
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59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、 10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。

以上
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に開催されたレベル認定委員会で審議の結果、新たに



【　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 山口県 介護老人保健施設 老人保健施設ハートホーム山口 4 柴田恵一 藤井万弓

2 愛知県 訪問介護 楽雅堂 4 北川裕美子 中島直美

3 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 松岡裕二 坂本昌重

4 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 瓜野正博 川口みどり

5 山口県 介護老人保健施設 老人保健施設ハートホーム山口入所 4 重田恵 國重菜美

6 岐阜県 介護老人福祉施設 大垣市くすのき苑 4 奥田充雄 石丸明美

7 鳥取県 訪問介護 訪問介護弓浜真誠会 3 澤田由佳 山根賢一

8 和歌山県 介護老人福祉施設 非公表 3 非公表 非公表

9 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 非公表 非公表

10 鹿児島県 介護老人保健施設 非公表 3 非公表 非公表

11 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

12 鹿児島県 認知症対応型共同生活介護 グループホーム春華苑 3 非公表 非公表

13 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 小浜有加 辻恭介

14 大阪府 認知症対応型共同生活介護 グループホームクオレ堺鳳 3 非公表 伊藤靖子

15 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームくちた園 3 非公表 入口佳親

16 広島県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームくちた園 3 新田理奈 入口佳親

17 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 北岡丞 中野良治

18 鳥取県
定期巡回・随時対応訪問介護

看護
非公表 3 非公表 非公表

19 東京都 介護老人福祉施設 第2有隣ホーム 2② 飛松辰弥 多嘉良佳明

20 大阪府 介護老人保健施設 非公表 2② 非公表 非公表

21 東京都 特定施設入居者生活介護 非公表 2② 非公表 非公表

22 長野県 介護老人保健施設 インターコート藤 2② 岩﨑文章 徳竹千奈津

23 鳥取県 介護老人福祉施設 非公表 2② 非公表 非公表

24 山口県 介護老人福祉施設 非公表 2② 非公表 非公表

25 福岡県 介護老人保健施設 介護老人保健施設グリーンビュー希望ヶ丘 2② 非公表 竹下和昭
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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 福岡県 介護老人保健施設 介護老人保健施設グリーンビュー希望ヶ丘 2② 非公表 竹下和昭

27 岐阜県 介護老人保健施設 非公表 2② 非公表 非公表

28 東京都 介護老人福祉施設 非公表 2② 非公表 非公表

29 埼玉県 通所リハビリテーション 青木中央クリニックリハビリセンター 2② 非公表 非公表

30 大阪府 回復期リハビリテーション病棟 彩都リハビリテーション病院 2② 古田三津子 津々見明美

31 岐阜県 通所リハビリテーション 非公表 2② 非公表 非公表

32 東京都 特定施設入居者生活介護 トラストガーデン荻窪 2② 山本弘美 星野和美

33 広島県 特定施設入居者生活介護
高齢者総合ケアセンター　きららラポール尾

道
2② 中室清美 本谷奈緒美

34 広島県 特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護きららラポール尾

道
2② 非公表 非公表

35 長崎県 介護老人保健施設 介護老人保健施設グリーンヒルかみごとう 2② 青山克海 小川美幸

36 北海道 介護老人保健施設 介護老人保健施設さくら 2② 中原　宏美 丹羽祐樹

37 山形県
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ながすずの

里
2② 加藤里保 木村智江

38 東京都 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム奉優の家 2② 山本大輝 ファムティミーハウ

39 愛知県 訪問介護 楽雅堂 2② 成瀬直美 西井美貴子

40 秋田県 短期入所生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

41 東京都 介護療養型医療施設 非公表 2① 非公表 非公表

42 広島県 訪問介護 ニックス訪問介護事業所 2① 片倉剛 太田美由紀

43 東京都 通所介護 デイサービスすばるの家 2① 吉田早苗 小林勇一

44 広島県 短期入所生活介護 ショートステイあすか大町 2① 秋田久美子 湯藤和也

45 広島県 通所介護 デイサービスセンターひまわり 2① 小濱瑛介 鬼塚聡

46 東京都 通所リハビリテーション
平和台介護老人保健施設アバンセ(通所リハ

ビリテーション)
2① 非公表 非公表

47 東京都 通所介護 非公表 2① 非公表 非公表

48 兵庫県 通所リハビリテーション 介護老人保健施設高嶺の郷 2① 非公表 非公表

49 東京都 看護小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能ホームすみれ 2① 非公表 非公表

50 東京都 看護小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能ホームすみれ 2① 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 福岡県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム悠生園 2① 工藤裕子 桑原辰典

52 茨城県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム七福神 2① 飯野奏子 荒井智子

53 福岡県 介護療養型医療施設 聖和記念病院 2① 非公表 坂口啓人

54 岡山県 特定施設入居者生活介護 非公表 2① 非公表 非公表

55 島根県 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームしおさい 2① 足利佑也 髙橋美香

56 神奈川県 認知症対応型共同生活介護 みどりのそよかぜ 2① 非公表 嶋田伊津子

57 神奈川県 認知症対応型共同生活介護 みどりのそよかぜ 2① 非公表 佐藤勝久

58 北海道 介護老人保健施設 介護老人保健施設さくら 2① 月嶋　卓也 中原宏美

59 北海道 介護老人保健施設 介護老人保健施設さくら 2① 蒔田澄子 松臺知起

※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　：　7,662名）の内訳

①サービス種別《別表1》　

介護老人福祉施設 1,938 介護老人保健施設 1,832 介護療養型医療施設 108 訪問介護 886

訪問入浴介護 10 通所介護 944 通所リハビリテーション 202 短期入所生活介護 138

短期入所療養介護 3
特定施設

入居者生活介護
448

夜間対応型
訪問介護

0
認知症対応型
共同生活介護

390

認知症対応型通所介護 124
小規模多機能型

居宅介護
216

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

101

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

31
看護小規模多機能型居宅

介護
31 居宅介護支援事業所 10

回復期リハビリテーション
病棟

49

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 7,662

②都道府県別《別表2》

北海道 224 青森県 131 岩手県 115 宮城県 96

秋田県 51 山形県 111 福島県 61 茨城県 92

栃木県 127 群馬県 86 埼玉県 129 千葉県 133

東京都 2,292 神奈川県 197 新潟県 69 富山県 84

石川県 61 福井県 109 山梨県 9 長野県 167

岐阜県 290 静岡県 164 愛知県 233 三重県 63

滋賀県 16 京都府 65 大阪府 319 兵庫県 235

奈良県 67 和歌山県 124 鳥取県 152 島根県 16

岡山県 134 広島県 445 山口県 117 徳島県 10

香川県 38 愛媛県 106 高知県 22 福岡県 198

佐賀県 14 長崎県 100 熊本県 83 大分県 84

宮崎県 60 鹿児島県 133 沖縄県 30

計 7,662

③レベル別《別表3》　

レベル2① 2,772

レベル2② 2,181

レベル3 1,645

レベル4 1,038

ユニット 26

計 7,662

※「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。


