
＜令和3年度度報酬改定に係る「体制届（加算届）」に添付が必要な書類【西部総合事務所県民福祉局】＞  R4.4更新

※１　体制等に関する届出書（別紙2）及び体制等状況一覧表（別紙1及び1-2）に、次表の書類を添付してください。
※２　訪問・通所系サービスの場合、毎月１５日以前の受理ならば、翌月から算定します。１６日以降の届出受理ならば、翌々月からの算定になります。
　　　　（訪問看護ステーションにおける緊急時看護加算は届け出を受理した日から算定）

※４　（居宅のみ）…居宅サービスのみにある体制項目　（予防のみ）…介護予防サービスのみにある体制項目　（共通）居宅・予防に共通してある体制項目
※５　参考様式に関しては、任意書式になりますので各内容のわかる書類を添付していただいてもかまいません。

サービスの種類 施設等の区分 人員配置区分 加算の名称 添付書類

居宅サー
ビス・介護
予防サー
ビスの別

※３

定期巡回・随時対応サービスに
関する状況

□　別紙１５　定期巡回・随時対応サービスに関する状況
等に係る届出書

□　指定通知書の写し

サービス提供責任者体制の減算
　添付書類なし

□　別紙１０　特定事業所加算に係る届出書
　　　※加算ⅠⅡⅢⅣの場合添付
□　年間研修計画（全員分）※人数が多い場合は数名分
　　※加算ⅠⅡⅢⅣⅤの場合添付
□　留意事項伝達・技術指導に係る定期会議の記録（直
近３回分）
　　※加算ⅠⅡⅢⅤの場合添付
□　サービス提供責任者からの指示の書かれた連絡
ノート等
　　　※加算ⅠⅡⅢⅤの場合添付
□　定期健診の申込書又は検診実施日に○を付けたカ
レンダーの写し又は検診結果（内容は伏せて）
　　　※加算ⅠⅡⅢⅤの場合添付

□　資格証の写し
　　　※加算ⅠⅡⅣⅤの場合添付
□　サービス提供責任者の経歴書
　　　※加算ⅠⅡの場合添付
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※訪問介護員要件のうち前年度実績の平均の場合は前
年度の4月～2月分、届出の属する月の前3ヵ月実績の場
合は届出月を含む全3か月分の添付が必要
　　　※加算ⅠⅡⅣの場合添付
□　参考様式８－１　重度介護者対応要件算出表（Ⅰ）
（Ⅲ）
□　参考様式８－２　重度介護者対応要件算出表（Ⅳ）
　　　※加算Ⅳの場合添付

特定事業所加算（Ⅴ）
上記必要添付書類に加え
□　別紙１０－2　特定事業所加算に係る届出書

特別地域加算 　添付書類なし（事業所所在地に準拠）

中山間地域等における小規模事
業所加算
（地域に関する状況）

　添付書類なし（事業所所在地に準拠）

中山間地域等における小規模事
業所加算
（規模に関する状況）

　添付書類なし

介護職員処遇改善加算 　添付書類なし
介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし
割引 □　別紙５

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書
□　参考４　認知症ケア加算算定表
□　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ）
□　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）
□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）

特定事業所加算

訪問介護（１１）

（通院等乗降介助を届け出
る場合）

□陸運等許可書（登録書）
の写し

認知症専門ケア加算(Ⅰ）(Ⅱ)

□　緊急時対応について配布している文書の写し又は重
要事項説明書の該当部分の写し
　　　※加算ⅠⅡⅢⅤの場合添付

※３　入所系サービスの場合、届出が受理された日の翌月から算定（月の初日に受理された場合はその月から算定）
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特別地域加算 　添付書類なし（事業所所在地に準拠） 共通

中山間地域における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

　添付書類なし（事業所所在地に準拠）
共通

中山間地域における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

　添付書類なし
共通

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　参考４　認知症ケア加算算定表
□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書
□　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ） 共通

□　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）
□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要

□　年間研修計画（全員分）※人数が多い場合は数名分

□　留意事項伝達・技術指導に係る定期会議の記録（直
近３回分）
□　定期健診の申込書又は検診実施日に○を付けたカ
レンダーの写し又は検診結果（内容は伏せて）

□　別紙１２　サービス提供強化加算に関する届出書
（（介護予防）訪問入浴介護事業所）

□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　介護福祉士の資格証（写し）

介護職員処遇改善加算 　添付書類なし
介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし
割引 □　別紙５ 共通

特別地域加算 　添付書類なし（事業所所在地に準拠） 共通

中山間地域における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

　添付書類なし（事業所所在地に準拠） 共通

中山間地域における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

　添付書類なし
共通

緊急時訪問看護加算 共通

特別管理体制 居宅のみ

ターミナルケア体制 共通

看護体制強化加算
□　別紙８－２　看護体制強化加算に係わる届出書（（介
護予防）訪問看護事業所

共通

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要

□　年間研修計画（全員分）※人数が多い場合は数名分

□　留意事項伝達・技術指導に係る定期会議の記録（直
近３回分）
□　定期健診の申込書又は検診実施日に○を付けたカ
レンダーの写し又は検診結果（内容は伏せて）

□　別紙１２－２　サービス提供体制強化加算（（介護予
防）訪問看護事業所）

□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合

特別地域加算 　添付書類なし（事業所所在地に準拠） 共通

中山間地域における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

　添付書類なし（事業所所在地に準拠） 共通

中山間地域における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

　添付書類なし 共通

短期集中リハビリテーション実施
加算

添付書類なし　●リハビリテーションマネジメント加算を算
定していること

居宅のみ

添付書類なし　【居宅】加算（Aイ）～（Bロ）について、該当
するものに○をつける
　　　　　　　　　　【予防】ありに○をつける

移行支援加算 □　別紙１７　移行支援加算に係る届出書 居宅のみ

□　月ごとの終了者数及び事業所の利者状況の内訳

事業所評価加算〔申出〕の有無
添付書類なし　●介護予防リハビリテーションのリハビリ
テーションマネジメント加算を算定している場合のみ

予防のみ

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要

□　別紙１２－２　サービス提供体制強化加算に関する
届出書（介護予防）訪問リハビリテーション事業所

□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合

□　別紙８　緊急時（看護予防）訪問看護加算・特別管理
体制・ターミナル体制に係る届出書

リハビリテーションマネジメント加
算

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算

（介護予防）訪問
入浴介護（１２）

（介護予防）
訪問看護（１３）

【共通】
（１．２．３いずれかに○

をつける）

共通

認知症専門ケア加算(Ⅰ）(Ⅱ）

【居宅のみ】
【定期巡回・随時対応

サービス連携を届ける場
合】

□　別紙１４　訪問看護
事業所における定期巡
回・随時対応型訪問介
護看護の連携に係る届

出書

共通

共通

共通

（介護予防）
訪問リハビリテー

ション
（１４）

サービス提供体制強化加算
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特別地域加算 　添付書類なし（事業所所在地に準拠） 共通

中山間地域における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

　添付書類なし（事業所所在地に準拠）
共通

中山間地域における小規模事業
所加算（規模に関する状況） 　添付書類なし 共通

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付

生活相談員等配置加算 □　別紙27　生活相談員等配置加算に係る届出書

感染症又は災害の発生を理由と
する利用者数の減少が一定以上
生じている場合の対応

□　参考様式１４　感染症又は災害の発生を理由とする
通所介護等の介護報酬による評価　届出様式（老老発
0316第4号）

時間延長サービス体制 　添付書類なし
□　入浴計画書の写し(加算Ⅱ）
□　浴室の平面図又は写真(提出済みの場合省略可）
（要現地確認）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
算定開始月のもの

□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　別紙28-1　中重度ケア体制加算に係る届出書
□　別紙28-2　利用者の割合に関する計算書
□　連携の根拠となる書類（協定書・委託契約書類）
●　書類の形式は問いませんが、理学療法士の訪問な
どが加算に係る業務について記載されている事及び双
方の合意が確認できるものであることを要します。

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　機能訓練指導員資格を証する書面写

ＡＤＬ維持等加算【申出】の有無 　添付書類なし
ＡＤＬ維持等加算 □　別紙１９　ＡＤＬ維持加算に係る届出書（通所介護事

□　別紙７　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
□　参考４－２　認知症加算算定表（通所介護）
□　認知症介護指導者研修修了書写し、認知症介護実
践リーダー研修修了書写し、認知症介護実践者研修修
了書写しのいずれか

若年性認知症利用者受入加算 　添付書類なし
□　別紙７　従業所の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　別紙７　従業所の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）

科学的介護推進体制加算 　添付書類なし
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要

□　別紙１２－３　サービス提供体制強化加算に関する
届出書（通所介護・（介護予防）通所リハビリ・介護予防
通所リハビリテーション事業所）

□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－３　勤務年数３年以上の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合
□　資格証の写し

介護職員処遇改善加算 　添付書類なし
介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし
割引 □　別紙５

中重度者ケア体制加算

職員の欠員による減算の状況

口腔機能向上加算

サービス提供体制強化加算

通所介護（１５）

（４・６・７いずれかに○を
つける）

□　参考１　通所リハビ
リ介護事業所・通所リハ
ビリ事業に関する利用者

の動向

（介護予防）
居宅療養管理指

導
（３１）

入浴介助加算

栄養アセスメント・栄養改善体制

認知症加算

個別機能訓練体制（Ⅰイ、Ⅰロ共
通）

生活機能向上連携加算
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□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付

感染症又は災害の発生を理由と
する利用者数の減少が一定以上
生じている場合の対応

□　参考様式１４　感染症又は災害の発生を理由とする
通所介護等の介護報酬による評価　届出様式(老老発第
0316第4号）

時間延長サービス体制 　添付書類なし 居宅のみ

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※利用数を欄外でよいので示しておくこと。
□　資格証等写
●　リハビリテーションマネジメント加算を算定しているこ
と

入浴介助加算
□　浴室の平面図又は写真（提出済みの場合省略可）
□　入浴計画書の写し(加算Ⅱ） 居宅のみ

　添付書類なし　【居宅】加算（Ⅰ）～（Ⅳ）について、該当
するものに○をつける
　　　　　　　　　　【予防】ありに○をつける
　添付書類なし
●　リハビリテーションマネジメント加算を算定しているこ
添付書類なし
●　（Ⅰ）はリハビリテーションマネジメント加算を算定して
いること
●　（Ⅱ）はリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）～
（Ⅳ）を算定していること
□　別紙７　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
□　生活行為の内容の充実を図る研修の修了書等写
●　【居宅】　リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）～
（Ⅳ）を算定していること
●　【予防】　リハビリテーションマネジメント加算を算定し
ていること

若年性認知症利用者受入加算  添付書類なし 共通

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
　添付書類なし
●　運動・栄養・口腔の複数の届出があること
　添付書類なし
●　運動・栄養・口腔のいずれかの届出があること
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
算定開始月のもの

□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　別紙28-1　中重度ケア体制加算に関する届出書
□　別紙28-2　利用者の割合に関する計算書

科学的介護推進体制加算 　添付書類なし
□　別紙１８　移行支援加算に係る届出書 居宅のみ

□　月ごとの終了者数及び事業所の利者状況の内訳
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要
□　別紙１２－３　サービス提供体制強化加算に関する
届出書（通所介護・（介護予防）通所リハビリ・介護予防
通所リハビリテーション事業所）

□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合
□　介護福祉士の資格証（写し）

介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし

介護職員処遇改善加算 　添付書類なし

栄養アセスメント・栄養改善体制

サービス提供体制強化加算

事業所評価加算（申出）の有無

中重度者ケア体制加算

運動機能向上体制

生活行為向上リハビリテーション
実施加算

短期集中個別リハビリテーション
実施加算

認知症短期集中リハビリテーショ
ン実施加算

リハビリテーションマネジメント加
算

【居宅】（４．７．Ａ．５．８．
Ｂ．６．９．Ｃいずれかに

○をつける）

□　参考１　通所介護事
業・通所リハビリ事業に
関する利用者の動向

【予防】（１，２，３、いず
れかに○を付ける）

選択的サービス複数実施加算

予防のみ

居宅のみ

職員の欠員による減算の状況

（介護予防）
通所リハビリテー

ション
（１６）

移行支援加算

リハビリテーション提供体制加算

共通

共通

予防のみ

共通

共通

予防のみ

共通

居宅のみ

共通

居宅のみ

居宅のみ

口腔機能向上加算
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夜勤勤務条件勤務
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

共通

生活相談員等配置加算 □　別紙27　生活相談員等配置加算に係る届出書 共通

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付

　（ユニット型の施設等の区分のみ）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
　（ユニットリーダーを明記すること）

□　連携の根拠となる書類（協定書・委託契約書類）
●　書類の形式は問いませんが、理学療法士の訪問な
どが加算に係る業務について記載されている事及び双
方の合意が確認できるものであることを要します。

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　個別機能訓練計画書書式 共通

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙９－２　看護体制加算に係る届出書
□　資格証の写し
□　前３か月又は前年度の中重度者の割合が分かる書
類（Ⅲ）
●　（Ⅰ）（Ⅲ）の同時算定不可、（Ⅱ）又は（Ⅳ）との同時
算定は可
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙９－３　看護体制加算に係る届出書
□　資格証の写し
□　前３か月又は前年度の中重度者の割合が分かる書
類（Ⅳ）
●　（Ⅱ）（Ⅳ）の同時算定不可、（Ⅰ）又は（Ⅲ）との同時
算定は可
□　協力医療機関との取り決めの写し
□　別紙30　医療連携強化加算に係る届出書
●看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定していること
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　参考５－１　夜勤職員配置加算算定表
□　登録喀痰吸引事業者の資格証等写（加算Ⅲ又はⅣ
の場合）

テクノロジーの導入
(夜勤職員配置加算関係）

□　別紙２２　テクノロジーの導入による夜勤職員配置加
算に係る届出書
□　導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会
の議事概要

居宅のみ

介護ロボットの導入
□　別紙２２　介護ロボットの導入による夜勤職員配置加
算に係る届出書

居宅のみ

若年性認知症利用者受入加算 　添付書類なし 共通

送迎体制 　添付書類なし 共通

療養食加算 □　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書
□　参考４　認知症ケア加算算定表
□　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ）
□　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）
□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要

□　別紙１２－４　サービス提供体制強化加算及び日常
生活継続支援加算に関する届出書
□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－２　看護・介護職員の常勤の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合

□　資格証の写し
　上記単独型と同じ。ただし、本体施設と加算区分が一
致していれば添付書類は不要。

サービス提供体制強化加算（併
設型、空床型）

（例）　・本体が加算（Ⅰ）、空床型短期入所も加算（Ⅰ）→
本体施設と一致しているため添付書類不要

施設本体における介護職員特定
処遇改善加算Ⅰの届出状況

添付書類なし

介護職員処遇改善加算 　添付書類なし
介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし
割引 □　別紙５

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

生活機能向上連携加算

（介護予防）
短期入所生活介

護
（２１）

（１．２．３．４．いずれか
に○をつける）

共通

共通

共通

共通

共通

居宅のみ

居宅のみ

居宅のみ

居宅のみ夜勤職員配置加算

看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）

個別機能訓練体制

看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）

医療連携強化加算

機能訓練指導体制

共通

共通

共通

認知症専門ケア加算（Ⅰ）（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（単
独型）

共通

共通

・本体が日常生活継続支援加算・空床型が加算（Ⅰイ）
→本体施設と相違のため上記添付書類が必要
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夜勤条件基準 □　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

職員の欠員による減算の状況 □　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付
（ユニット型の施設等の区分のみ）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

夜勤職員配置加算 □　診療報酬算定のために届け出た届出書
　なし（１〜Ａ）のいずれ
かに○を付ける

リハビリテーション提供体制（施設
区分５．６・７・８・）のみ対象

□　別紙６　平面図（施設基準５９号の所要設備配置が
分かるように）

　

●施設等の区分を変更
する場合のみ

若年性認知症利用者受入加算 添付書類なし

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
（当該月の前３ヵ月分）
□　別紙１３　介護老人保健施設（基本型・在宅強化型）
の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機
能加算に係る届出

□　参考１３－１
□　参考１３－１　「在宅復帰・在宅療養支援機能指標」
等チェック表

　「在宅復帰・在宅療養
支援機能指標」等チェッ
ク表

送迎体制
　添付書類なし

□　別紙７ 特別療養費加算項目
　従業者の勤務の体制
及び勤務形態一覧表

●施設区分５．６．７．８．のみ対
象
療養体制維持特別加算（Ⅰ）
●施設区分５．６．７．８．のみ対

療養体制維持特別加算（Ⅱ）
□　別紙１３－２　介護老人保健施設（療養型）の基本施
設サービス費及び療養体制維持特別加算（Ⅱ）に係る届
出

●施設区分５．６．７．８．のみ対
象

□各算定要件を満たすことがわかる書類（任意書式）※
１か月ごとの内訳が記載されたもの（計３カ月分）

療養食加算 □　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書
□　参考４　認知症ケア加算算定表
□　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ）
□　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）
□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要

□　別紙１２－４　サービス提供体制強化加算に関する
届出書（（介護予防）短期入所療養介護事業所・介護老
人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院）

□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－２　看護・介護職員の常勤の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合
□　資格証の写し

併設本体施設における介護職員
等特定処遇改善加算Ⅰの届出状
況

添付書類なし

介護職員等特定処遇改善加算 添付書類なし

介護職員処遇改善加算 　添付書類なし

　□　別紙１３
介護老人保健施設（基
本型・在宅復帰強化型）
の基本施設サービス費
及び在宅復帰・在宅療
養支援機能加算に係る
届出

□診療報酬算定のために届け出た届出書

添付書類
は居宅
サービ
ス・介護
予防サー
ビス共通本体の施設に準拠

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

●施設区分
が１又は２

の場合
１・２いずれ

かに○

●人員配置
区分を変更
する場合

□　別紙１３
介護老人保
健施設（基
本型・在宅
強化型）の
基本施設

サービス費
及び在宅復
帰・在宅療
養支援機能
加算に係る

届出

□　参考１３
－１　　「在
宅復帰・在
宅療養支援
機能指標」
等チェック

表

□　別紙７
従業者の勤
務の体制及
び勤務形態

一覧表

（介護予防）
短期入所療養介

護
（２２）

在宅復帰・在宅療養支援機能加
算
●施設区分１．２のみ対象

ユニットケア体制

認知症ケア加算
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

（単位ごとの職員の配置が分かるように）
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夜間勤務条件基準 □　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付

（ユニット型の施設等の区分のみ）

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

療養環境基準 　本体の施設に準拠
医師の配置基準 　添付書類なし
若年性認知症利用者受入加算 　添付書類なし
送迎体制 　添付書類なし
療養食加算 □　資格証等写（提出済みの場合は省略可）

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書
□　参考４　認知症ケア加算算定表
□　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ）
□　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）
□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）

特定診療費項目 □　診療報酬算定のために届け出た届出書

リハビリテーション提供体制 □　診療報酬算定のために届け出た届出書

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要
□　別紙１２－４　サービス提供体制強化加算に関する
届出書（（介護予防）短期入所療養介護事業所・介護老
人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院）

□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－２　看護・介護職員の常勤の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合
□　資格証の写し

併設本体施設における介護職員
等特定処遇改善加算Ⅰの届出状
況

添付書類なし

介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし

介護職員処遇改善加算 　添付書類なし

□　別紙７
従業者の勤
務の体制及
び勤務形態
一覧表

５・６・７
（ユニット型
は２．３）に
該当する場
合
□　別紙１３
－３
介護医療院
施設（療養
機能強化
型）の基本
施設サービ
ス費に係る
届出

２・３・４
（ユニット型
は１に該当
する場合）
□　別紙１３
－４
介護療養型
医療施設
（療養機能
強化型以
外）のサー
ビスに係る
届出

（介護予防）
短期入所療養介
護　　　　　　（２３）

病院療養型：なし（届出
済みの設備に準拠）

添付書類
は居宅
サービ
ス・介護
予防サー
ビス共通

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算
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□　別紙７ 夜間勤務条件基準 □　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

従業者の勤
務の体制及
び勤務形態
一覧表

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付
（ユニット型の施設等の区分のみ）

Ⅰ型の施設
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
（ユニットごとのリーダーを明示する事）

療養環境基準 　本体の施設に準拠
若年性認知症利用者受入加算 　添付書類なし
送迎体制 　添付書類なし
療養食加算 □　資格証等写（提出済みの場合は省略可）

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書
□　参考４　認知症ケア加算算定表
□　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ）

Ⅱ型の施設 □　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）
□　別紙１３
－６

□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）

重度認知症疾患療養体制加算
（Ⅰ,Ⅱ）

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

※居宅サービスのみ対象
□　別紙２４　介護医療院における重度認知症疾患療養
体制加算に係る届出
□　平面図
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要
□　別紙１２－４　サービス提供体制強化加算に関する
届出書（（介護予防）短期入所療養介護事業所・介護老
人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院）

□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－２　看護・介護職員の常勤の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合

□　資格証の写し
併設本体施設における介護職員
等特定処遇改善加算Ⅰの届出状
況

添付書類なし

介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし
介護職員処遇改善加算 　添付書類なし

介護医療院
（Ⅱ型）の基
本施設サー
ビス費に係

る届出

□　診療報酬算定のために届け出た届出書

□　診療報酬算定のために届け出た届出書

添付書類
は居宅
サービ
ス・介護
予防サー
ビス共通

（介護予防）
短期入所療養介
護　　　　　　（２Ａ）

（届出済の設備に準拠。
１〜６のいずれかに○を

付ける）

□　別紙１３
－５　介護
医療院（Ⅰ）
型の基本施
設サービス
費に係る届
出

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

リハビリテーション提供体制
●施設区分１．２．４．５のみ対象

特定診療費項目
●施設区分１．２．４．５のみ対象
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□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付

身体的拘束廃止取組の有無 　添付書類なし 共通

サービス提供体制強化加算との併算不可

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※届出日の属する月の前3ヵ月分

□　別紙２０　入居継続支援加算に関する届け出
□　介護福祉士の資格証（写し）
□　届日の属する月の前３か月の末日時点の入居者の
病状及び員数の内訳が分かる書類

テクノロジーの導入

□　別紙２０－２　テクノロジーの導入による入居継続支
援加算に関する届出書
□　導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会
の議事概要

□　連携の根拠となる書類（協定書・委託契約書類）
●　書類の形式は問いませんが、理学療法士の訪問な
どが加算に係る業務について記載されている事及び双
方の合意が確認できるものであることを要します。

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　個別機能訓練計画書（写）

ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無 添付書類なし
□　別紙９　夜間看護体制に係る届出書

【居宅】 【共通】 □　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　２４時間連絡体制がわかる書類
□　重度化時対応指針

●短期利用
型を除く 若年性認知症利用者受入加算 　添付書類なし

共通＋
（短期利
用型）

科学的介護推進体制加算 　添付書類なし

□　別紙９－５　看取り介護体制に係る届出書
□　看取りに関する指針（任意様式） 居宅のみ

●　夜間看護体制を算定していること
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書

【予防】 □　参考４　認知症ケア加算算定表
（１．２．３いずれかに○
をつける）

□　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ）

□　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）
□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）
●入居継続支援加算との併算不可
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要

□　別紙１２－６　サービス提供強化加算に関する届出
書（介護予防）特定施設入居者生活介護事業所

□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合
□　資格証の写し

割引 □　別紙５

介護職員処遇改善加算 　添付書類なし
介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし
特別地域加算 　添付書類なし（事業所所在地に準拠）
中山間地域における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

　添付書類なし（事業所所在地に準拠）

中山間地域における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

　添付書類なし

共通＋
（短期利
用型）

（１．３．２．３．５．いずれ
かに○をつける）

●短期利用型は１．２．
５．６のいずれか

共通＋
（短期利
用型）

共通＋
（短期利
用型）

居宅のみ

共通

夜間看護体制
居宅のみ
＋（短期
両型）

共通

共通

共通

（介護予防）
福祉用具貸与

（１７）

（介護予防）特定
施設入居者生活

介護
（３３）

＋（短期利用型）
（２７）

生活機能向上連携加算

（１．２いず
れかに○を
つける）

職員の欠員による減算の状況

入居継続支援加算

個別機能訓練加算

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

看取り介護加算
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夜勤勤務条件勤務 □　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付
（ユニット型の施設等の区分のみ）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
（ユニットごとの職員配置及びユニットリーダーの明示を
する事

身体的拘束廃止取組の有無 　添付書類なし
安全管理体制 　添付書類なし

□　別紙11　栄養マネジメント体制に関する届出書
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証の写し（管理栄養士または栄養士）
※栄養マネジメント強化加算算定事業所は提出不要
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※届出日の属する月の前3か月分
□　別紙16　日常生活継続支援加算に関する届出書

□　１２カ月又は６カ月分の入所者の状況及び介護福祉
士及び介護福祉法施行規則第一条に掲げる行為の割合
が分かる書類

テクノロジーの導入
(日常生活継続支援加算関係）

□　別紙16－２　テクノロジーの導入による日常生活継
続支援加算に関する届出書
□　導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会
の議事概要
□　介護福祉士資格証写し
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙９－３　看護体制加算に係る届出書
□　資格証の写し
□　２４時間連絡体制の取り決めが分かる書類
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　参考５－１　夜勤職員配置加算算定表
□　登録喀痰吸引事業者の資格証等写（加算Ⅲ又はⅣ
の場合）

テクノロジーの導入
(夜勤職員配置加算関係）

□　別紙２２　テクノロジーの導入による夜勤職員配置加
算に係る届出書
□　導入機器を安全かつ有効に活用するための委員会
の議事概要

介護ロボットの導入
□　別紙２２　介護ロボットの導入による夜勤職員配置加
算に係る届出書

準ユニットケア体制
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
ユニットごとの職員配置及びユニットリーダーの明示をす
ること
※要現地確認
□　連携の根拠となる書類（協定書・委託契約書類）
●　書類の形式は問いませんが、理学療法士の訪問な
どが加算に係る業務について記載されている事及び双
方の合意が確認できるものであることを要します。

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）

ADL維持等加算〔申出〕の有無 添付書類なし
若年性認知症利用者受入加算 添付書類なし

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証の写し

精神科医師定期的療養指導 □　委託契約書写し
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙１１　栄養マネジメント体制に関する届出書
□　資格証の写し（管理栄養士）

療養食加算 □　資格証の写し
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

配置医師緊急時対応加算 □　別紙２１　配置医師緊急時対応加算に関する届出書
□　配置医師との取り決め（又は協力医療機関）の文書
の写し

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙６　平面図
□　別紙９－４　看取り介護体制に関する届出書
□　２４時間連絡体制がわかる書類
□　看取りに関する指針（任意様式）
□　看取りに関する職員研修計画書

在宅・入所相互利用体制 添付書類なし
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書
□　参考４　認知症ケア加算算定表
□　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ）
□　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）
□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）

（１．２．３．４いずれかに
○を付ける）

障害者生活支援体制

栄養マネジメント強化加算

常勤専従医師配置

看取り介護体制

認知症専門ケア加算

個別機能訓練加算

栄養ケア・マネジメントの実施の有無

看護体制加算（Ⅰ、Ⅱ共通）

日常生活継続支援加算

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

夜勤職員配置加算

介護福祉施設
サービス

（５１）

生活機能向上連携加算

10 / 14 ページ



褥瘡マネジメント加算 □　別紙２３　褥瘡マネジメントに関する届出書
□　褥瘡ケアのマニュアル又は計画書の書式

排せつ支援加算 □　排泄支援計画書の書式
自立支援促進加算 □　自立支援計画書の書式
科学的介護推進体制加算 　添付書類なし

安全対策体制
□　担当者及び安全対策部門の概要が分かる書類（任
意書式）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要
□　別紙１２－４　サービス提供体制強化加算に関する
届出書（（介護予防）短期入所療養介護事業所・介護老
人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院）
□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－２　看護・介護職員の常勤の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合

□　資格証の写し
割引 □　別紙５
介護職員処遇改善加算 　添付書類なし
介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし
夜勤勤務条件基準 □　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付

（ユニット型の施設等の区分のみ）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

安全管理体制 　添付書類なし
□　別紙１１　栄養マネジメント体制に関する届出書
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証の写し（管理栄養士または栄養士）
※栄養マネジメント強化加算算定事業所は提出不要
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　参考５－２　夜勤職員配置加算算定表

認知症ケア加算 □　別紙６　平面図

（施設の区分がユニット型は算定
不可）

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
（単位ごとの職員の配置が分かるように）

若年性認知症利用者受入加算 　添付書類なし

なし（１〜Ａ）のいずれか
に○を付ける

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※届出の属する月の前3か月分

●施設区分を変更する
場合のみ

※人員配置
区分を変更
する場合

□　別紙１３　介護老人保健施設（基本型・在宅復帰型）
の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機
能加算に係る届出

□　別紙１３
□　参考１３－１　「在宅復帰・在宅療養支援機能指標」
等チェック表

介護老人保健施設（基
本型・在宅強化型）

□　別紙１３ 身体的拘束廃止取組の有無 　添付書類なし

の基本施設サービス費
及び在宅復帰・ ターミナルケア体制 　添付書類なし

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙１１　栄養マネジメント体制に関する届出書
□　資格証の写し（管理栄養士）

在宅療養支援機能加算
に係る届出

□　参考１３－１
□　参考１３
－１

　「在宅復帰・在宅療養
支援機能指標」表チェッ
ク表

「在宅復帰・
在宅療養支
援機能指
標」表チェッ
ク表

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　診療報酬算定のために届け出た届出書

介護保健施設
サービス

（５２）

療養体制維持特別加算（Ⅰ）
●施設区分５．６．７．８のみ対象

介護老人保
健施設（基
本型・在宅
強化型）の
基本施設

サービス費
及び在宅復
帰・在宅療
養支援機能
加算に係る

届出

特定診療費項目
●施設区分５．６．７．８のみ対象

サービス提供体制強化加算

●施設区分
が１、又は２
の場合いず
れかに○

栄養ケア・マネジメントの実施の
有無

栄養マネジメント強化加算

職員の欠員による減算の状況

ユニットケア体制

夜勤職員配置加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加
算
●施設区分１．２のみ対象
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□　別紙７ □　別紙７
□別紙１３－２　介護老人保健施設（療養型）の基本施
設サービス費及び療養体制維持特別加算（Ⅱ）に係る届
出

従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表

従業者の勤
務の体制及
び勤務形態
一覧表

□各算定要件を満たすことがわかる書類（任意書式）

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙１１　栄養マネジメントに関する届出書
□　資格証の写し
※栄養マネジメント強化加算算定事業所は提出不要

療養食加算 □　診療報酬算定のために届け出た届出書
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書
□　参考４　認知症ケア加算算定表
□　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ）
□　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）
□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）

リハビリ計画書情報加算 　添付書類なし
□　別紙２３　褥瘡マネジメントに関する届出書
□　褥瘡ケアのマニュアル又は指針

リハビリテーション提供体制
●施設区分（５．６．７．８のみ対
象）

□　診療報酬算定のために届け出た届出書

排せつ支援加算 □　排泄支援計画書の書式
自立支援促進加算 □　自立支援計画書の書式
科学的介護推進体制加算 　添付書類なし

安全対策体制
□　担当者及び安全対策部門の概要が分かる書類（任
意書式）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要
□　別紙１２－４　サービス提供体制強化加算に関する
届出書（（介護予防）短期入所療養介護事業所・介護老
人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院）

□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－２　看護・介護職員の常勤の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合

□　資格証の写し
介護職員処遇改善加算 添付書類なし
介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし

栄養マネジメント体制

認知症専門ケア加算

褥瘡マネジメント加算
●施設区分「１」「２」のみ対象

サービス提供体制強化加算

療養体制維持特別加算（Ⅱ）
●施設区分５．６．７．８のみ対象
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夜勤条件基準 □　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付

入院患者に関する基準 添付書類なし
（ユニット型の施設の区分のみ）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
（ユニットごとの配置を明示すること）

移行計画の提出状況 　添付書類なし
安全管理体制 　添付書類なし

□　別紙１１　栄養マネジメント体制に関する届出書
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証の写し（管理栄養士または栄養士）

療養型環境基準 　添付書類なし
医師の配置基準 ●　全病床のうちの療養病床の割合による

若年性認知症利用者受入加算 添付書類なし

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙１１　栄養マネジメントに関する届出書
□　資格証等写し（提出済みの場合は省略可）

療養食加算 □　資格証等写し（提出済みの場合は省略可）

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

特別療養費加算項目 □　診療報酬算定のために届け出た届出書
リハビリテーション提供体制 □　資格証等写（提出済みの場合は省略可）

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書
□　参考４　認知症ケア加算算定表
□　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ）
□　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）
□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）

排せつ支援加算 □　排泄支援計画書の書式

安全対策体制
□　担当者及び安全対策部門の概要が分かる書類（任
意書式）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要
□　別紙１２－４　サービス提供体制強化加算に関する
届出書（（介護予防）短期入所療養介護事業所・介護老
人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院）

□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－２　看護・介護職員の常勤の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合
□　資格証の写し

介護職員処遇改善加算 　添付書類なし
介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし

ユニットケア体制

身体的拘束廃止取組の有無

　添付書類なし

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

病院療養型：なし（届出
済みの設備に準拠）

介護療養施設
サービス

（病院療養型）
（５３）

職員の欠員による減算の状況

□　別紙７
従業者の勤
務の体制及
び勤務形態

一覧表

Ⅰ型の施設
□　別紙１３
－５　介護

医療院（Ⅰ）
型の基本施
設サービス
に係る届出

Ⅱ型の施設
□　別紙１３
－６　介護

医療院（Ⅱ）
型の基本施
設サービス
費に係る届

出

栄養マネジメント体制

栄養ケア・マネジメントの実施の
有無
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夜勤条件基準 □　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証等写（提出済みの場合は省略可）
●　減算有りから無しの場合に添付

入院患者に関する基準 添付書類なし
（ユニット型の施設の区分のみ）

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
（ユニットごとの配置を明示すること）

安全管理体制 　添付書類なし
□　別紙１１　栄養マネジメント体制に関する届出書
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証の写し（管理栄養士または栄養士）
※栄養マネジメント強化加算算定事業所は提出不要

□　別紙７ 療養環境基準（廊下・療養室） 添付書類なし
若年性認知症利用者受入加算 添付書類なし

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙１１　栄養マネジメント体制に関する届出書
□　資格証の写し(管理栄養士）

療養食加算 □　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証の写し

Ⅰ型の施設

□　別紙１３
－５

リハビリテーション提供体制
●施設区分１．２．４．５のみ対象

□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　資格証の写し
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙26　認知症専門ケアに係る届出書
□　参考４　認知症ケア加算算定表

Ⅱ型の施設 □　認知症介護実践リーダー研修修了書写し（Ⅰ）（Ⅱ）
□別紙１３
－６

□　認知症介護指導者研修修了書写し（Ⅱ）

□　認知症ケアに関する研修計画（Ⅱ）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
□　別紙２４　介護医療院における重度認知症疾患療養
体制加算に係る届出
□　前３ヵ月間における入所者の状況の割合合計計算書
□　資格証の写し

移行定着支援加算 □　算定要件を満たすことが分かる書類（任意書式）

●施設区分１．２．４．５のみ対象

排せつ支援加算 □　排泄支援計画書の書式

自立支援促進加算 □　自立支援計画書の書式

科学的介護推進体制加算 　添付書類なし

安全対策体制
□　担当者及び安全対策部門の概要が分かる書類（任
意書式）
□　別紙７　従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
※前年度の4月から2月分の添付が必要。前年度の実績
が6か月を満たない事業所は届出の属する月の前3か月
分の添付が必要
□　別紙１２－４　サービス提供体制強化加算に関する
届出書（（介護予防）短期入所療養介護事業所・介護老
人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院）
□　参考６－１　介護福祉士の割合
□　参考６－２　看護・介護職員の常勤の割合
□　参考６－３ー１又は６－３－２　勤務年数３年／７年/
１０年以上の割合

□　資格証の写し
介護職員処遇改善加算 　添付書類なし
介護職員等特定処遇改善加算 　添付書類なし

重度認知症疾患療養体制加算

身体的拘束廃止取組の有無

ユニットケア体制

□　診療報酬算定のために届け出た届出書

　添付書類なし

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算

介護医療院（５５）

（届出済の設備に準拠。
１〜６のいずれかに○を

付ける）

従業者の勤
務の体制及
び勤務形態
一覧表

介護医療院
（Ⅰ型）の基
本施設サー
ビスに係る
届出

介護医療院
（Ⅱ型）の基
本施設サー
ビス費に係
る届出

職員の欠員による減算の状況

栄養マネジメント強化加算

特定診療費項目
●施設区分１．２．４．５のみ対象

栄養ケア・マネジメントの実施の
有無

□　診療報酬算定のために届け出た届出書

認知症短期集中リハビリテーショ
ン加算
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