター 4 渡邉智恵美 佐藤美幸

16 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設デンマークイン新宿 4 松川春代 柳澤実希

17 長崎県
回復期

リハビリテーション病棟
長崎リハビリテーション病院 4 本山智里 甲斐美世

18 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設デンマークイン新宿 4 千葉貴之 山﨑遼平

19 東京都 訪問介護 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ　ケアワーク東京 4 本加美智代 三輪加子

20 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設デンマークイン新宿 4 山﨑遼平 千葉貴之

21 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設ひかわした 4 森川朝夫 坂本望

22 福井県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設　水仙園 3 尾崎佳奈 永田優子

23 大阪府 介護老人保健施設 ウエルハウス協和 3 栁田節子 古川美恵

24 岡山県 介護老人保健施設 美作市立作東老人保健施設 3 非公表 非公表

25 岡山県 介護老人保健施設 美作市立作東老人保健施設 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 徳島県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　縁樹 3 林康之 田中玉美

27 三重県 訪問介護 ＪＡ松阪シルバーサービスセンター 3 山中真美 三宅寛子

28 岡山県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　プルミエ岡山 3 非公表 藤原一平

29 神奈川県 介護老人福祉施設 シーサイド湯河原 3 長島育子 田村隆

30 茨城県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

31 大阪府 介護老人保健施設 ウエルハウス協和 3 中村英人 伊藤るみ子

32 東京都 通所リハビリテーション 介護老人保健施設グリーン・ボイス 3 松原大作 田中紀雄

33 神奈川県 介護老人福祉施設 シーサイド湯河原 3 田村隆 長島育子

34 愛知県 介護老人保健施設 メディコ春日井 3 非公表 津田夏樹

35 大分県 介護老人保健施設 介護老人保健施設三光園 3 築地崇 城戸香

36 愛知県 通所介護 光の森デイサービスセンター 3 竹中陽子 遠藤美妃

37 東京都 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

38 東京都 訪問介護 さくらケア駒沢訪問介護事業所 3 小河原萌 吉村幸枝

39 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 石田一樹 白石亜希

40 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 先崎郁美 矢村誠

41 東京都 訪問介護 さくらケア駒沢訪問介護事業所 3 高橋明里 吉村幸枝

42 鳥取県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ゆうとぴあ 3 花房幸雄 竹宮早紀

43 福岡県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　春幸苑 3 細田健一 久保直美

44 東京都 訪問介護 ケアチーム　大芽 3 赤田麻弥 中村加津子

45 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 宇田桂子 倉田裕司

46 東京都 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

47 東京都 訪問介護 ローズケア小石川訪問介護事業所 3 池澤寿恵 西村典子

48 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設練馬ゆめの木 3 非公表 非公表

49 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム六月 3 宮下綾乃 飯塚俊宜

50 広島県 通所介護 デイサービス榎町 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

51 徳島県 介護老人保健施設 介護老人保健施設縁樹 2② 早雲典子 中川博子

52 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 光清苑 2② 非公表 西川竜馬

53 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 2② 井上拓哉 星野通久

54 熊本県 介護老人保健施設 介護老人保健施設フォレスト熊本 2② 中瀬京 江藤ひかり

55 東京都 通所介護 ケアセンターけやき 2② 門傅尋子 武藤洋一

56 栃木県 特定施設入居者生活介護 介護付有料老人ホームみずき佐野 2② 土屋直樹 小林弘明

57 大阪府 介護老人福祉施設 南港咲洲特別養護老人ﾎｰﾑ 2② 平井匠 中西範匡

58 愛媛県 介護老人保健施設 希望の館 2② 帆谷卓也 石川健一

59 東京都 介護療養型医療施設 久米川病院 2② 猪野利枝 田村浜子

60 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 谷垣尚子 小川力信

61 福岡県 特定施設入居者生活介護 ケアハウスらいふ戸畑 2② 三砂睦 乙津るみ

62 大分県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム心助園 2② 団野竜二 稲垣福子

63 岩手県
認知症対応型
共同生活介護

グループホームおからぎ 2② 内城愛美 川端千賀子

64 京都府 通所介護 八幡市デイサービスセンターやまばと 2② 佐野なつみ 石橋京子

65 愛媛県 介護老人保健施設 はぴねすケアセンター 2② 飯尾亜季 中岡美幸

66 東京都 介護老人福祉施設 マザアス東久留米 2② 長谷川あゆ美 佐藤昇平

67 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム足立新生苑 2② 関美栄 永田剛

68 東京都 訪問介護 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ　ケアワーク東京 2② 今西彩子 三輪加子

69 東京都 通所リハビリテーション 介護老人保健施設ひかわした 2② 小川祥一 奥野直樹

70 愛知県 通所リハビリテーション あつみの郷介護老人保健施設 2② 非公表 椎名淳夫

71 新潟県 通所介護 デイサービスセンター河渡本町 2② 非公表 井上純子

72 愛媛県 介護老人保健施設 シルビウス・ケアセンター 2① 黒田華 西山耕平

73 東京都 通所介護 老人デイサービスセンター新とみ 2① 関口愛 平本直樹

74 兵庫県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設ぽー愛 2① 山下俊彦 井上洋介

75 宮城県 介護老人保健施設
介護老人保健施設夢の楽園高森ロマン

ホーム
2① 岩崎貴也 千葉隼
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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 大阪府 訪問介護 ヘルパーステーションヒノデ 2① 非公表 非公表

77 神奈川県 介護老人保健施設 ベルディーナ高田 2① 覚幸泰之 工藤亘

78 岡山県 通所介護 創心会リハビリ倶楽部笹沖 2① 河﨑崇史 三好津美江

79 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設　ヴィット 2① 遠藤ヨランダ 小河原弘志

80 大阪府
地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護
クローバーの丘 2① 非公表 草場智之

81 北海道 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ホームなでしこ 2① 宮崎早苗 竹田絵理子

82 山口県 通所介護 萩市デイサービスセンターさんみ苑 2① 柴田清美 石川富男

83 青森県 介護老人保健施設 介護老人保健施設　はくじゅ 2① 小泉友恵 上村栄梨子

84 兵庫県 介護老人保健施設 老人保健施設ウエルハウス西宮 2① 非公表 非公表

85 大阪府 特定施設入居者生活介護 ヘルパーステーション朋央 2① 非公表 非公表

86 岐阜県
認知症対応型
共同生活介護

非公表 2① 非公表 非公表

87 三重県 介護老人保健施設 大台町介護老人保健施設みやがわ 2① 上田紗千子 石田陽子

88 北海道 通所介護 サンライズデイサービスセンター 2① 金野理恵 新妻弘美

89 岐阜県
認知症対応型
共同生活介護

非公表 2① 非公表 非公表

90 兵庫県 訪問介護 しおさきサーブ訪問介護事業所 2① 非公表 非公表

91 山口県 通所介護
ハートホーム南山口
デイサービスセンター

2① 非公表 河野光男

92 茨城県 訪問介護 指定訪問介護事業所コスモス 2① 磯玲子 佐藤佐智子

93 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

2① 西町弥生 村瀬新一郎

94 福岡県 介護老人保健施設 のぞみ船小屋 2① 宮原慶 津留﨑清恵

95 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ杉並松庵 2① 非公表 非公表

96 北海道 特定施設入居者生活介護
ケアハウス

ケアプレゼンテーションサンライズ
2① 草野汐理 菅原もとみ

97 北海道 特定施設入居者生活介護 サンライズデイサービスセンター 2① 細川隆司 澤崎美樹

98 北海道 特定施設入居者生活介護
ケアハウス

ケアプレゼンテーションサンライズ
2① 山田牧子 菅野由美

99 大分県 通所リハビリテーション 泉の里通所リハビリテーションセンター 2① 非公表 非公表

100 福島県
認知症対応型
共同生活介護

なごみの里グループホーム 2① 佐藤公子 丹伊田利枝
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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 あっぷるちよだ王子駅前店 2① 西山康宏 木野修一

102 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 大川忠宏 河邉恒子

103 兵庫県 通所介護 SAIYOデイサービスリハビリセンター 2① 釼持知恵 早川英伸

104 東京都 介護老人保健施設 南大沢ホロス由木 2① 高橋貴子 田沼直樹

105 北海道 特定施設入居者生活介護
ケアハウス

ケアプレゼンテーションサンライズ
2① 南山聖香 横山未来

106 北海道 特定施設入居者生活介護
ケアハウス

ケアプレゼンテーションサンライズ
2① 久木照美 中島きみえ

107 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

108 神奈川県 介護老人保健施設 老健リハビリよこはま 2① 對馬由利恵 松村政子

109 北海道 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム緑愛園 2① 堀田純平 新海利恵子

110 北海道 通所介護 非公表 2① 非公表 非公表

111 広島県 通所介護 ニックスデイサービスセンター南 2① 畑紗織 甲斐清香

112 愛媛県 その他 非公表 2① 非公表 非公表

113 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設ファミリート府中 2① 真野基成 野中隆明

114 東京都 訪問介護 あっぷるちよだ日暮里駅前店 2① 瀬川利光 木野修一

115 神奈川県 介護老人保健施設 横浜あおばの里 2① 河内航平 碓井洋平

116 岐阜県 訪問介護 大橋ケアサービス 2① 非公表 非公表

117 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ品川大井 2① 非公表 非公表

118 東京都 介護老人保健施設 非公表 2① 非公表 非公表

119 東京都 訪問介護 在宅サポートセンター　クローバー 2① 非公表 南桂子

120 東京都 訪問介護 非公表 2① 非公表 非公表

121 高知県 介護老人保健施設 夢の里 2① 非公表 非公表

122 神奈川県 訪問介護 かたくり湘南 2① 中川千亜紀 山崎文江

123 東京都 介護老人福祉施設 信愛の園 2① 下田香織 松田裕樹

124 東京都 介護老人福祉施設 非公表 2① 非公表 非公表

125 福岡県 通所介護 デイサービス花梨 2① 池田琴香 嶋矢さおり
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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 鳥取県 介護老人福祉施設 高草あすなろ 2① 坂口恵理 矢木由里

127 鳥取県 介護老人福祉施設 高草あすなろ 2① 大西圭子 森井容子

128 鳥取県 介護老人福祉施設 高草あすなろ 2① 徳永恭子 藤本朝子

129 東京都 訪問介護 用賀サービスセンター 2① 伊藤剛 田口雅之

130 東京都 特定施設入居者生活介護 アライブ荻窪 2① 非公表 非公表

131 東京都 訪問介護 クローバー沼袋 2① 非公表 非公表

132 東京都 通所介護 非公表 2① 非公表 非公表

133 東京都 訪問介護 さくら・介護ステーション西葛西 2① 長倉岳志 松永映子

134 東京都 訪問介護 非公表 2① 非公表 非公表

135 大阪府 介護療養型医療施設 寺田萬寿病院 2① 非公表 朝日孝子

136 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設　ヴィット 2① 阿曽マリル 小河原弘志

137 東京都 介護老人保健施設 介護老人保健施設　ヴィット 2① 平安山知香 小河原弘志

138 大阪府 通所介護
羽曳野特別養護老人ホーム・
デイサービスセンター羽曳野

2① 飯島謙 岩下剛士

139 東京都 介護老人保健施設 非公表 2① 非公表 非公表

140 愛媛県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　プラチナプレイス
ユニッ

ト
近藤早紀 小野美杉

※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） 
FAX:03-5402-4884 Email: careprofessional@espa.or.jp 
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【レベル認定者の内訳】　

《別表1》　サービス種別

介護老人福祉施設 249 介護老人保健施設 277 介護療養型医療施設 18 訪問介護 124

訪問入浴介護 2 通所介護 116 通所リハビリテーション 58 短期入所生活介護 25

短期入所療養介護 2
特定施設

入居者生活介護
50

夜間対応型
訪問介護

0
認知症対応型
共同生活介護

43

認知症対応型通所介護 11
小規模多機能型

居宅介護
21

地域密着型特定施設
入居者生活介護

2
地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護

13

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

6 複合型サービス 4 居宅介護支援事業所 0
回復期

リハビリテーション病棟
11

有料老人ホーム 2 法人本部 0 病院 7 障害者支援施設 3

計 1,044

北海道 70 東京都 147 滋賀県 0 香川県 4

青森県 28 神奈川県 50 京都府 7 愛媛県 18

岩手県 27 新潟県 16 大阪府 83 高知県 6

宮城県 23 富山県 9 兵庫県 40 福岡県 27

秋田県 5 石川県 9 奈良県 18 佐賀県 2

山形県 12 福井県 21 和歌山県 12 長崎県 12

福島県 26 山梨県 5 鳥取県 31 熊本県 20

茨城県 16 長野県 18 島根県 0 大分県 14

栃木県 14 岐阜県 13 岡山県 14 宮崎県 5

群馬県 15 静岡県 24 広島県 40 鹿児島県 13

埼玉県 22 愛知県 49 山口県 16 沖縄県 2

千葉県 28 三重県 10 徳島県 3

計 1,044

《別表3》　レベル別

レベル2① 396

レベル2② 264

レベル3 220

レベル4 157

ユニット 7

計 1,044

《別表2》　都道府県別




