
サービスの種類 届出の種類 添付書類

地域区分 ・添付書類は特に必要ありません。

介護職員処遇改
善加算

・処遇改善計画書等

通院等乗降介助
（施設等の区分）

・道路運送法第4条、第43条若しくは第78条第3号に基づく許可証の写し又は同法第
　79条に基づく登録証の写し
・通院等乗降介助に使用する車両の車検証の写し（使用する全車両分）
・通院等乗降介助に使用する車両の任意保険証の写し（使用する全車両分）
・法人名義でなくヘルパー個人名義の場合には、事業所で使用することについての
　契約書の写し
※ 運営規程に通院等乗降介助を行う旨の規定がない場合には、併せて「変更届
　（様式第3号）」の提出が必要となります。
※ 道路運送法の許可や登録については、運輸支局にお問い合わせください。

定期巡回・随時対
応型サービスに関
する状況

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(別紙15)

サービス提供責任
者体制

・サービス提供責任者体制チェック表（別紙16）

特定事業所加算

・特定事業所加算に係る届出書（別紙10）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）
・サービス提供責任者全員分の経歴書（参考様式２）（不要の場合あり）

特別地域加算 ・特別地域加算チェック表（チェック表２）

中山間地域等におけ
る小規模事業所加算

・中山間地域等における小規模事業所加算チェック表（チェック表５）

特別地域加算 ・特別地域加算チェック表（チェック表２）

中山間地域等におけ
る小規模事業所加算

・中山間地域等における小規模事業所加算チェック表（チェック表５）

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙12)
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）

定期巡回・随時対
応型サービス連携
（施設等の区分）

・定期巡回随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書(別紙14)

特別地域加算 ・特別地域加算チェック表（チェック表２）

中山間地域等におけ
る小規模事業所加算

・中山間地域等における小規模事業所加算チェック表（チェック表５）

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

看護体制強化加算に係る届出書(別紙8-2)

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書(別紙12-2)
・職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）

短期集中リハビリ
テーション実施加
算

短期集中リハビリテーション実施加算(チェック表４５)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧

・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８-1）
・ターミナルケア体制チェック表（チェック表６）（ターミナルケア体制を申請する場合のみ）

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※２４時間連絡体制を整備していることが分かるように記載してください。

各サービス共通

訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介
護

訪問看護

介護予防訪問看護

訪問介護

介護予防訪問介護
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サービスの種類 届出の種類 添付書類

リハビリテーション
マネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算（チェック表４６）

社会参加支援加
算

社会参加支援に係る届出書(別紙17)

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書(別紙12-3)
・職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）

施設等の区分 ・通所系サービス報酬区分確認表

職員の欠員による
減算の状況

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※減算となる場合だけでなく、その後減算が解消した場合にも必ず提出してくださ
 　い。

時間延長サービス
体制

添付書類は特に必要ありません。

入浴介助体制 添付書類は特に必要ありません。

中重度ケア体制加
算

・中重度ケア体制加算チェック表（チェック表４０）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・看護職員の資格証の写し

個別機能機能訓
練体制

・個別機能機能訓練体制チェック表（チェック表７）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※機能訓練指導員（理学療法士等）の勤務体制が分かるように記載してください。
・機能訓練指導員の資格証の写し

認知症加算
・認知症加算チェック表（チェック表４１）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・認知症に係る研修の修了証の写し

若年性認知症利
用者受入加算

・若年性認知症利用者（入所者・患者）受入加算チェック表（チェック表８）

栄養改善体制
・栄養改善体制チェック表（チェック表９）
・管理栄養士の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・管理栄養士の資格証の写し

口腔機能向上体
制

・口腔機能向上体制チェック表（チェック表１０）
・歯科衛生士等の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・歯科衛生士等の資格証の写し

個別送迎体制強
化加算

特に添付書類の必要なし

入浴介助体制強
化加算

特に添付書類の必要なし

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書（別紙12-5）
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）
　又は 職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）

リハビリテーション
マネジメント加算

リハビリテーションマネジメント加算（チェック表４７）

短期集中個別リハ
ビリテーション実施
加算

短期集中リハビリテーション実施加算(チェック表４８)

認知症短期集中リ
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加算チェック表（チェック表１２）
・理学療法士等の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・理学療法士等の資格証の写し

通所介護

通所リハビリテーショ
ン

訪問リハビリテーショ
ン
介護予防訪問リハビ
リテーション
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サービスの種類 届出の種類 添付書類

生活行為向上リハ
ビリテーション実施
加算

生活行為向上リハビリテーション実施加算（チェック表４９）

社会参加支援加
算

社会参加支援に係る届出書(別紙18)

職員の欠員による
減算の状況

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※減算となる場合だけでなく、その後減算が解消した場合にも必ず提出してくださ
　 い。

若年性認知症利
用者受入加算

・若年性認知症利用者（入所者・患者）受入加算チェック表（チェック表８）

生活機能向上グ
ループ活動加算

生活機能向上グループ活動加算チェック表（チェック表３３）

運動器機能向上
体制

・運動器機能向上体制チェック表（チェック表１１）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※機能訓練指導員（理学療法士等）の勤務体制が分かるように記載してください。
・機能訓練指導員の資格証の写し

栄養改善体制
・栄養改善体制チェック表（チェック表９）
・管理栄養士の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・管理栄養士の資格証の写し

口腔機能向上体
制

・口腔機能向上体制チェック表（チェック表１０）
・歯科衛生士等の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・歯科衛生士等の資格証の写し

選択的サービス複
数実施加算

・選択的サービス複数実施加算（チェック表４２）

事業所評価加算
[申出]の有無

・算定を希望する年度の前年の１０月１５日までに提出してください。算定の可否は２
 月頃に通知いたします。
・届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合には、その旨の届出は不要
 ですが、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にはその旨の届出
 が必要となります。
・評価対象期間は各年１月１日から１２月３１日です。
※対象は、次の①及び②の両方を満たしている事業所です（詳細は国の通知を参
　 照）。
①運動器機能向上体制、栄養改善体制、口腔機能向上体制のうち、いずれかを「あ
　 り」として届出をしている。
②評価対象期間における当該指定介護予防通所介護又は指定介護予防通所リハ
　 ビリテーション事業所の実利用人員数が１０名以上である。

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書(別紙12－5)
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）
　又は 職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）

短期利用型
（施設等の区分）

・短期利用型特定施設入居者生活介護チェック表（チェック表３２）

人員配置区分

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※看護、介護職員の勤務体制が分かるように、記載してください。
・看護師等の資格証の写し
・外部サービス利用型の場合は、受託サービス事業者との契約書の写し契約書の写
し

個別機能機能訓
練体制

・個別機能訓練加算チェック表（チェック表１３）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※機能訓練指導員の勤務体制が分かるように記載してください。
・機能訓練指導員の資格証の写し

介護予防通所介護

介護予防通所リハビ
リテーション

特定施設入居者生活
介護

介護予防特定施設入
居者生活介護
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サービスの種類 届出の種類 添付書類

夜間看護体制

・夜間看護体制チェック表 （チェック表１４）
・夜間看護体制に係る届出書（別紙９）
・看護師の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・看護職員の資格証の写し

看取り介護体制 ・特定施設入居者生活介護看取り介護体制チェック表（チェック表３４）

認知症専門ケア加
算

・認知症ケア加算チェック表（チェック表４４）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書(別紙12-14)
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）
　又は 職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）

特別地域加算 ・特別地域加算チェック表（チェック表２）

中山間地域等におけ
る小規模事業所加算

・中山間地域等における小規模事業所加算チェック表（チェック表５）

特別地域加算 ・特別地域加算チェック表（チェック表２）

中山間地域等におけ
る小規模事業所加算

・中山間地域等における小規模事業所加算チェック表（チェック表５）

特定事業所集中減算
・居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート（直近に作成のもの）
・要件を超える場合は「正当な理由」に該当する通知の写し

特定事業所加算

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・特定事業所加算に係る届出書（別紙１０－２）
・主任介護支援専門員の資格証の写し
・介護支援専門員の資格証の写し
・居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート（直近に作成のもの）

施設等の区分

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型施設である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表を
　 それぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し

夜間勤務条件基
準

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

職員の欠員による
減算の状況

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※減算となる場合だけでなく、その後減算が解消した場合にも必ず提出してくださ
 　い。

ユニットケア体制

・ユニットケア体制（及び夜間勤務条件基準）チェック表（チェック表１５）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表をそれ
 　ぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し
・平面図（別紙６）
※施設の用途・面積が分かる平面図があれば、当該書類で可。

機能訓練指導体
制

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※機能訓練指導員の勤務体制が分かるように記載してください。
・機能訓練指導員の資格証の写し

個別機能訓練加
算

・個別機能訓練加算チェック表（チェック表４３）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※機能訓練指導員の勤務体制が分かるように記載してください。
・機能訓練指導員の資格証の写し

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸
与

居宅介護支援

短期入所生活介護

介護予防短期入所生
活介護
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サービスの種類 届出の種類 添付書類

看護体制加算

・看護体制加算チェック表（チェック表１６－１）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※特養併設の事業所においては、特養・ショートそれぞれの看護職員の勤務体制が
 　分かるように記載してください。
・看護職員の資格証の写し

医療連携強化加
算

医療連携体制強化加算チェック表（チェック表５０）

夜勤職員配置加
算

・夜勤職員配置加算チェック表（チェック表１７－１）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※夜勤職員の勤務体制が分かるように記載してください。

若年性認知症利
用者受入加算

・若年性認知症利用者（入所者・患者）受入加算チェック表（チェック表８）

送迎体制 ・送迎用車両の車検証の写し

療養食加算

・療養食加算チェック表（チェック表１８）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※管理栄養士又は栄養士の勤務体制が分かるように記載してください。
・管理栄養士又は栄養士の資格証の写し

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書（別紙12-6）
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）
　又は 職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）
　又は 職員別勤務形態一覧表（チェック表関連様式１－３）

介護老人福祉施設 施設等の区分

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型施設である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表を
 　それぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し

夜間勤務条件基
準

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

職員の欠員による
減算の状況

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※減算となる場合だけでなく、その後減算が解消した場合にも必ず提出してくださ
 　い。

ユニットケア体制

・ユニットケア体制（及び夜間勤務条件基準）チェック表（チェック表１５）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※ 建物の一部がユニット型である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表をそれ
　　ぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し
・平面図（別紙６）
※施設の用途・面積が分かる平面図があれば、当該書類で可。

日常生活継続支
援加算

・日常生活継続支援加算チェック表（別紙１２－６）
・介護福祉士の資格証の写し

看護体制加算

・看護体制加算チェック表（チェック表１６－２）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※ショートを併設している施設においては、特養・ショートそれぞれの看護職員の勤
　 務体制が分かるように記載してください。
・看護職員の資格証の写し

夜勤職員配置加
算

・夜勤職員配置加算チェック表（チェック表１７－２）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※夜勤職員の勤務体制が分かるように記載してください。

短期入所生活介護

介護予防短期入所生
活介護

（続き）
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サービスの種類 届出の種類 添付書類

準ユニットケア体
制

・準ユニットケア体制（及び夜間勤務条件基準）チェック表（チェック表２２）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表をそれ
 　ぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し
・平面図（別紙６）
※施設の用途・面積が分かる平面図があれば、当該書類で可。

個別機能機能訓
練体制

・個別機能訓練加算チェック表（チェック表１３）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※機能訓練指導員の勤務体制が分かるように記載してください。
・機能訓練指導員の資格証の写し

若年性認知症入
所者受入加算

・若年性認知症利用者（入所者・患者）受入加算チェック表（チェック表８）

常勤専従医師配
置

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※医師の勤務体制が分かるように記載してください。
・医師の資格証の写し

精神科医師定期
的療養指導

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※精神科医師の勤務体制が分かるように記載してください。また、備考欄に施設入
　 所者数及びそのうち認知症の症状を呈する入所者数を記載してください。
・医師の資格証の写し

障害者生活支援
体制

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※障害者生活支援員の勤務体制が分かるように記載してください。
・障害者生活支援員の資格証等の写し

身体拘束廃止取
組の有無

・身体拘束廃止取組の有無チェック表（チェック表２０－１）
・身体拘束を行う際の記録用紙

栄養マネジメント
体制

・栄養マネジメントに関する届出書（別紙１１）
・別紙１１に記載のある職員全員の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・別紙１１に記載のある職員全員の資格証の写し

療養食加算

・療養食加算チェック表（チェック表１８）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※管理栄養士又は栄養士の勤務体制が分かるように記載してください。
・管理栄養士又は栄養士の資格証の写し

看取り介護体制
・看取り介護体制チェック表（チェック表２３）
・看護師の資格証の写し

在宅・入所相互利
用体制

在宅・入所相互利用体制チェック表（チェック表２０－２）

認知症専門ケア加
算

・認知症専門ケア加算チェック表（チェック表２４）
・研修の修了証の写し

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書（別紙12-6）
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）
　又は 職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）
　又は 職員別勤務形態一覧表（チェック表関連様式１－３）

施設等の区分

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型施設である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表を
　 それぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し

在宅強化型
（人員配置区分）

・介護老人保健施設（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１３）

短期入所療養介護

介護予防短期入所療
養介護

（介護老人保健施設）

介護老人福祉施設

（続き）
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サービスの種類 届出の種類 添付書類

療養型
（人員配置区分）

・介護老人保健施設（療養型又は療養強化型）の基本施設サービス費に係る届出
（別紙１３－２）

療養強化型
（人員配置区分）

・介護老人保健施設（療養型又は療養強化型）の基本施設サービス費に係る届出
（別紙１３－２）

夜間勤務条件基
準

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

職員の欠員による
減算の状況

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※減算となる場合だけでなく、その後減算が解消した場合にも必ず提出してくださ
 　い。

ユニットケア体制

・ユニットケア体制（及び夜間勤務条件基準）チェック表（チェック表１５）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表をそれ
 　ぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し
・平面図（別紙６）
※施設の用途・面積が分かる平面図があれば、当該書類で可。

夜勤職員配置加
算

・夜勤職員配置加算チェック表（チェック表１７－３）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※夜勤職員の勤務体制が分かるように記載してください。

リハビリテーション
提供体制

介護療養型老人保健施設以外にあっては、該当がありません。

療養食加算

・療養食加算チェック表（チェック表１８）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※管理栄養士又は栄養士の勤務体制が分かるように記載してください。
・管理栄養士又は栄養士の資格証の写し

認知症ケア加算

・認知症ケア加算チェック表（チェック表２５）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※認知症ケア加算を算定する棟における看護、介護職員の配置状況が分かるよう
　 に記載してください。
・施設の平面図（別紙６）
※認知症ケア加算を算定する部分を色分けするなど明確にしてください。

若年性認知症利
用者受入加算

・若年性認知症利用者（入所者・患者）受入加算チェック表（チェック表８）

送迎体制 ・送迎用車両の車検証の写し

特別療養費加算
項目

介護療養型老人保健施設以外にあっては、該当がありません。

療養体制維持特
別加算

介護療養型老人保健施設以外にあっては、該当がありません。

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書（別紙12-7）
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）
　又は 職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）
　又は 職員別勤務形態一覧表（チェック表関連様式１－３）

介護老人保健施設 施設等の区分

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型施設である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表を
　 それぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し

在宅強化型
（人員配置区分）

・介護老人保健施設（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１３）
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サービスの種類 届出の種類 添付書類

療養型
（人員配置区分）

・介護老人保健施設（療養型又は療養強化型）の基本施設サービス費に係る届出
（別紙１３－２）

療養強化型
（人員配置区分）

・介護老人保健施設（療養型又は療養強化型）の基本施設サービス費に係る届出
（別紙１３－２）

夜間勤務条件基
準

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）

職員の欠員による
減算の状況

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※減算となる場合だけでなく、その後減算が解消した場合にも必ず提出してくださ
 　い。

ユニットケア体制

・ユニットケア体制（及び夜間勤務条件基準）チェック表（チェック表１５）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表をそれ
 　ぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し
・平面図（別紙６）
※施設の用途・面積が分かる平面図があれば、当該書類で可。

療養食加算

・療養食加算チェック表（チェック表１８）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※管理栄養士又は栄養士の勤務体制が分かるように記載してください。
・管理栄養士又は栄養士の資格証の写し

夜勤職員配置加
算

・夜勤職員配置加算チェック表（チェック表１７－３）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※夜勤職員の勤務体制が分かるように記載してください。

若年性認知症入
所者受入加算

・若年性認知症利用者（入所者・患者）受入加算チェック表（チェック表８）

在宅復帰・在宅療
養支援機能加算

・介護老人保健施設（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１３）

認知症ケア加算

・認知症ケア加算チェック表（チェック表２５）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※認知症ケア加算を算定する棟における看護、介護職員の配置状況が分かるよう
　 に記載してください。
・施設の平面図（別紙６）
※認知症ケア加算を算定する部分を色分けするなど明確にしてください。

身体拘束廃止取
組の有無

・身体拘束廃止取組の有無チェック表（チェック表２０－１）
・身体拘束を行う際の記録用紙

ターミナルケア体
制

・ターミナルケア体制チェック表（チェック表２６）

特別療養費加算
項目

介護療養型老人保健施設以外にあっては、該当がありません。

栄養マネジメント
体制

・栄養マネジメントに関する届出書（別紙１１）
・別紙１１に記載のある職員全員の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・別紙１１に記載のある職員全員の資格証の写し

療養体制維持特
別加算

介護療養型老人保健施設以外にあっては、該当がありません。

認知症専門ケア加
算

・認知症専門ケア加算チェック表（チェック表２４）
・研修の修了証の写し

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書（別紙12-7）
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）
　又は 職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）
　又は 職員別勤務形態一覧表（チェック表関連様式１－３）
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サービスの種類 届出の種類 添付書類

リハビリテーション
提供体制

介護療養型老人保健施設以外にあっては、該当がありません。

施設等の区分

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型施設である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表を
　 それぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し

人員配置区分
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※看護、介護職員の勤務体制が分かるように記載してください。
・看護師等の資格証の写し

夜間勤務条件基
準

・当該基準を満たす根拠となる書類

職員の欠員による
減算の状況

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※減算となる場合だけでなく、その後減算が解消した場合にも必ず提出してくださ
 　い。

ユニットケア体制

・ユニットケア体制（及び夜間勤務条件基準）チェック表（チェック表１５）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表をそれ
 　ぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し
・平面図（別紙６）
※施設の用途・面積が分かる平面図があれば、当該書類で可。

療養環境基準 ・療養型病床群療養環境の届出の受理通知の写し

設備基準 ・療養型病床群療養環境の届出の受理通知の写し

医師の配置基準 ・療養型病床群の使用許可証及び申請書の写し

若年性認知症利
用者受入加算

・若年性認知症利用者（入所者・患者）受入加算チェック表（チェック表８）

送迎体制 ・送迎用車両の車検証の写し

療養食加算

・療養食加算チェック表（チェック表１８）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※管理栄養士又は栄養士の勤務体制が分かるように記載してください。
・管理栄養士又は栄養士の資格証の写し

緊急受入体制 ・緊急受入体制（緊急短期入所ネットワーク加算）チェック表（チェック表１９）

特定診療費項目
・診療報酬算定の際に届け出た、各々の診療費に係る届出書の写し
・診療報酬算定の際に届け出た、各々の診療費に係る届出書の受理通知の写し
・設備要件を確認できる配置図及び平面図

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書（別紙12-7）
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）
　又は 職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）
　又は 職員別勤務形態一覧表（チェック表関連様式１－３）

リハビリテーション
提供体制

・〔　　　〕に勤務する従事者の名簿（チェック表関連様式２－１）
・理学療法、作業療法または言語聴覚療法の施設基準に係る届出書（チェック表関
連様式２－２）
・精神作業療法の施設基準に係る届出書（チェック表関連様式２－３）※精神作業療
法のみ
・当該従事者の資格証、平面図、必要な機械・器具の配置図

介護療養型医療施設 施設等の区分

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型施設である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表を
　 それぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し

短期入所療養介護

介護予防短期入所療
養介護

（病院療養型、診療
所型、認知症疾患
型）
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サービスの種類 届出の種類 添付書類

人員配置区分

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
　※看護、介護職員の勤務体制が分かるように記載してください。
・介護療養型医療施設（療養機能強化型）の基本サービス費に係る届出（別紙１３－
３）
・看護師等の資格証の写し

夜間勤務条件基
準

・当該基準を満たす根拠となる書類

職員の欠員による
減算の状況

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※減算となる場合だけでなく、その後減算が解消した場合にも必ず提出してくださ
 　い。

ユニットケア体制

・ユニットケア体制（及び夜間勤務条件基準）チェック表（チェック表１５）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※建物の一部がユニット型である場合、従来型部分とユニット部分の勤務表をそれ
 　ぞれ添付してください。
・資格要件のある従業者全員の資格証の写し
・平面図（別紙６）
※施設の用途・面積が分かる平面図があれば、当該書類で可。

療養環境基準 ・療養型病床群療養環境の届出の受理通知の写し

設備基準 ・療養型病床群療養環境の届出の受理通知の写し

医師の配置基準 ・療養型病床群の使用許可証及び申請書の写し

若年性認知症患
者受入加算

・若年性認知症利用者（入所者・患者）受入加算チェック表（チェック表８）

身体拘束廃止取
組の有無

・身体拘束廃止取組の有無チェック表（チェック表２０－１）
・身体拘束を行う際の記録用紙

療養食加算

・療養食加算チェック表（チェック表１８）
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
※管理栄養士又は栄養士の勤務体制が分かるように記載してください。
・管理栄養士又は栄養士の資格証の写し

栄養マネジメント
体制

・栄養マネジメントに関する届出書（別紙１１）
・別紙１１に記載のある職員全員の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・別紙１１に記載のある職員全員の資格証の写し

特定診療費項目
・診療報酬算定の際に届け出た、各々の診療費に係る届出書の写し
・診療報酬算定の際に届け出た、各々の診療費に係る届出書の受理通知の写し
・設備要件を確認できる配置図及び平面図

認知症専門ケア加
算

・認知症専門ケア加算チェック表（チェック表２４）
・研修の修了証の写し

認知症短期集中
リハビリテーション
加算

・認知症短期集中リハビリテーション加算チェック表（チェック表２７）
・理学療法士等の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）
・理学療法士等の資格証の写し

サービス提供体制
強化加算

・サービス提供体制強化加算に係る届出書（別紙12-7）
・職員別資格等一覧表（チェック表関連様式１－１）
　又は 職員別勤続年数一覧表（チェック表関連様式１－２）
　又は 職員別勤務形態一覧表（チェック表関連様式１－３）

リハビリテーション
提供体制

・〔　　　〕に勤務する従事者の名簿（チェック表関連様式２－１）
・理学療法、作業療法または言語聴覚療法の施設基準に係る届出書（チェック表関
連様式
　２－２）
・精神作業療法の施設基準に係る届出書（チェック表関連様式２－３）※精神作業療
法のみ
・当該従事者の資格証、平面図、必要な機械・器具の配置図

介護療養型医療施設

（続き）
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サービスの種類 届出の種類 添付書類

留意事項

○加算の要件等の詳細については、国の関係省令・告示・通知等を参照してください。

○事業所独自の割引制度を設ける場合、別紙５を添付してください。

○訪問・通所系サービスの場合、毎月１５日以前の届出受理ならば、翌月から算定します。１６日以降の届出受理ならば、翌々
　 月からの算定となります （訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算は届出を受理した日から算定）。

○短期入所・施設系サービスの場合、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は
　 当該月）から算定します。

○別紙１には届出者の代表者印を忘れず押印してください。
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