
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48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。

　　こうした中で、 ７月 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】

2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2018年度
2019年度
2020年度

2021年度 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 広島県 法人本部
医療法人社団いでした内科・神経内科クリ

ニック
4 非公表 非公表

2 福岡県 訪問介護 訪問介護ひめの 4 橋本朝子 松野真樹

3 群馬県 介護老人保健施設 非公表 4 非公表 非公表

4 宮城県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ハート五橋 4 松崎紘友 早坂知也

5 兵庫県 介護老人保健施設 介護老人保健施設ウエルハウス西宮 4 非公表 非公表

6 静岡県 介護老人福祉施設 非公表 4 非公表 原由美

7 大阪府 介護老人保健施設 介護老人保健施設ヴァンサンク 4 橘慎一 追立千夏

8 鹿児島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームひまわり園 4 大迫直美 川畑直子

9 岐阜県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームナーシングケア加納 4 武藤智幸 近藤泰代

10 鳥取県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

11 鳥取県 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設ピースポート 3 吉岡桂佑 山根賢一

12 鹿児島県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

13 山口県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

14 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム可部南静養園 3 平川ゆかり 佐々木健太

15 広島県 病院 安田介護医療院 3 松村幸子 新川美由紀

16 広島県 通所介護 通所介護事業所「ゆめ」 3 非公表 岡本朋子

17 岐阜県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームほほえみ福寿の家 3 非公表 非公表

18 埼玉県 訪問介護 訪問介護事業所あおぞら元郷 3 三山沙織 非公表

19 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム春日野園 3 髙田政則 八代醍竜介

20 福島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム星風苑 3 非公表 非公表

21 東京都 訪問介護 非公表 2② 非公表 非公表

22 鹿児島県 訪問介護 非公表 2② 非公表 非公表

23 東京都 通所リハビリテーション 非公表 2② 非公表 非公表

24 福岡県 通所介護 ケアハウス小倉デイサービスセンター 2② 古田明日香 小川佳

25 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム桧原苑 2② 大町顕 田嶋和寿
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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 栃木県 小規模多機能型居宅介護 陽だまり 2② 福田篤史 関口聖子

27 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 非公表 非公表

28 広島県 通所介護 デイサービスセンター西 2② 小西陽子 西川昂成

29 長崎県 法人本部 在宅介護課 2① 松田尚実 岩﨑直美

30 東京都 介護老人保健施設 立川介護老人保健施設わかば 2① 鈴木恵理奈 坂井英子

31 東京都 認知症対応型共同生活介護 グループホームすみれの里・乞田 2① 三浦吉恭 赤木由紀

32 大阪府 特定施設入居者生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

33 静岡県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム富士見園 2① 柴田裕介 青山伊久美

34 山形県 介護老人保健施設 介護老人保健施設フローラさいせい 2① 渡辺鈴佳 皆川純一

35 福岡県 介護療養型医療施設 非公表 2① 非公表 非公表

36 東京都 特定施設入居者生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

37 長崎県 介護老人福祉施設 非公表 2① 非公表 非公表

38 長崎県 介護老人福祉施設 非公表 2① 非公表 非公表

39 大阪府 介護老人福祉施設 介護老人福祉施設ソルメゾン 2① 非公表 非公表

40 長崎県 特定施設入居者生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

41 長崎県 特定施設入居者生活介護 養護老人ホーム朝海荘 2① 富永浩文 桑野勇一

42 東京都 通所介護 非公表 2① 松原達也 非公表

43 栃木県 介護老人保健施設 非公表 2① 非公表 非公表

44 長崎県 通所介護 リハサポート 2① 宮﨑みどり 吉田正子

45 東京都 通所介護 ジョイフルデイサービス高円寺南 2① 伊藤友生 橋本和美

46 福岡県 介護老人福祉施設 非公表 2① 非公表 非公表

47 広島県 小規模多機能型居宅介護 小規模多機能ふれあい協同 2① 益野みゆき 湯浅久美

48 神奈川県 介護老人福祉施設 ヴィラ桜ヶ丘 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

一般社団法人シルバーサービス振興会

キャリア段位事業部
キャリア段位専用HP http://careprofessional.org
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参考　：　レベル認定者（総数　：　7,447名）の内訳

①サービス種別《別表1》　

介護老人福祉施設 1,898 介護老人保健施設 1,795 介護療養型医療施設 104 訪問介護 877

訪問入浴介護 10 通所介護 924 通所リハビリテーション 196 短期入所生活介護 133

短期入所療養介護 3
特定施設

入居者生活介護
437

夜間対応型
訪問介護

0
認知症対応型
共同生活介護

379

認知症対応型通所介護 119
小規模多機能型

居宅介護
213

地域密着型特定施設
入居者生活介護

12
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

95

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

29
看護小規模多機能型居宅

介護
27 居宅介護支援事業所 10

回復期リハビリテーション
病棟

47

有料老人ホーム 73 法人本部 57 病院 46 障害者支援施設 13

計 7,497

②都道府県別《別表2》

北海道 216 青森県 131 岩手県 110 宮城県 95

秋田県 48 山形県 109 福島県 61 茨城県 91

栃木県 127 群馬県 84 埼玉県 127 千葉県 133

東京都 2,251 神奈川県 194 新潟県 68 富山県 82

石川県 60 福井県 108 山梨県 9 長野県 165

岐阜県 283 静岡県 161 愛知県 230 三重県 63

滋賀県 16 京都府 63 大阪府 313 兵庫県 231

奈良県 67 和歌山県 118 鳥取県 139 島根県 15

岡山県 131 広島県 431 山口県 113 徳島県 10

香川県 38 愛媛県 106 高知県 22 福岡県 191

佐賀県 14 長崎県 89 熊本県 83 大分県 84

宮崎県 59 鹿児島県 128 沖縄県 30

計 7,497

③レベル別《別表3》　

レベル2① 2,710

レベル2② 2,133

レベル3 1,606

レベル4 1,022

ユニット 26

計 7,497

※「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。


