
平成27年度　居宅介護サービス事業者等　実地検査　最終

検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

5月21日 株式会社　ＨＣＭ アミカ八王子介護センター （介護予防）訪問介護 無

5月21日 （介護予防）訪問介護 無

5月28日 居宅介護支援 無

従業者の秘密保持の措置に不備があるので改善するこ

と。(介護予防含む）

苦情処理の体制及び手順について掲示すること。

（介護予防含む）

訪問介護員等により指定訪問介護を提供すること。

(介護予防含む）

利用者の心身の状況を記録すること。

訪問介護計画の説明、同意及び交付を適切に行うとと

もに、実施状況や評価についても、説明を行うこと。

5月26日 居宅介護支援 無

介護予防訪問介護計画を適切に作成すること。

介護予防訪問介護計画の実施状況の把握（モニタリン

グ）を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事

業者に報告し、必要に応じて介護予防訪問介護計画の

変更を行うこと。

6月4日 株式会社　Heｌｌo ハローヘルパーセンター （介護予防）訪問介護 有
介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記載した介護予防訪問介護計画を作

成すること。
○

指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスに選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので改善するこ

と。(介護予防含む）

訪問介護計画を適切に作成すること。

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。（介護予防含む）

介護予防訪問介護計画を適切に作成すること。

介護予防サービス計画の内容に沿って、介護予防訪問

介護計画を適切に作成すること。

少なくとも1月に1回は、利用者の状態やサービスの

提供状況等について、指定介護予防支援事業者に報告

する事。

6月8日 ケアプラン「おあしす」 居宅介護支援 有 運営に関すること

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。

○

○有

ジャパンケア八王子台町
株式会社　ジャパンケ

アサービス

5月22日

ユーシン介護サービス株式会社　ユーシン

有限会社　オアシス

運営に関すること

5月26日 アースサポート　八王子北野
株式会社　アースサ

ポート
（介護予防）訪問介護 有

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

（介護予防）訪問介護

運営に関すること

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

6月5日
地域在宅介護センター「おあ

しす」
（介護予防）訪問介護 有

○

○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

人員に関すること 生活相談員を適正に配置すること。(介護予防含む）

変更に関すること 変更の届出について。(介護予防含む）

事業所の屋外でサービスを提供する場合は、あらかじ

め通所介護計画に位置付けること。(介護予防含む）

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。（介護予防含む）

6月15日 うららケアセンター 居宅介護支援 有 変更に関すること 変更の届出について。(介護予防含む） ○

訪問介護計画を適切に作成すること。

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。（介護予防含む）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること
介護予防訪問介護計画を適切に作成すること。

サービス担当者会議において、担当者から、専門的な

見地から意見を求めるとともに、当該担当者への照会

内容について適切に記録すること。

居宅サービス計画をサービス担当者に、遅滞なく交付

すること。

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

運営基準減算として、所定単位数の100分の50（2か

月以上継続している場合は所定単位数は算定しな

い。）に相当する単位数を算定すること。

6月11日 （介護予防）訪問介護 無

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を

得ること。（介護予防含む）

運営規程等の概要等を掲示すること。（介護予防含

む）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので改善するこ

と。(介護予防含む）

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

(介護予防含む）

従業員の勤務体制を定めること。（介護予防含む）

従業者に関する記録を整備すること。（介護予防含

む）

提供した具体的サービスの内容等を適切に記録するこ

と。

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。（介護予防含む）

訪問介護計画を作成するとともに、計画作成に伴う必

要な業務を行うこと。

運営に関すること

運営に関すること

居宅介護支援

6月9日
ヘルパーステーションすみ

れ・いきいきケアサポート

有限会社　すみれ・い

きいきケアサポート

株式会社　ニチイ学館
ニチイケアセンター

八王子北口

6月10日

6月16日 あられ介護株式会社　あられ介護

運営に関すること

（介護予防）通所介護 有

株式会社　アクセル

デイサービスうらら6月9日

有

運営に関すること

（介護予防）訪問介護 有

（介護予防）訪問介護 有

○

○

○

○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

訪問介護員等の勤務体制を定めること。（介護予防含

む）

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。（介護予防含む）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること
介護予防訪問介護計画に提供期間を記載すること。

指定居宅介護の提供開始に際し、利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うととも

に、利用申込者の同意を得ること。

介護支援専門員等の勤務体制を定めること。

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。（介護予防含む）

6月17日 有限会社　サンピース デイサービスいちょう並木 （介護予防）通所介護 無

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

具体的なサービスの内容等を記載した介護予防通所介

護計画を作成すること。

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

個別機能訓練加算（Ⅱ）について、個別機能訓練に関

する記録を適切に保管すること。

6月19日 医療法人社団めぐみ会 南大沢メディカルプラザ 居宅介護支援 無

通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

利用申込者の同意を得ること。（介護予防含む）

避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行うこと。

（介護予防含む）

変更に関すること 変更の届出について。(介護予防含む）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので改善するこ

と。(介護予防含む）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む）

指定通所介護従業者により指定通所介護を提供するこ

と。（介護予防含む）

従業員の出勤に関する記録を整備すること。（介護予

防含む）

6月25日 株式会社　サロンデイ
サロン・ディ・ウエルハイム

高尾
（介護予防）通所介護 有 運営に関すること

従業者の秘密保持の措置に不備があるので改善するこ

と。(介護予防含む）
○

個別機能訓練加算（Ⅱ）について、個別機能訓練に関

する記録を適切に保管すること。

運動器機能向上加算について、長期目標及び短期目標

を適切に設定すること。

居宅介護サービス計画の作成に当たっては、解決すべ

き課題の把握（アセスメント）及び記録を行うこと。

サービス担当者会議の要点又は照会内容について記録

すること。

居宅サービス計画の内容について利用者又はその家族

に対して説明し、文書により利用者の同意を得るとと

もに、遅滞なく利用者及び担当者に交付すること。

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

運営基準減算として、所定単位数の100分の50（2か

月以上継続している場合は所定単位数は算定しな

い。）に相当する単位数を算定すること。

有

6月17日
シルバービレッジ

いちょうの里

6月16日

株式会社

シルバービレッジ

運営に関すること

特定非営利活動法人

ゆぎの里
6月29日 有居宅介護支援

株式会社　テクノブレ

イン
6月19日

6月23日

6月25日

株式会社　エクシア

6月23日
一般社団法　東京都は

り灸マッサージ師会

株式会社　アイム

運営に関すること

運営に関すること有（介護予防）通所介護
リハビリ型デイサービス　り

んとえむ　めじろ台

運営に関すること

デイサービス高尾 （介護予防）通所介護 有

有（介護予防）通所介護ヒーリングベル高尾

居宅介護支援 有

（介護予防）訪問介護

運営に関すること

シルバービレッジ

いちょうの杜

有
アイム在宅ケアセンター八王

子南
（介護予防）通所介護

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

ケアプランゆぎの里

○

○

○

○

○

○

○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

運営に関すること
避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行うこと。

（介護予防含む）

変更に関すること 変更の届出について。(介護予防含む）

居宅介護支援 有 運営に関すること

サービス担当者会議において、担当者から、専門的な

見地から意見を求めるとともに、当該担当者への照会

内容について適切に記録すること。

○

運営に関すること
個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む）

提供を行う期間を記載した介護予防訪問介護計画を作

成すること。

介護予防訪問介護計画の実施状況の把握（モニタリン

グ）を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事

業者に報告すること。

（介護予防）通所介護 有 変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む） ○

訪問介護計画の作成に当たり、実施状況や評価につい

て利用者又はその家族に対して説明を行うこと。

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

介護予防訪問介護計画の実施状況や評価について、利

用者又はその家族に対して説明を行うこと。

指定福祉用具貸与の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含

む）

委託事業者の業務の実施状況について定期的に確認

し、その結果等を記録すること。（介護予防含む）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記した介護予防福祉用具貸与計画を

作成すること。

指定特定福祉用具販売の提供の開始に際し、利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を

行うとともに利用申込者の同意を得ること。（介護予

防含む）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む）

居宅介護支援 無

ケアサポート　メイ （介護予防）訪問介護 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む）
○

運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む）

個別機能訓練加算（Ⅱ）について、具体的な実施時

間、実施方法を記載した個別機能訓練計画を作成し、

記録を適切に保管すること。

口腔機能向上加算について、口腔機能改善管理指導計

画を作成すること。

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む）

ケアサポート　メイ 居宅介護支援 有 運営に関すること
サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内

容について、適切に記録すること。
○

メッセージ

ケアサービス八王子
（介護予防）訪問介護 無

メッセージ

ケアプランセンター八王子
居宅介護支援 無

ケアサポート　メイ

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

運営に関すること

富士ライフケアネット

株式会社

特定非営利活動法人

市民ユニットりぼん

株式会社　メッセージ

八王子あんしん館 （介護予防）訪問介護

6月30日

7月8日

有

有

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

運営に関すること有

7月2日

○

シルバーサポート

株式会社
シルバーサポート八王子

（介護予防）訪問介護

（介護予防）福祉用具

貸与

（介護予防）福祉用具

販売

7月10日

7月9日
有限会社　ロングレン

ジ・ビュー
（介護予防）通所介護 有

有

有（介護予防）通所介護ひだまりの家

運営に関すること

○

○

○

○

○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

利用申込者の同意を得ること。（介護予防含む）

具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を

作成すること。

それぞれの利用者について、サービスの実施状況や評

価について説明を行うこと。（介護予防含む）

委託事業者の業務の実施状況について定期的に確認

し、その結果等を記録すること。（介護予防含む）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので改善するこ

と。（介護予防含む）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記載した介護予防福祉用具貸与計画

を作成すること。

重要事項説明書を利用申込者又はその家族に交付し説

明を行うとともに、利用申込者の同意を文書により得

ること。（介護予防含む）

特定福祉用具販売計画を作成すること。

従業者の秘密の保持の措置に不備があるので、改善す

ること。（介護予防含む）

7月14日 合同会社　キネシス
デイサービスセンター

ルースト堀之内
（介護予防）通所介護 有 運営に関すること 非常災害に関する具体的な計画を策定すること。 ○

7月16日
社会福祉法人

いきいき福祉会

デイサービスセンター

かっちゃんの家
（介護予防）通所介護 無

従業者の秘密保持の措置に不備があるので改善するこ

と。（介護予防含む）

提供した具体的なサービスの内容を適切に記録するこ

と。

運営に関すること
個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記した介護予防福祉用具貸与計画を

作成すること。

（介護予防）福祉用具

販売
無

7月21日 ステップぱーとなー八王子 （介護予防）通所介護 無

7月29日 居宅介護支援事業所ラパン 居宅介護支援 有 運営に関すること

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。

○

運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む）

個別機能訓練加算（Ⅰ）（Ⅱ）について、個別機能訓

練計画を適切に作成すること。

個別機能訓練加算（Ⅰ）（Ⅱ）について、個別機能訓

練に関する記録を適切に保管すること。

運動器機能向上加算について、運動器機能向上計画を

適切に作成すること。

運動器機能向上加算について運動器機能向上計画の進

捗状況を定期的に評価した上で算定すること。

（介護予防）福祉用具

貸与

有

株式会社　ソフトテッ

ク

7月14日 有限会社　ミズタニ

デイサービス　望

運営に関すること

運営に関すること

株式会社　ＰОＫＡＲ

Ａ
7月22日

運営に関すること有

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

運営に関すること

有

有（介護予防）通所介護

（介護予防）訪問介護

福祉用具レンタル事業所　望

（介護予防）通所介護

（介護予防）福祉用具

貸与

（介護予防）福祉用具

販売

有

ぽかぽからいふ元八王子

有

有限会社　十字会ケア

ステーション
十字会ケアステーション7月17日

○

○

○

○

○

○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

居宅介護支援事業所　あおぞ

ら
居宅介護支援 有 運営に関すること

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。

○

ワーカーズコープ　あおぞら （介護予防）訪問介護 無

企業組合労協センター　　事

業団ワーカーズコープあおぞ

らの家

（介護予防）通所介護 無

指定福祉用具貸与の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含

む）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む）

（介護予防）福祉用具

販売
有 運営に関すること

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む）

ケアプランセンターふわり松

が谷
居宅介護支援 有 運営に関すること

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。

○

指定通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含む）

通所介護計画を適切に作成すること。

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む）

介護予防通所介護計画を適切に作成すること。

介護予防通所介護計画の実施状況の把握（モニタリン

グ）を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事

業者に報告し、必要に応じて介護予防訪問介護計画の

変更を行うこと。

人員に関すること 看護職員を適正に配置すること。（介護予防含む）

運営に関すること
避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行うこと。

（介護予防含む）

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との

間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所

定単位数から減算すること。

8月4日
シンコウ・サービス

合名会社
笑顔のたね （介護予防）訪問介護 有 運営に関すること

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む）
○

通所介護デイ・いづみ （介護予防）通所介護 有 運営に関すること
定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

（介護予防含む）
○

居宅サービス計画の作成に当たっては、解決すべき課

題の把握（アセスメント）及び記録を行うこと。

サービス担当者会議の要点又は照会内容について記録

すること。

8月7日
ワタミの介護　株式会

社
ハッピーデイズ堀之内 （介護予防）通所介護 無

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

運営に関すること

すたいる南大沢 （介護予防）通所介護 有

7月28日

8月5日
株式会社

いづみ地所ハウジング

居宅介護いづみ 居宅介護支援 有

7月30日 株式会社　ラウロ

リハビリテーション

クリエーターズ株式会

社

ビーンズリハビリセンター

フィジオ
（介護予防）通所介護 有

運営に関すること

7月23日
企業組合労協センター

事業団

7月28日 株式会社　ジョイン

介護ショップ　すまいふる

（介護予防）福祉用具

貸与
有

運営に関すること

○

○

○

○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

非常災害に関する具体的計画を作成すること。

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。

通所介護計画を適切に作成すること。

それぞれの利用者について、サービスの実施状況及び

目標の達成状況の記録を行うとともに、その実施状況

や評価について説明を行うこと。

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること
入浴介助加算を適切に算定すること。

（介護予防）福祉用具

貸与
無

（介護予防）福祉用具

販売
無

アイム居宅支援サービス 居宅介護支援 無

アイム訪問介護サービス （介護予防）訪問介護 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む）
○

アイム訪問入浴サービス （介護予防）訪問入浴 無

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む）

従業者に関する諸記録を整備すること。（介護予防含

む）

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

（介護予防含む）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記載した介護予防通所介護計画を作

成すること。

居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法に

より解決すべき課題の把握（アセスメント）を行うと

ともに、その結果について記録すること。

サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内

容について、適切に記録すること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

運動器機能向上加算について、長期目標及び短期目標

を適切に設定すること。

運営に関すること
避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行うこと。

（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

口腔機能向上加算について、口腔機能改善管理指導計

画を作成すること。

8月25日
ポシブル医科学株式会

社
ポシブル八王子 （介護予防）通所介護 有

有居宅介護支援

有（介護予防）通所介護リハビリルーム株式会社ヘプレグス8月25日

四輝ケアプランセンター
合同会社Ｌ・Ｉ・Ｇ

ｌiｆeサポート

8月18日

8月13日

8月21日

有（介護予防）通所介護レッツ倶楽部　八王子
株式会社

アイエムケアシステム

○運営に関すること8月19日

運営に関すること

運営に関すること

8月11日
株式会社

板垣試錐調査所
だんらんの家　片倉 通所介護 有

運営に関すること

アイム福祉用具サービス

運営に関すること有（介護予防）通所介護
アイム

デイサービスセンター

株式会社　アイム

○

○

○

○

○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

訪問介護　ガーデンテラス富

士森公園
（介護予防）訪問介護 有 運営に関すること

訪問介護員等の勤務の体制を定めること。（介護予防

含む。）
○

通所介護従業者の勤務の体制を定めること。（介護予

防含む。）

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること
入浴介助加算を適切に算定すること。

介護サービス　ほのか （介護予防）訪問介護 有 運営に関すること

指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含

む。）

○

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。

9月1日
株式会社ジャパンケア

サ－ビス
ジャパンケア八王子みなみ野 （介護予防）通所介護 無

9月3日 有限会社介護応援団 デイサービス介護応援団 （介護予防）通所介護 有 運営に関すること

非常災害に関する具体的な計画を策定し、避難訓練、

救出訓練その他必要な訓練を行うこと。（介護予防含

む。）

○

運営に関すること
通所介護従業者の勤務の体制を定めること。（介護予

防含む。）

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定する場合は、機能訓練

指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓

練計画を作成し、その後３月ごとに１回以上、利用者

の居宅を訪問すること。

通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

利用申込者の同意を得ること。（介護予防含む。）

非常災害に関する具体的な計画を策定し、避難訓練、

救出訓練その他必要な訓練を行うこと。（介護予防含

む。）

指定通所介護事業所の見やすい場所に、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

すること。（介護予防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む。）

指定通所介護従業者により指定通所介護を提供するこ

と。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。（介護予防含む。）

設備に関すること

夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供す

る場合、当該サービスの内容を市長に届け出ること。

（介護予防含む。）

9月15日
株式会社ＳＯＣＩＡＬ

ＧＯＯＤ
きずな （介護予防）通所介護 有 運営に関すること

通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

利用申込者の同意を得ること。（介護予防含む。）

○

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。

9月16日 株式会社アライズ デイサービスルースト片倉 （介護予防）通所介護 無

8月28日
株式会社介護サービス

ほのか

居宅介護支援事業所介護サー

ビスほのか
居宅介護支援 有 運営に関すること

運営に関すること

（介護予防）通所介護
デイサービス　サンガーデン

富士森公園

コミュニティコネクト

株式会社
8月27日

有

○

○

○9月8日
株式会社ワークシェア

リング
元気サポート　笑顔２号店 （介護予防）通所介護 有

○

運営に関すること

（介護予防）通所介護デイサービス小宮 有
株式会社ベストケア・

オアシス
9月10日

運営に関すること ○有居宅介護支援諏訪ケアセンター
諏訪町ケアセンター

株式会社
9月16日

8 / 18 ページ



検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済
指定訪問介護事業所の見やすい場所に、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

すること。（介護予防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む。）

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

（介護予防含む。）

指定訪問介護従業者により指定訪問介護を提供するこ

と。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記載した介護予防訪問介護計画を作

成すること。

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

初回加算を算定する場合は、初回若しくは初回の指定

訪問介護を行った日の属する月に、サービス提供責任

者が訪問介護を行うか若しくは他の訪問介護員等が行

う訪問介護に同行すること。（介護予防含む。）

指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示すること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員により指定

居宅介護支援を提供すること。

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

変更に関すること 　変更の届出を適切に行うこと。

ケアサービスひまわり （介護予防）訪問介護 無

ケアサービスひまわり 居宅介護支援 無

その他の日常生活費」について適正に処理をするこ

と。

非常災害に関する具体的な計画を策定すること。

具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を

作成すること。

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。

9月30日
アサヒクリーン株式会

社

アサヒサンクリーン在宅介護

センター八王子
（介護予防）訪問入浴 無

○

株式会社母の手9月25日

運営に関すること

有

9月18日

（介護予防）訪問介護
あすかの杜めじろ台ヘルパー

センター
○

運営に関すること

○有居宅介護支援
あすかの杜めじろ台居宅介護

支援事業所

株式会社矢嶋商店

9月28日
有限会社ライト・

ハウス

「こころ」デイサービス

絹ヶ丘
（介護予防）通所介護 有 運営に関すること
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

人員に関すること 生活相談員を適正に配置すること。（介護予防含む。）

通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

非常災害に関する具体的な計画を策定し、避難訓練、

救出訓練その他必要な訓練を行うこと。（介護予防含

む。）

指定通所介護事業所の見やすい場所に、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

すること。（介護予防含む。）

それぞれの利用者について、サービスの実施状況及び

目標の達成状況の記録を行うとともに、その実施状況

や評価について説明を行うこと。

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む。）

変更に関すること 変更の届出について（介護予防含む。）

介護予防通所介護計画を作成すること。

介護予防通所介護計画の実施状況や評価について説明

すること。

介護予防通所介護計画の実施状況の把握（モニタリン

グ）を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事

業者に報告し、必要に応じて介護予防訪問介護計画の

変更を行うこと。

人員に関すること 介護職員を適正に配置すること。（介護予防含む。）

通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

利用申込者の同意を得ること。　（介護予防含む。）

非常災害に関する具体的な計画を策定し、避難訓練、

救出訓練その他必要な訓練を行うこと。（介護予防含

む。）

従業者の秘密保持の措置に一部不備があるので是正す

ること。（介護予防含む。）

変更に関すること 変更の届出について（介護予防含む。）

個別機能訓練加算（Ⅰ）について、個別機能訓練計画

を適切に作成すること。

運動器機能向上加算について、運動器機能向上計画を

適切に作成すること。

デイサービス　まめ・まめ （介護予防）通所介護 有 運営に関すること 通所介護計画を適切に作成すること。 ○

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。

居宅サービス計画の作成に当たっては、解決すべき課

題の把握（アセスメント）を行うこと。

介護支援専門員は、サービス担当者会議を適切に開催

すること。

居宅サービス計画の内容について利用者又はその家族

に対して説明し、文書により利用者の同意を得るとと

もに、遅滞なく利用者及び担当者に交付すること。

介護給付費の算定及び取扱いに関すること

運営基準減算として、所定単位数の１００分の５０

（２か月以上継続している場合には、所定単位数は算

定しない。）に相当する単位数を算定すること。

10月9日 株式会社サロンデイ サロンデイ八王子 （介護予防）通所介護 有 運営に関すること
個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む。）
○

（介護予防）訪問介護 無

（介護予防）訪問入浴 無

10月14日
医療法人財団共立医療

会
デイサービスセンターたんぽぽ（介護予防）通所介護 無

（介護予防）福祉用具

貸与
無

（介護予防）福祉用具

販売
無

指定居宅介護支援事業所だい

らく
居宅介護支援 無

10月15日 株式会社エムリー
茶話本舗デイサービス八王子

劉心亭
通所介護 有 変更に関すること 変更の届出について。 ○

10月13日
アースサポート株式会

社
アースサポート多摩

10月15日
八王子保険生活協同組

合

福祉用具サービス　こもれび

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

運営に関すること

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

10月5日
株式会社あさひデイ

サービス

10月6日 株式会社アスール

運営に関すること

○

○

○

10月8日
サポートスタッフほほえみ

犬目
居宅介護支援

運営に関すること

有

有限会社サポートス

タッフほほえみ

あさひデイサービスセンター

八木町
（介護予防）通所介護 有

デイサービス　アスール南大沢 （介護予防）通所介護 有
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済
指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。(介護予防含

指定訪問介護事業所の見やすい場所に、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

すること。（介護予防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む。）

訪問介護計画を適切に作成すること。

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む。）

人員に関すること 生活相談員を適正に配置すること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

事故が発生した場合は、区市町村、利用者の家族、居

宅介護支援事業者等に連絡を行うこと。

生活相談員を適正に配置すること。

機能訓練指導員を適正に配置すること。

通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

利用申込者の同意を得ること。

通所介護計画を適切に作成すること。

通所介護計画の作成に当たっては、その内容について

利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得て交付すること。

避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行うこと。

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。

運営に関すること

それぞれの利用者について、サービスの実施状況及び

目標の達成状況の記録を行うとともに、その実施状況

や評価について説明を行うこと。

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記載した介護予防通所介護計画を作

成すること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので是正するこ

と。

（介護予防含む。）

訪問介護計画を適切に作成すること。

訪問介護計画の作成に当たり、実施状況や評価につい

て利用者又はその家族に対して説明を行うこと。

ウェーブ・フォー・ネット

居宅介護支援事業所
居宅介護支援 有 運営に関すること

居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法に

より解決すべき課題の把握（アセスメント）を行うと

ともに、その結果について記録すること。

○

通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

利用申込者の同意を得ること。（介護予防含む。）

指定通所介護事業所の見やすい場所に、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

すること。（介護予防含む。）

利用定員を遵守すること。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む。）

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む。）

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること
入浴介助加算を適切に算定すること。

（介護予防）訪問介護 有
運営に関すること

10月20日
特定非営利活動邦人ら

いふねっともえ
デイサービスもえの家 （介護予防）通所介護 有

10月28日 株式会社アイム
アイムデイサービスセンター

北野
（介護予防）通所介護 有

株式会社快活ケアサー

ビス
10月16日 ケアサービスほがらか

○

10月22日
有限会社ウェーブ・

フォー・ネット

ウェーブ・フォー・ネット （介護予防）訪問介護 有 運営に関すること ○

10月26日 株式会社大協 デイサービスゆうらく2番館 （介護予防）通所介護 有
運営に関すること

○

○

○

○

10月19日 株式会社介護サービス デイサービス和喜愛逢北野台 通所介護 有
運営に関すること

○

人員に関すること

○

運営に関すること

有通所介護デイサービス和喜愛逢みなみ野株式会社介護サービス10月19日
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済
通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

利用申込者の同意を得ること。　（介護予防含む。）

管理者の責務を果たすこと。（介護予防含む。）

通所介護従業者の勤務の体制を定めること。（介護予

防含む。）

従業者により指定通所介護を提供すること。（介護予

防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので是正するこ

と。（介護予防含む。）

通所介護計画に関する記録を整備すること。（介護予

防含む。）

提供した具体的なサービスの内容等必要な事項を記録

すること。　（介護予防含む。）

通所介護計画を適切に作成すること。

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること
介護予防通所介護計画を作成すること。

医療機関受診によりサービスを中止した際には、変更

後の所要時間に応じた所定単位数を算定すること。

個別機能訓練加算（Ⅱ）を適切に算定すること。

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ）を適正に算定する

こと。

（介護予防）訪問介護 有
介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

介護予防訪問介護計画の実施状況の把握（モニタリン

グ）を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事

業者に報告すること。

○

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること
介護予防通所介護計画を適切に作成すること。

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

個別機能訓練加算（Ⅱ）について、個別機能訓練に関

する記録を適切に保管すること。

介護支援専門員は、サービス担当者会議を適切に開催

すること。

個人情報を用いる場合の利用者及びその家族の同意

を、あらかじめ文書により得ること。

非常災害に関する具体的な計画を策定すること。（介

護予防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

具体的なサービスの内容等を記載した介護予防通所介

護計画を作成すること。

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。

個人情報を用いる場合の利用者及びその家族の同意

を、あらかじめ文書により得ること。

指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。(介護予防含む。)

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。(介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記載した介護予防訪問介護計画を作

成すること。

デイルーム　てくてく （介護予防）通所介護 有 運営に関すること

通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

利用申込者の同意を得ること。　（介護予防含む。）

○

指定訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。

（介護予防含む。）

訪問介護員等に身分を証する書類を携行させること。

（介護予防含む。）

提供した具体的なサービスの内容等を適切に記録する

こと。

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。

訪問介護計画を適切に作成すること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

11月30日 有限会社　大正舎 大正舎　介護くらぶ
（介護予防）通所介護

11月24日
有限会社エスエム

ティー

介護予防型デイサービスド

リームてらまち
（介護予防）通所介護 有

運営に関すること

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

○

○

○居宅介護支援

有

有 運営に関すること

○

○

運営に関すること

12月11日
株式会社マクロカンパ

ニー
デイサービス　ＲＩＯＮ （介護予防）通所介護 有 ○

12月15日 合同会社　和楽 有白百合ヘルパーステーション （介護予防）訪問介護 運営に関すること ○

12月14日
優ケアステーション有

限会社

優ケアステーション

居宅介護支援

（介護予防）訪問介護

有

有

運営に関すること

運営に関すること

12月17日 合同会社Ｌiberty
ケアマネセンター　ハッピー

サニー
居宅介護支援 有 運営に関すること ○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

居宅サービス計画を作成すること。

居宅サービス計画の作成に当たっては、解決すべき課

題の把握（アセスメント）及び記録を行うこと。

サービス担当者会議において、担当者から、専門的な

見地から意見を求めるとともに、当該担当者への照会

内容について適切に記録すること。

居宅サービス計画の内容について説明し、文書により

利用者の同意を得ること。

居宅サービス計画を利用者及びサービス担当者に遅滞

なく交付すること。

モニタリングの結果を適切に記録すること。

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

運営基準減算として、所定単位数の１００分の５０

（２か月以上継続している場合には、所定単位数は算

定しない。）に相当する単位数を算定すること。

運営に関すること 訪問介護計画を適切に作成すること。

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること
介護予防訪問介護計画を適切に作成すること。

通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとともに

利用申込者の同意を得ること。（介護予防含む。）

「その他の日常生活費」について適正に処理をするこ

と。

（介護予防含む。）

事業所の屋外でサービスを提供する場合には、あらか

じめ通所介護計画に位置付けること。（介護予防含

具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を

作成すること。

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること
介護予防通所介護計画を適切に作成すること。

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること
入浴介助加算を適切に算定すること。

人員に関すること
訪問介護員等の員数を、常勤換算方法で２.５以上と

すること。（介護予防含む。）

運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む。）

1月7日
特定非営利活動法人サ

ンライズケアセンター
サンライズケアセンター 居宅介護支援 有 運営に関すること

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。
○

1月12日
株式会社ミック・ジャ

パン
ミック健康の森　南大沢 （介護予防）通所介護 有

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること
個別機能訓練加算（Ⅱ）を適切に算定すること。 ○

1月12日
アサヒサンクリーン株

式会社

アサヒサンクリーン株式会社

訪問入浴ケアセンター高尾
（介護予防）訪問入浴 無

1月14日
株式会社ライフケアソ

リューション

茶話本舗デイサービス望叶の

家
通所介護 有 人員に関すること 生活相談員を適正に配置すること。 ○

1月15日
株式会社ミック・ジャ

パン
ミック健康の森　打越町 （介護予防）通所介護 無

居宅介護支援 有 運営に関すること
サービス担当者会議の要点又は照会内容について記録

すること。
○

（介護予防）訪問介護 有 運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む。）
○

従業者の秘密保持の措置に一部不備があるので是正す

ること。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

個別機能訓練加算（Ⅰ）について、指定通所介護を行

う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事

する常勤の理学療法士等を一名以上配置すること。

具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を

作成すること。

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること
介護予防通所介護計画を適切に作成すること。

指定通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含

非常災害に関する具体的計画を策定すること。（介護

予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む。）

1月19日
有限会社メディカル

サービス

八王子メディカルサービス

デイサービスゆたか （介護予防）通所介護

運営に関すること

有

○

有

運営に関すること

有（介護予防）訪問介護

○

○

（介護予防）通所介護 ○

（介護予防）訪問介護

1月21日
株式会社ハミングケア

ひまわり
健康ぷらす散田

1月21日
シルバーサポート株式

会社
デイサービスほのぼの

（介護予防）通所介護 有 運営に関すること ○

（介護予防）通所介護

さくら・介護ステーション西

八王子

さくらフレンドシップ

株式会社

有

運営に関すること

有 ○

居宅介護支援 有

運営に関すること

○

1月7日

12月18日 スズキホーム株式会社

ジュリナ大塚訪問介護サービ

ス

ジュリナ大塚支援サービスセ

ンター

ジュリナ大塚デイサービスセ

ンター
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済
委託事業者の業務の実施状況について定期的に確認

し、その結果等を記録すること。（介護予防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので是正するこ

と。（介護予防含む。）

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

（介護予防含む。）

指定福祉用具貸与事業所の見やすい場所に、利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示すること。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む。）

提供を行う期間を記した介護予防福祉用具貸与計画を

作成すること。

介護予防福祉用具貸与計画の説明、同意及び交付を適

切に行うこと。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので是正するこ

と。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む。）

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

（介護予防含む。）

指定特定福祉用具販売事業所の見やすい場所に、利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示すること。（介護予防含む。）

1月26日 株式会社スローライフ
居宅介護支援事業所　スロー

ライフ
居宅介護支援 無

指定通所介護従業者により指定通所介護を提供するこ

と。（介護予防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の同意を、あらかじめ文書によ

り得ること。（介護予防含む。）

居宅介護支援 無

（介護予防）通所介護 有 運営に関すること
それぞれの利用者について、サービスの実施状況及び

目標の達成状況の記録を行うこと。
○

（介護予防）訪問介護 有 運営に関すること 訪問介護計画を適切に作成すること。 ○

（介護予防）福祉用具

貸与
無

（介護予防）福祉用具

販売
無

2月1日 合同会社朋朋 ケアプランほうほう 居宅介護支援 無

提供を行う期間を記した介護予防福祉用具貸与計画を

作成すること。

介護予防福祉用具貸与計画の説明、同意及び交付を適

切に行うこと。

（介護予防）福祉用具

販売
有

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記した特定介護予防福祉用具販売計

画を作成すること。
○

指定福祉用具貸与の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含

委託等事業者の業務の実施状況について定期的に確認

し、その結果等を記録すること。（介護予防含む。）

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

（介護予防含む。）

指定福祉用具貸与事業所の見やすい場所に、利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示すること。（介護予防含む。）

提供した具体的なサービスの内容等を記録すること。

（介護予防含む。）

福祉用具貸与計画を適切に作成すること。

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記した介護予防福祉用具貸与計画を

作成すること。

指定特定福祉用具販売の提供の開始に際し、利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を

行うとともに利用申込者の同意を得ること。（介護予

防含む。）

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

（介護予防含む。）

指定特定福祉用具販売事業所の見やすい場所に、利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示すること。（介護予防含む。）

（介護予防）福祉用具

貸与
有

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

2月2日
有限会社　さつきメ

ディカル
さつきメディカル

運営に関すること

1月28日 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター由木

1月29日
フランスベッド株式会

社

フランスベッド株式会社メ

ディカル南多摩営業所

2月2日 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ多摩営業所

○

有 運営に関すること

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

○

1月27日 有限会社片山名倉堂 片山名倉堂デイサービス （介護予防）通所介護 有 運営に関すること ○

1月22日

○

（介護予防）福祉用具

販売
有 ○

運営に関すること

株式会社山六 介護ショップミニロクメイト

（介護予防）福祉用具

貸与

（介護予防）福祉用具

販売

有

運営に関すること

（介護予防）福祉用具

貸与
有 ○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済
（介護予防）福祉用具

貸与
無

（介護予防）福祉用具

販売
無

委託等事業者の業務の実施状況について定期的に確認

し、その結果等を記録すること。（介護予防含む。）

福祉用具貸与の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む。）

提供を行う期間を記した介護予防福祉用具貸与計画を

作成すること。

介護予防福祉用具貸与計画を作成すること。

介護予防福祉用具貸与計画の説明、同意及び交付を適

切に行うこと。

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む。）

事業の運営についての重要事項に関する規程（運営規

程）を適切に定めること。（介護予防含む。）

重要事項説明書を利用申込者又はその家族に交付し、

説明を行うとともに、利用申込者の同意を文書により

得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

提供を行う期間を記した特定介護予防福祉用具販売計

画を作成すること。

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む。）

従業者の秘密保持の措置に一部不備があるので是正す

ること。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む。）

居宅サービス計画の作成に当たっては、解決すべき課

題の把握（アセスメント）及び記録を行うこと。

サービス担当者会議において、担当者から、専門的な

見地から意見を求めるとともに、当該担当者への照会

内容について適切に記録すること。

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。　(介護予防含む。）

訪問介護計画を適切に作成すること。

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること
介護予防訪問介護計画を適切に作成すること。

ケアプランこすもす 居宅介護支援 無

運営に関すること
従業者の秘密保持の措置に一部不備があるので是正す

ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

少なくとも1月に1回は、利用者の状態やサービスの

提供状況等　について、介護予防支援事業者に報告す

ること。

個別機能訓練加算（Ⅱ）を適切に算定すること。

口腔機能向上加算について。おおむね3か月ごとに口

腔機能の状態の評価を行うこと。

運動器機能向上加算について、長期目標及び短期目標

を適切に設定すること。

指定福祉用具貸与の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含

委託等事業者の業務の実施状況について定期的に確認

し、その結果等を記録すること。（介護予防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので是正するこ

と。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の家族の同意を、あらかじめ文

書により得ること。（介護予防含む。）

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタ

リング）を行い、その結果を記録し、指定介護予防支

援事業者に報告すること。

指定特定福祉用具販売の提供の開始に際し、利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を

行うとともに利用申込者の同意を得ること。（介護予

防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので是正するこ

と。（介護予防含む。）

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

（介護予防含む。）

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること

○

○

運営に関すること

有
（介護予防）福祉用具

貸与

2月16日 ＮＰＯ法人母屋
デイサービスおもや （介護予防）通所介護 有

2月18日 株式会社シルバー 株式会社シルバー

運営に関すること ○有
（介護予防）福祉用具

販売

2月15日
有限会社　ゆうあい介

護センター
ゆうあい介護センター

居宅介護支援

（介護予防）訪問介護 有

有

運営に関すること

○運営に関すること

○

2月9日
日本オートランニング

システム株式会社

日本オートランニングシステ

ム株式会社

有

運営に関すること

○変更に関すること有（介護予防）通所介護八王子リハビリセンター株式会社ＰＯＫＡＲＡ2月9日

○
（介護予防）福祉用具

販売

2月5日
アビリティーズ・ケア

ネット株式会社

アビリティーズ・ケアネット

株式会社　八王子営業所

（介護予防）福祉用具

貸与

運営に関すること

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

有 ○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済

通所介護従業者の勤務の体制を定めること。

従業者の秘密保持の措置に一部不備があるので是正す

ること。

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。

設備に関すること
夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供す

る場合、当該サービスの内容を市長に届け出ること。

（介護予防）福祉用具

貸与
無

（介護予防）福祉用具

販売
無

指定居宅介護の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。

指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示すること。

指定訪問介護事業所の見やすい場所に、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

すること。（介護予防含む。）

訪問介護計画を適切に作成すること。

訪問介護計画の説明、同意を適切に行うとともに、実

施状況や評価についても説明を行うこと。

委託事業者の業務の実施状況について定期的に確認

し、その結果等を記録すること。（介護予防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので是正するこ

と。（介護予防含む。）

指定福祉用具貸与の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含

提供した具体的なサービスの内容等を記録すること。

（介護予防含む。）

福祉用具貸与計画を適切に作成すること。

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む。）

介護予防福祉用具貸与計画を適切に作成すること。

介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタ

リング）を行い、その結果を記録し、指定介護予防支

援事業者に報告すること。

（介護予防）福祉用具

販売
有 運営に関すること

従業者の秘密保持の措置に不備があるので是正するこ

と。（介護予防含む。）

従業者の秘密保持の措置に不備があるので是正するこ

と。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタ

リング）を行い、その結果を記録し、指定介護予防支

援事業者に報告すること。

指定特定福祉用具販売の提供の開始に際し、利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

記した文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を

行うとともに利用申込者の同意を得ること。（介護予

防含む。）

特定福祉用具販売計画を交付すること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので是正するこ

と。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の利用者の家族の同意を、あら

かじめ文書により得ること。（介護予防含む。）

2月26日 株式会社　ＲＵ
リハビリデイサービスnagomi

八王子駅前店
（介護予防）通所介護 有 運営に関すること

指定通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。

（介護予防含む。）

○

具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を

作成すること。

非常災害に関する具体的な計画を策定すること。

「その他の日常生活費」について適正に処理をするこ

と。（介護予防含む。）

指定通所介護従業者により指定通所介護を提供するこ

と。（介護予防含む。）

3月3日 株式会社心之泉
ポラリスデイサービスセン

ター大楽寺
（介護予防）通所介護 有 運営に関すること

（介護予防）福祉用具

貸与

（介護予防）福祉用具

販売

有

運営に関すること

有 運営に関すること

○

2月25日
株式会社ムラウチホ

ビー

ダスキンヘルスレント八王子

ステーション

○

○

2月25日 株式会社ジーピー ジーピー

（介護予防）福祉用具

貸与
有

運営に関すること

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

○

○

○

3月2日 株式会社ウェンブリー だんらんの家　西八王子 通所介護 有 運営に関すること

2月23日
あいぶっく介護株式会

社
あいぶっく介護

居宅介護支援

（介護予防）訪問介護

運営に関すること

運営に関すること

有

有

○有通所介護
らっくり庵デイサービス諏訪

八王子

ミウ・コスメティック

株式会社
2月19日

運営に関すること

2月23日 株式会社柴橋商会
芝崎商会　介護用品ショップ

八王子
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済
指定訪問介護事業所の見やすい場所に、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示

すること。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。

指定訪問介護従業者により指定訪問介護を提供するこ

と。

利用者の心身の状況を記録すること。

訪問介護計画を適切に作成すること。また、当該訪問

介護計画について説明、同意及び交付を適切に行うと

ともに、実施状況や評価についても説明を行うこと。

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

居宅サービス計画の作成に当たっては、解決すべき課

題の把握（アセスメント）及び記録を行うこと。

サービス担当者会議において、担当者から、専門的な

見地から意見を求めるとともに、当該担当者への照会

内容について適切に記録すること。

個人情報を用いる場合の利用者及びその家族の同意

を、あらかじめ文書により得ること。

利用者の心身の状況を記録すること。（介護予防含

む。）

訪問介護計画を適切に作成すること。

訪問介護計画の作成に当たり、実施状況や評価につい

て利用者又　はその家族に対して説明を行うこと。

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む。）

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。　(介護予防含む。）

苦情処理の体制及び手順等について掲示すること。

（介護予防含む。）

介護予防訪問介護計画を適切に作成すること。

介護予防訪問介護計画の実施状況や評価について、利

用者又はその家族に対して説明を行うこと。

居宅介護支援 無

従業者の秘密保持の措置に不備があるので、改善する

こと。（介護予防含む。）

指定訪問介護従業者により指定訪問介護を提供するこ

と。（介護予防含む。）

訪問介護計画を適切に作成すること。

指定通所介護の提供の開始に際し、利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文

書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行うとと

もに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含

非常災害に関する具体的な計画を策定し、避難訓練、

救出訓練その他必要な訓練を行うこと。（介護予防含

む。）

従業者の秘密保持の措置に一部不備があるので改善す

ること。（介護予防含む。）

変更に関すること 変更の届出を適切に行うこと。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

介護予防通所介護計画の実施状況の把握（モニタリン

グ）を行い、その結果を記録し、指定介護予防支援事

業者に報告し、必要に応じて介護予防訪問介護計画の

変更を行うこと。

介護給付費の算定及び取扱

いに関すること
個別機能訓練加算（Ⅱ）を適切に算定すること。

株式会社日本エルダ

リーケアサービス

○

運営に関すること

株式会社ちとせの花 デイサービスおてだま （介護予防）通所介護 有3月18日

なごみ在宅介護サービス八王

子
3月16日

（介護予防）訪問介護 有 運営に関すること

3月11日
有限会社ケイ・フレン

ズ
ケイ・フレンズ

有居宅介護支援

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること

3月11日
特定非営利活動法人南

多摩コアラ
多摩コアラ 訪問介護 有 運営に関すること ○

○

運営に関すること

有（介護予防）訪問介護

運営に関すること ○

○
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検査日 法人名 事業所名 事業種別

文書

指摘

事項

指摘内容分類 指摘内容

指摘内

容

改善済
福祉用具専門相談員の勤務の体制を定めること。（介

護予防含む。）

委託事業者の業務の実施状況について定期的に確認

し、その結果等を記録すること。（介護予防含む。）

従業員の資格に関する記録を整備すること。（介護予

防含む。）

指定福祉用具貸与の提供の開始に際し、利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を利用申込者又はその家族に交付し説明を行う

とともに利用申込者の同意を得ること。（介護予防含

提供した具体的なサービスの内容等を記録すること。

（介護予防含む。）

福祉用具貸与計画を適切に作成すること。また、当該

福祉用具貸与計画について説明、同意及び交付を適切

に行うこと。

個人情報を用いる場合の利用者及び家族の同意を、あ

らかじめ文書により得ること。（介護予防含む。）

介護予防のための効果的な

支援の方法に関すること
介護予防福祉用具貸与計画を作成すること。

指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員の

勤務の体制を定めること。（介護予防含む。）

従業員の資格に関する記録を整備すること。（介護予

防含む。）

3月25日 株式会社　アイム
アイムデイサービスセンター

楢原
（介護予防）通所介護 無

3月22日 株式会社　木偶の坊 奏

（介護予防）福祉用具

貸与

（介護予防）福祉用具

販売

有

運営に関すること

○

○運営に関すること

18 / 18 ページ


