
R304-2

■居宅サービス

別紙 その他の添付書類

全サービス共通 LIFEへの登録 － －
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

通院等乗降介助（施設等の区分） － ・道路運送法の許可証 －

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

・運営規定
・指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業者の指定通知
書の写し（指定済みの事業所の
み）
・指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業者の申請計画
書（指定計画策定の事業所の
み）

－

特定事業所加算Ⅰ～Ⅳ
【別紙１０】特定事業所加算に係
る届出書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　研修計画や会議の
記録、経歴書、資格証の写など）

・参考１「特定事業所加算算定に係
る提出書類」を参照。

特定事業所加算Ⅴ

【別紙１０－2】特定事業所加算に
係る届出書
【別紙３１】算定要件確認書
【別紙３２】勤続年数確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　研修計画や会議の
記録、経歴書、資格証の写など）

・参考１「特定事業所加算算定に係
る提出書類」を参照。

★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

中山間地域等における小規模事
業所加算

【別紙３０】事業所規模の確認書 － －

認知症専門ケア加算
【別紙３７】認知症専門ケア加算
算定要件確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録、基本研
修修了書の写し等）

★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

－
・介護職員処遇改善計画書

－

中山間地域等における小規模事
業所加算

【別紙３０】事業所規模の確認書 －

認知症専門ケア加算
【別紙３７】認知症専門ケア加算
算定要件確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録、基本研
修修了書の写し等）

★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

サービス提供体制強化加算

【別紙１２】サービス提供強化加
算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
（必要に応じて）
【別紙３２】勤続年数確認書
【別紙３３】常勤職員確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　研修計画や会議の
記録など）
（必要に応じて）
・資格証の写し

★加算Ⅰ、加算Ⅲを取る場合は、
新たに届出必要。
「旧加算Ⅰイ⇒加算Ⅱ」「旧加算Ⅰ
ロ⇒なし」とみなす。

・参考１「特定事業所加算算定に係
る提出書類」を参照

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

－
・介護職員処遇改善計画書

－

体制届の主な項目と添付書類【令和３年度介護報酬改定後】

（※黄色着色部分が、介護報酬改定に関連する加算です。）

※別途、資料の提出をお願いすることがあります。

サービスの種類 体制届の主な項目
添付書類

備考

訪問介護

訪問入浴介護



別紙 その他の添付書類

定期巡回・随時対応サービス連
携
（施設等の区分）

【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
介護看護連携に係る届出書

・運営規定
・指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業者の指定通知
書の写し（指定済みの事業所の
み）
・指定定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業者の申請計画
書（指定計画策定の事業所の
み）

－

中山間地域等における小規模事
業所加算

【別紙３０】事業所規模の確認書 － －

緊急時訪問看護加算

特別管理体制

ターミナルケア体制

看護体制強化加算
【別紙８－２】看護体制強化加算
に係る届出書

－ －

サービス提供体制強化加算

【別紙１２－２】サービス提供強化
加算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
【別紙３２】勤続年数確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　研修や会議の記録
など）
・資格証の写し

★加算Ⅰを取る場合は、新たに届
出必要。
旧加算を取っているが、新たに届
出がない場合は「加算Ⅱ」とみな
す。

・参考１「特定事業所加算算定に係
る提出書類」を参照。

中山間地域等における小規模事
業所加算

【別紙３０】事業所規模の確認書 － －

リハビリテーションマネジメント加
算

－ －

★加算Aロ、加算Bロを取る場合
は、新たに届出必要。
「旧加算Ⅱ⇒加算Aイ」「旧加算Ⅲ
⇒加算Bイ」とみなす。
旧加算Ⅰ、旧加算Ⅳを届け出てい
るが、新たに届出がない場合は「な
し」とみなす。

移行支援加算
【別紙１７】訪問リハビリテーショ
ン事業所における移行支援加算
に係る届出

・各要件を満たすことが確認でき
る書類

－

サービス提供体制強化加算

【別紙１２－２】サービス提供強化
加算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
【別紙３２】勤続年数確認書

・資格証の写し

★加算Ⅰ、加算Ⅱを取る場合は、
新たに届出必要。
旧加算を「あり」で届け出ているが、
新たに届出がない場合は「なし」と
みなす。

居宅療養管理指導
中山間地域等における小規模事
業所加算

【別紙３０】事業所規模の確認書 － －

訪問看護
（訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ）

【別紙８】緊急時訪問看護加算・
特別管理体制・ターミナルケア体
制に係る届出書

【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 －

サービスの種類 体制届の主な項目
添付書類

備考

訪問リハビリテーション



別紙 その他の添付書類

施設等の区分
【別紙３４】事業所規模区分に係
る１月当たりの平均利用延人員
数算出用紙（通所介護）

－ －

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

－ 届出様式（HP参照）
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

時間延長サービス体制 － ・運営規定
・運営規定を変更する場合は、併せ
て変更届を提出すること。

入浴介助加算
【別紙６】事業所平面図

－
★「加算Ⅱ」を取る場合は、新たに
届出必要。
「旧加算あり⇒加算Ⅰ」とみなす。

生活機能向上連携加算 － －
★「加算Ⅰ」を取る場合は、新たに
届出必要。
「旧加算あり⇒加算Ⅱ」とみなす。

個別機能訓練加算
【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
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。（既存の加算を取っている
場合でも、新たに届出必要。）

ＡＤＬ維持等加算【申出】の有無 － － －

栄養アセスメント・栄養改善体制

口腔機能向上加算

中重度者ケア体制加算

認知症加算 ・資格証、研修修了証の写

科学的介護推進体制加算
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

サービス提供体制強化加算

【別紙１２－３】サービス提供強化
加算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
（必要に応じて）
【別紙３２】勤続年数確認書

（必要に応じて）
・資格証の写し

★加算Ⅰ、加算Ⅲを取る場合は新
たに届出必要。
「旧加算Ⅰイ⇒加算Ⅱ」「旧加算Ⅰ
ロ、旧加算Ⅱ⇒なし」とみなす。

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

－
・介護職員処遇改善計画書

－

サービスの種類 体制届の主な項目
添付書類

備考

通所介護

【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

－



別紙 その他の添付書類

施設等の区分

【別紙３５】事業所規模区分に係
る１月当たりの平均利用延人員
数算出用紙（通所リハビリテー
ション）

－ －

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

届出様式（HP参照）
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

時間延長サービス体制 － ・運営規定
・運営規定を変更する場合は、併せ
て変更届を提出すること。

リハビリテーションマネジメント加
算

－ －

★加算Aロ、加算Bロを取る場合
は、新たに届出必要。
「旧加算Ⅱ⇒加算Aイ」「旧加算Ⅲ
⇒加算Bイ」とみなす。
旧加算Ⅰ、旧加算Ⅳを届け出てい
るが、新たに届出がない場合は「な
し」とみなす。

栄養アセスメント・栄養改善体制

口腔機能向上加算

中重度者ケア体制加算

リハビリテーション提供体制加算

科学的介護推進体制加算
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

移行支援加算
【別紙１８】通所リハビリテーショ
ン事業所における移行支援加算
に係る届出

・各要件を満たすことが確認でき
る書類

－

サービス提供体制強化加算

【別紙１２－３】サービス提供強化
加算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
（必要に応じて）
【別紙３２】勤続年数確認書

（必要に応じて）
・資格証の写し

★加算Ⅰ、加算Ⅲを新たに取る場
合は届出必要。
「旧加算Ⅰイ⇒加算Ⅱ」「旧加算Ⅰ
ロ、旧加算Ⅱ⇒なし」と読み替え。

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

－
・介護職員処遇改善計画書

－

福祉用具貸与
中山間地域等における小規模事
業所加算

【別紙３０】事業所規模の確認書 － －

サービスの種類 体制届の主な項目
添付書類

備考

通所リハビリテーション

入浴介助加算

【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 －

【別紙６】事業所平面図
★「加算Ⅱ」を取る場合は、新たに
届出必要。
「旧加算あり⇒加算Ⅰ」とみなす。



別紙 その他の添付書類

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

－

・シフト表はユニット毎とし、ユニット
リーダーを表示すること。
・施設等の区分がユニット型の施設
について届出がない場合は減算扱
いとなるので注意すること。

生活機能向上連携加算 － －
★「加算Ⅰ」を取る場合は、新たに
届出必要。
「旧加算あり⇒加算Ⅱ」とみなす。

機能訓練指導体制
【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 －

個別機能訓練体制
【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９－２】看護体制加算に係
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

夜勤職員配置加算
【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表

（加算Ⅲ又はⅣの場合）
・登録喀痰吸引等事業者の登録
証の写
・資格証、研修修了証、特定登録
証等の写

－

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

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録等）

－

認知症専門ケア加算
【別紙３７】認知症専門ケア加算
算定要件確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録、基本研
修修了書の写し等）

－

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

－ －
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

サービス提供体制強化加算

【別紙１２－４】サービス提供強化
加算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
（必要に応じて）
【別紙３２】勤続年数確認書
【別紙３３】常勤職員確認書

（必要に応じて）
・資格証の写し

★加算Ⅰ、加算Ⅲを取る場合は、
新たに届出必要。
「旧加算Ⅰイ⇒加算Ⅱ」
「旧加算Ⅰロ、旧加算Ⅱ、旧加算Ⅲ
⇒なし」とみなす。

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

－
・介護職員処遇改善計画書

－

短期入所生活介護

看護体制加算
・資格証の写し －

サービスの種類 体制届の主な項目
添付書類

備考



別紙 その他の添付書類

【別紙１３－１】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

【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表
※リハ専門職員と支援相談員の
前３月間のシフト表

【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

【別紙１３－３】介護療養型医療
施設（療養機能強化型）の基本
施設サービス費に係る届出

【別紙１３－４】介護療養型医療
施設（療養機能強化型以外）の
基本施設サービス費に係る届出

【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

【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

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

－

・シフト表はユニット毎とし、ユニット
リーダーを表示すること。
・施設等の区分がユニット型の施設
について届出がない場合は減算扱
いとなるので注意すること。

夜勤職員配置加算
【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表

－ －

特定診療費項目 －
・診療報酬算定のために届け出
た届出書の写し

－

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
た届出書の写し

－

【別紙６】平面図 － －

【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表

－
・シフト表は認知症ケアを実施して
いる単位ごとに提出すること。

認知症専門ケア加算
【別紙３７】認知症専門ケア加算
算定要件確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録、研修修
了書の写し等）

－

重度認知症疾患療養体制加算

【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
【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表
（Ⅱ）→【別紙６】平面図

－ －

サービス提供体制強化加算

【別紙１２－４】サービス提供強化
加算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
（必要に応じて）
【別紙３２】勤続年数確認書
【別紙３３】常勤職員確認書

（必要に応じて）
・資格証の写し

★加算Ⅰ、加算Ⅲを取る場合は、
新たに届出必要。
「旧加算Ⅰイ⇒加算Ⅱ」
「旧加算Ⅰロ、旧加算Ⅱ、旧加算Ⅲ
⇒なし」とみなす。

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

－ －
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

－
・介護職員処遇改善計画書

－

短期入所療養介護

サービスの種類 体制届の主な項目
添付書類

備考

・介護老人保健施設の場合

【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表

・介護療養型医療施設の場合

・介護医療院の場合

認知症ケア加算

人員配置区分

在宅復帰・在宅療養支援機能加
算



別紙 その他の添付書類

施設等の区分（有料老人ホーム・
軽費老人ホーム等）

－ － －

人員配置区分（一般型・外部
サービス利用型）

－
・契約の内容が分かる書類（外部
サービス利用型の場合）

－

入居継続支援加算
【別紙２０】入居継続支援加算に
関する届出

・資格証の写

★「加算Ⅱ」を取る場合は、新たに
届出必要。
「旧加算あり⇒加算Ⅰ」と読み替
え。

テクノロジーの導入（入居継続支
援加算関係）

【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

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録等）

★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

生活機能向上連携加算 － －
★「加算Ⅰ」を取る場合は、新たに
届出必要。
「旧加算あり⇒加算Ⅱ」とみなす。

個別機能訓練加算
【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 －

ＡＤＬ維持等加算【申出】の有無 － －
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

科学的介護推進体制加算 － －
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

看取り介護加算
【別紙９－５】看取り介護体制に
係る届出書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　看取りに関する指針
など）

－

認知症専門ケア加算
【別紙３７】認知症専門ケア加算
算定要件確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録、研修修
了書の写し等）

－

サービス提供体制強化加算

【別紙１２－６】サービス提供強化
加算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
（必要に応じて）
【別紙３２】勤続年数確認書
【別紙３３】常勤職員確認書

（必要に応じて）
・資格証の写し

★加算Ⅰ、加算Ⅲを新たに取る場
合は届出必要。
「旧加算Ⅰイ⇒加算Ⅱ」「旧加算Ⅰ
ロ、旧加算Ⅱ、旧加算Ⅲ⇒なし」と
読み替え。

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

－
・介護職員処遇改善計画書

－

特定施設
入居者生活介護

夜間看護体制
【別紙９】夜間看護体制に係る届
出書 ・資格証の写

サービスの種類 体制届の主な項目
添付書類

備考

－



■介護保険施設

別紙 その他の添付書類

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

－

・シフト表はユニット毎とし、ユニット
リーダーを表示すること。
・施設等の区分がユニット型の施設
について届出がない場合は減算扱
いとなるので注意すること。

身体拘束廃止取組の有無 － － －

安全管理体制 － －
★新たに届出がない場合「基準型」
とみなす。

栄養ケア・マネジメントの実施の
有無

【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
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

日常生活継続支援加算
【別紙１６】日常生活継続支援加
算に関する届出書 ・資格証の写 －

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

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録等）

★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

看護体制加算

【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 －

夜勤職員配置加算
【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表

（加算Ⅲ又はⅣの場合）
・登録喀痰吸引等事業者の登録
証の写
・資格証、研修修了証、特定登録
証等の写

－

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

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録等）

－

生活機能向上連携加算 － －
★「加算Ⅰ」を取る場合は、新たに
届出必要。
「旧加算あり⇒加算Ⅱ」とみなす。

個別機能訓練加算
【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 －

ＡＤＬ維持等加算【申出】の有無 － －
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

常勤専従医師配置
【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 －

栄養マネジメント強化体制

【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
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

配置医師緊急時対応加算
【別紙２１】配置医師緊急時対応
加算に係る届出

－ －

看取り介護体制
【別紙９－４】看取り介護体制に
係る届出書
【別紙６】平面図

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　看取りに関する指針
など）

－

介護老人福祉施設

サービスの種類 体制届の主な項目

添付書類

備考

準ユニットケア体制
【別紙６】平面図
【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表

・施設基準を満たすことを確認で
きる書類
・資格証の写

－



別紙 その他の添付書類

認知症専門ケア加算
【別紙３７】認知症専門ケア加算
算定要件確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録、研修修
了証の写など）

－

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

－ －

排せつ支援加算 － －

自立支援促進加算 － －

科学的介護推進体制加算 － －

安全対策体制 － －

サービス提供体制強化加算

【別紙１２－４】サービス提供強化
加算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
（必要に応じて）
【別紙３２】勤続年数確認書
【別紙３３】常勤職員確認書

（必要に応じて）
・資格証の写し

★加算Ⅰ、加算Ⅲを取る場合は、
新たに届出必要。
「旧加算Ⅰイ⇒加算Ⅱ」
「旧加算Ⅰロ、旧加算Ⅱ、旧加算Ⅲ
⇒なし」とみなす。

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

－
・介護職員処遇改善計画書

－

介護老人福祉施設

★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

サービスの種類 体制届の主な項目

添付書類

備考



別紙 その他の添付書類

【別紙１３－１】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

【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表
※リハ専門職員と支援相談員の
前３月間のシフト表

【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

－

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

－

・シフト表はユニット毎とし、ユニット
リーダーを表示すること。
・施設等の区分がユニット型の施設
について届出がない場合は減算扱
いとなるので注意すること。

安全管理体制 － －
★新たに届出がない場合「基準型」
とみなす。

栄養ケア・マネジメントの実施の
有無

【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
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

夜勤職員配置加算
【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７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表

－
・シフト表は認知症ケアを実施して
いる単位ごとに提出すること。

身体拘束廃止取組の有無 － － －

特定診療費項目 －
・診療報酬算定のために届け出
た届出書の写し

－

栄養マネジメント強化体制

【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
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

療養体制維持特別加算

（Ⅰ）→【別紙７】従業者の勤務の
体制及び勤務形態一覧表
（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

－ －

認知症専門ケア加算
【別紙３７】認知症専門ケア加算
算定要件確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録、研修修
了証の写など）

－

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

－ －

リハビリ計画書情報加算 － －

排せつ支援加算 － －

自立支援促進加算 － －

科学的介護推進体制加算 － －

安全対策体制 － －

サービス提供体制強化加算

【別紙１２－４】サービス提供強化
加算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
（必要に応じて）
【別紙３２】勤続年数確認書
【別紙３３】常勤職員確認書

（必要に応じて）
・資格証の写し

★加算Ⅰ、加算Ⅲを取る場合は、
新たに届出必要。
「旧加算Ⅰイ⇒加算Ⅱ」
「旧加算Ⅰロ、旧加算Ⅱ、旧加算Ⅲ
⇒なし」とみなす。

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
た届出書の写し

－

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

－
・介護職員処遇改善計画書

－

備考サービスの種類

人員配置区分

在宅復帰・在宅療養支援機能加
算

－

認知症ケア加算

介護老人保健施設

★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

体制届の主な項目

添付書類



別紙 その他の添付書類

【別紙１３－３】介護療養型医療
施設（療養機能強化型）の基本
施設サービス費に係る届出

【別紙１３－４】介護療養型医療
施設（療養機能強化型以外）の
基本施設サービス費に係る届出

【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

【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

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

－

・シフト表はユニット毎とし、ユニット
リーダーを表示すること。
・施設等の区分がユニット型の施設
について届出がない場合は減算扱
いとなるので注意すること。

身体拘束廃止取組の有無 － － －

移行計画の提出状況
【別紙２５】介護療養型医療施設

の移行に係る届出
－

★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

介護療養
型医療施
設のみ

安全管理体制 － －
★新たに届出がない場合「基準型」
とみなす。

栄養ケア・マネジメントの実施の
有無

【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
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

特定診療費項目 －
・診療報酬算定のために届け出
た届出書の写し

－

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
た届出書の写し

－

認知症専門ケア加算
【別紙３７】認知症専門ケア加算
算定要件確認書

・各要件を満たすことが確認でき
る書類（例　会議の記録、研修修
了証の写など）

－

排せつ支援加算 － －

自立支援促進加算 － －
介護医療
院のみ

科学的介護推進体制加算 － －
介護医療
院のみ

安全対策体制 － －

サービス提供体制強化加算

【別紙１２－４】サービス提供強化
加算に関する届出書
【別紙３１】サービス提供体制強
化加算算定要件確認書
（必要に応じて）
【別紙３２】勤続年数確認書
【別紙３３】常勤職員確認書

（必要に応じて）
・資格証の写し

★加算Ⅰ、加算Ⅲを取る場合は、
新たに届出必要。
「旧加算Ⅰイ⇒加算Ⅱ」
「旧加算Ⅰロ、旧加算Ⅱ、旧加算Ⅲ
⇒なし」とみなす。

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

－
・介護職員処遇改善計画書

－

重度認知症疾患療養体制

【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
【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表
（Ⅱ）→【別紙６】平面図

－ －
介護医療
院のみ

サービスの種類 体制届の主な項目

添付書類

備考

介護療養型
医療施設

介護医療院

人員配置区分
【別紙７】従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表

・介護療養型医療施設の場合

・介護医療院の場合

栄養マネジメント強化体制

【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
★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。

★新たに届出がない場合「なし」と
みなす。



■介護予防サービス

（注意）居宅サービスの届出として、従来届け出ている項目であっても、介護予防サービスとして届け出ることが必要です。

別紙 その他の添付書類

介護予防訪問
リハビリテーション

事業所評価加算（申出）の有無 － － －

運動器機能向上体制
【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 －

選択的サービス複数実施加算 － － －

事業所評価加算（申出）の有無 － － －

介護予防通所
リハビリテーション

※上記以外の加算に関しては、本体サービスと同様

サービスの種類 体制届の主な項目

添付書類

備考


