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○地域密着型サービスの介護給付費の加算等に係る届出について 

 

各種加算について加算を開始、または加算の要件に該当しなくなった場合等、変更がある

場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出が必要となります。具体

的には、以下のとおりです。 

 

① 届出に必要な書類 

以下のアからウまでの書類の提出が必要となります。 

 

ア 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙3－2） 

【注意事項】 

・所在地、名称については法人に係るものについて記入し、法人の代表者印（例：社会福祉

法人ちゃーがんじゅう理事長之印）を押印してください。 

・その他記載方法については様式下にある備考を参考にしてください。 

 

イ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙1－3） 

【注意事項】 

・記載方法等については、別紙1－3にある備考を参考にしてください。 

 

議事録 

ウ 添付書類 

サービス種類及び加算の内容に応じて、以下に掲げる書類を添付してください。 
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○夜間対応型訪問介護 

介護給付費算定に係る体制等 添付書類 

24時間通報対応加算  ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・利用者からの通報を記録する書類【任意様

式】 

・指定訪問介護事業所との連携を証する契約

書、合意書等の写し 

中山間地域等における小規模事務所加算（地

域に関する状況） 

・別に厚生労働大臣が定める地域に居住する

利用者に対して、通常の事業の実施地域を越

えて、サービス提供を行ったことが確認出来

る書類 

認知症専門ケア加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）  

･入居者の一覧表【任意様式】 

※入居者の被保険者番号、認知症高齢者の日

常生活自立度を記載すること 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・認知症介護実践リーダー研修の修了証の写

し 

・認知症介護指導者研修の修了証の写し（加

算Ⅱ） 

・認知症介護指導者研修の修了証の写し（加

算Ⅱ） 

・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する

研修計画書【任意様式】（加算Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書

【別紙12】 

・要件算定表【表1】 

・要件確認資料【資料1】 

・研修計画書【任意様式】 

・介護福祉士の資格者証等の写し 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・那覇市ちゃーがんじゅう課ホームページに

て掲載 
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○認知症対応型通所介護（介護・介護予防） 

介護給付費算定に係る体制等 添付書類 

職員の欠員による減算の状況 ・欠如開始月の勤務形態一覧表【参考様式1】 

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 

・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 

・利用延人員数計算シート（通所介護・地域

密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通

所介護） 

時間延長サービス体制 ・運営規程 

※延長時間についての記載が確認できるこ

と 

入浴介助加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

・浴室部分の状況が分かる平面図【別紙6】

及び写真 

生活機能向上連携加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

・連携する事業所や医療提供施設との連携体

制が確認できる書類(委託契約書等)の写し 

・事業所と連携し介護計画を作成する者（医

師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）

の資格者証の写し 

個別機能訓練加算 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・資格者証等の写し（理学療法士等） 

・実務経験証明書【任意様式】 

※はり師及びきゅう師の場合のみ添付してください 

若年性認知症利用者受入加算 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

※担当者の備考欄に「若年性認知症対応者」

と記載 

栄養アセスメント・栄養改善体制 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・資格者証等の写し（管理栄養士） 

口腔機能向上加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・資格者証等の写し（言語聴覚士、歯科衛生

士又は看護職員） 

科学的介護推進体制加算 ・ＬＩＦＥへの登録 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書

【別紙12-3】 

・要件算定表【表4又は3】 

・要件確認資料【資料1又は3】 

・介護福祉士の資格者証等の写し（加算Ⅰ） 
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・経歴書（加算Ⅱ） 

(雇用保険被保険者証や雇用契約書等、雇用

期間が確認できるものの写し) 

※生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指

導員の職務に従事する者 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・那覇市ちゃーがんじゅう課ホームページに

て掲載 
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○小規模多機能型居宅介護（介護・介護予防） 

介護給付費算定に係る体制等 添付書類 

短期利用 ・運営規程（短期利用サービスの内容及び料金

についての記載があること） 

職員の欠員による減算の状況 ・欠如開始月の勤務形態一覧表【参考様式1】 

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） 

・別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利

用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、

サービス提供を行ったことが確認出来る書類 

若年性認知症利用者受入加算 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

※担当者の備考欄に「若年性認知症対応者」と

記載 

看護職員配置加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・看護師の資格者証の写し（加算Ⅰ又はⅢ） 

・准看護師の資格者証の写し（加算Ⅱ又はⅢ） 

看取り連携体制加算 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・看護師の資格者証の写し 

・看取り期における対応方針 

・医師や医療機関との医療連携を証する契約書、

合意書等の写し 

訪問体制強化加算 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・訪問サービスの内容を記録する書類【任意様

式】 

総合マネジメント体制強化加算 ・地域との交流及び地域の行事や活動等に参加

していることがわかる書類 

生活機能向上連携加算 ・連携する事業所や医療提供施設との連携体制

が確認できる書類(委託契約書等)の写し 

・事業所と連携し介護計画を作成する者（医師、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）の資

格者証の写し 

科学的介護推進体制加算 ・ＬＩＦＥへの登録 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

 

 

 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書 

【別紙12-5】 

・要件算定表【表5、2又は6】 

・要件確認資料【資料4、2又は5】 

・研修計画書【任意様式】 
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・介護福祉士の資格者証等の写し（加算Ⅰ） 

・介護職員の経歴書（加算Ⅲ） 

(雇用保険被保険者証や雇用契約書等、雇用期間が確認で

きるものの写し) 

※サービスを直接提供する職員であって、該当者すべて

のもの 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・那覇市ちゃーがんじゅう課ホームページにて

掲載 
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○認知症対応型共同生活介護（介護・介護予防） 

介護給付費算定に係る体制等 添付書類 

短期利用 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・運営規程（短期利用サービスの内容及び料

金についての記載があること） 

・研修の修了証書の写し 

（認知症介護実務者研修のうち「専門課程」、

認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研

修」若しくは「認知症介護実践リーダー研修」

又は認知症介護指導者養成研修） 

・事業を行う者が所定のサービスの運営につい

て、3年以上経過していることの証明 

夜間対応勤務条件基準 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

職員の欠員による減算の状況 ・欠如開始月の勤務形態一覧表【参考様式1】 

身体拘束廃止取組の有無 

 

・身体的拘束等の適正化のための指針 

・改善計画（減算対象の事実が生じた場合の

み） 

夜間支援体制加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

（宿直勤務を加算する場合は、宿直勤務に当

たる者も記載すること。） 

若年性認知症利用者受入加算 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

※担当者の備考欄に「若年性認知症対応者」

と記載 

利用者の入院期間中の体制 ・退院後円滑に入居可能な体制を整備してい

ることについての説明書類 

看取り介護加算 ・看取りに関する指針 

・本人又は家族への説明及び同意に用いられ

る書式 

・看取りに関する職員研修の研修計画書【任

意様式】 

医療連携体制加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・資格者証等の写し（看護師） 

・（病院・診療所・訪問看護ステーションと

の医療連携の場合）医療連携を証する契約

書、合意書等の写し 

・重度化した場合における対応に係る指針 
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・本人又は家族への説明・同意の書式 

認知症専門ケア加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）  

･入居者の一覧表【任意様式】 

※入居者の被保険者番号、認知症高齢者の日

常生活自立度を記載すること 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・認知症介護実践リーダー研修の修了証の写

し 

・認知症介護指導者研修の修了証の写し（加

算Ⅱ） 

・認知症介護指導者研修の修了証の写し（加

算Ⅱ） 

・研修計画書【任意様式】（加算Ⅱ） 

科学的介護推進体制加算 ・ＬＩＦＥへの登録 

生活機能向上連携加算 ・連携する事業所や医療提供施設との連携体

制が確認できる書類(委託契約書等)の写し 

・事業所と連携し介護計画を作成する者（医

師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）

の資格者証の写し 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

 

 

 

 

 

 

 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書

【別紙12-6】 

・要件算定表【表④、⑦又は③】 

・要件確認資料【資料①、⑥又は③】 

・介護福祉士資格者証等の写し（加算Ⅰ） 

・経歴書（加算Ⅲ） 

 (雇用保険被保険者証や雇用契約書等、雇用

期間が確認できるものの写し) 

※サービスを直接提供する職員：介護従業者 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・那覇市ちゃーがんじゅう課ホームページに

て掲載 
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○地域密着型特定施設入居者生活介護 

介護給付費算定に係る体制等 添付書類 

短期利用 ・運営規程（短期利用サービスの内容及び料金

についての記載があること） 

職員の欠員による減算の状況 ・欠如開始月の従業者の勤務の体制及び勤務形

態一覧表【別紙７】 

身体拘束廃止取組の有無 

 

・身体的拘束等の適正化のための指針 

・改善計画（減算対象の事実が生じた場合のみ) 

入居継続支援加算 ・入居継続支援加算に係る届出書【別紙20】 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 （当

該月分）【別紙7】 

※当該加算を算定する場合、サービス提供体制

強化加算は算定不可 

テクノロジーの導入（入居継続支援加算関

係） 

・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【別紙20-2】 

生活機能向上連携加算 ・生活機能向上連携加算に係る届出書【別紙10】 

・連携する事業所や医療提供施設との連携体制

が確認できる書類(委託契約書等)の写し 

・事業所と連携し介護計画を作成する者（医師、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）の資

格者証の写し 

個別機能訓練加算 

 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別

紙７】 

・資格者証等の写し（理学療法士等） 

夜間看護体制加算 ・夜間看護体制に係る届出書【別紙9】 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・夜間の連携・対応体制（オンコール体制）に

関する指針・マニュアル等の写し 

・資格者証等の写し（看護師） 

・連携医療機関との連携にかかる契約書・合意

書等の写し(24時間連絡体制を確保している

ことがわかること) 

・重度化した場合における対応に係る指針 

若年性認知症入居者受入加算 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別

紙７】 

※担当者の勤務体制がわかる記載 
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看取り介護体制加算 ・看取り介護体制に係る届出書【別紙9-5】 

・看取りに関する指針 

・看取りに関する職員研修の研修計画書【任意

様式】 

認知症専門ケア加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）  

・入居者の一覧表【任意様式】 

※入居者の被保険者番号、認知症高齢者の日常

生活自立度を記載すること 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別

紙７】 

・認知症介護実践リーダー研修の修了証の写   

し 

・修了証の写し（認知症介護指導者研修）（Ⅱ） 

・研修計画書【任意様式】（Ⅱ） 

科学的介護推進体制加算 ・ＬＩＦＥへの登録 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書【別

紙12-6】 

・要件算定表【表④,⑦又は③】 

・要件確認資料【資料①,⑥又は③】 

・資格者証等の写し（介護福祉士）(加算Ⅰ) 

・経歴書（介護職員）(加算Ⅲ) 

(雇用保険被保険者証や雇用契約書等、雇用期間

が確認できるものの写し)  

※サービスを直接提供する職員：生活相談員・

看護職員・介護職員・機能訓練指導員 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・那覇市ちゃーがんじゅう課ホームページにて

掲載 
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○複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

介護給付費算定に係る体制等 添付書類 

短期利用 ・運営規程（短期利用サービスの内容及び料金

についての記載があること） 

職員の欠員による減算の状況 ・欠如開始月の勤務形態一覧表【参考様式1】 

訪問看護体制減算 ・看護体制及びサテライト体制に係る届出書 

（看護小規模多機能型居宅介護事業所）【別紙

8-3】 

サテライト体制 ・看護体制及びサテライト体制に係る届出書

（看護小規模多機能型居宅介護事業所）【別紙

8-3】 

中山間地域等における小規簿事業所加算（地

域に関する状況） 

別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利

用者に対して、通常の事業の実施地域を越え

て、サービス提供を行ったことが確認出来る書

類 

若年性認知症利用者受入加算 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

※担当者の備考欄に「若年性認知症対応者」と

記載 

栄養アセスメント・栄養改善体制 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・管理栄養士の資格を証する書類の写し 

口腔機能向上加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・資格者証等の写し（言語聴覚士、歯科衛生士

又は看護職員） 

緊急時訪問看護加算 ・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】 特別管理加算 

ターミナルケア体制加算 

看護体制強化加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

・看護体制及びサテライト体制に係る届出書

（看護小規模多機能型居宅介護事業所）【別紙

8-3】 

訪問体制強化加算 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・訪問サービスの内容を記録する書類【任意様

式】 

総合マネジメント体制強化加算 ・地域との交流及び地域の行事や活動等に参加

していることがわかる書類 

褥瘡マネジメント加算 ・褥瘡マネジメントに関する届出書【別紙23】 
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・勤務形態一覧表【参考様式1】 

排せつ支援加算 ・排せつ支援計画書 

・排せつ状態の記録、総括、入所者又はその家

族への説明のための様式 

科学的介護推進体制加算 ・ＬＩＦＥへの登録 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書

【別紙12-5】 

・要件確認表【表⑧、②又は⑥】 

・要件確認資料【資料⑦、②又は⑤】 

・研修計画書【任意様式】 

・資格者証等の写し（介護福祉士）（加算Ⅰ） 

・経歴書（介護職員）（加算Ⅲ） 

（雇用保険被保険者証や雇用契約書等、雇用期

間が確認できるものの写し） 

※サービスを直接提供する職員であって、該当者すべ

てのもの 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・那覇市ちゃーがんじゅう課ホームページにて

掲載 
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○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

介護給付費算定に係る体制等 添付書類 

夜間勤務条件基準の緩和 ・見守り機器やインカム等のＩＣＴが導入された

こと、安全体制が確保されることなどが確認出来

る書類 

・テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置

基準（従来型）に係る届出書【別紙7】 

職員の欠員による減算の状況 ・欠如開始月の従業者の勤務の体制及び勤務形態

一覧表【別紙７】 

安全管理体制の有無 

（安全対策体制） 

・事故発生防止のための指針 

・事故発生時の報告や改善策を従業者へ周知する

体制が確認できる書類 

・事故発生防止のための委員会及び従業者への研

修の実施が確認できる書類 

・上記の書類を適切に実施するための担当者が確

認できる書類 

ユニットケア体制 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙

７】 

・修了証の写し（ユニットリーダー研修） 

身体拘束廃止取組の有無 

 

・身体的拘束等の適正化のための指針 

・改善計画（減算対象の事実が生じた場合のみ） 

日常生活継続支援加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日常生活継続支援加算に関する届出書【別紙16】 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙

７】 

※届出月の前3か月分 

・入居者の一覧表【任意様式】 

※次のいずれかの記載方法による 

①届出日前6か月又は12か月分の入所者の被保険

者番号、入退所日、介護度、認知症高齢者の日常

生活自立度を記載すること 

②届出日前3か月の入所者の氏名、入退所日、被

保険者番号、介護度、認知症高齢者の日常生活自

立度及び「社会福祉法及び介護福祉士法施行規則

第1条各号に掲げる行為の別を記載すること 

・介護福祉士の資格者証明の写し 
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テクノロジーの導入 

（日常生活継続支援加算関係） 

・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【別紙16-2】 

看護体制加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

・看護体制加算に係る届出書【別紙9－3】 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙

７】 

・夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）

に関する指針・マニュアル等の写し 

・資格者証等の写し（看護師） 

・（病院・診療所・訪問看護ステーションとの医

療連携の場合）連携医療機関との連携にかかる契

約書・合意書等の写し 

夜勤職員配置加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ）・（Ⅳ） 

 

 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙

７】 

・夜勤職員配置加算確認書【別紙18】 

・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【別紙22】※介護ロボット(センサー)

導入の場合 

テクノロジーの導入 

（夜勤職員配置加算関係） 

・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【別紙22】 

準ユニットケア加算 ・準ユニットであることが分かる平面図及び写真 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙

７】 

生活機能向上連携加算   ・連携する事業所や医療提供施設との連携体制が

確認できる書類(委託契約書等)の写し 

・事業所と連携し介護計画を作成する者（医師、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）の資格

者証の写し 

個別機能訓練加算 

 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙

7】 

・資格者証の写し（理学療法士等） 

若年性認知症入所者受入加算 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙

7】 

※担当者の勤務体制がわかる記載 

常勤専従医師配置加算 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙

7】 

・資格者証等の写し（医師） 
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精神科医師定期的療養指導加算 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙

7】 

・資格者証等の写し（医師）及び精神科を担当す

る者であることが分かるもの 

※認知症の診断の有無を記載すること 

障害者生活支援体制加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・入所者の一覧表【任意様式】 

※視覚障害者等であることが分かるもの 

・障害者生活支援員の資格証等 

栄養マネジメント強化体制加算 ・栄養マネジメントに関する届出書【別紙11】 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・資格者証等の写し（管理栄養士） 

療養食加算 ・従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙

7】 

・資格者証等の写し（管理栄養士・栄養士） 

配置医師緊急時対応加算 ・配置医師緊急時対応加算に係る届出書【別紙21】 

・資格者証等の写し（医師） 

看取り介護体制加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

・看取り介護体制に係る届出書【別紙9－4】 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・夜間における連絡・対応体制（オンコール体制）

に関する指針・マニュアル等の写し 

・資格者証等の写し（看護師） 

・（病院・診療所・訪問看護ステーションとの医

療連携の場合）連携医療機関との連携にかかる契

約書・合意書等の写し 

・看取りに関する指針 

在宅・入所相互利用体制加算 ・介護に関する目標及び方針の様式【任意様式】 

小規模拠点集合加算 ・居住単位（棟）ごとの事業所平面図 

認知症専門ケア加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

 

・入居者の一覧表【任意様式】 

※入居者の被保険者番号、認知症高齢者の日常生

活自立度を記載すること 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・認知症介護実践リーダー研修の修了証の写し 

（加算Ⅰ及び加算Ⅱ） 

・研修計画書【任意様式】（加算Ⅱ） 

褥瘡マネジメント加算 ・褥瘡マネジメントに関する届出書【別紙23】 
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・勤務形態一覧表【参考様式1】 

排せつ支援加算 ・排せつ支援計画書 

・排せつ状態の記録、総括、入所者又はその家族

への説明のための様式 

自立支援促進加算 ・（必須提出書類のみ提出） 

科学的介護推進体制加算 ・ＬＩＦＥへの登録 

安全管理体制の有無 

（安全対策体制） 

・事故発生防止のための指針 

・事故発生時の報告や改善策を従業者へ周知する

体制が確認できる書類 

・事故発生防止のための委員会及び従業者への研

修の実施が確認できる書類 

・上記の書類を適切に実施するための担当者が確

認できる書類 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

 

 

 

 

 

 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書【別

紙12-4】 

・要件算定表【表④、⑦又は③】 

・要件確認資料【資料①、⑥又は③】 

・介護福祉士資格者証等の写し（加算Ⅰ） 

・経歴書（加算Ⅲ） 

 (雇用保険被保険者証や雇用契約書等、雇用期間

が確認できるものの写し) 

※サービスを直接提供する職員：生活相談員・看

護職員・介護職員・機能訓練指導員 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・那覇市ちゃーがんじゅう課ホームページにて掲

載 
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○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

介護給付費算定に係る体制等 添付書類 

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） 

・別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利

用者に対して、通常の事業の実施地域を越え

て、サービス提供を行ったことが確認出来る書

類 

緊急時訪問看護加算 ・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】      

・勤務形態一覧表【参考様式１】（※緊急時訪問

加算及びターミナルケア加算を算定する場合は勤務

表で 24 時間連絡がとれる職員時間数を〇で囲むこと                                    

特別管理加算 

 

ターミナルケア体制 

総合マネジメント体制強化加算 ・医療機関等関係施設に対して事業所にて提供

できるサービス内容等についての情報提供を

行っていることがわかる書類 

認知症専門ケア加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）  

･入居者の一覧表【任意様式】 

※入居者の被保険者番号、認知症高齢者の日常

生活自立度を記載すること 

・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・認知症介護実践リーダー研修の修了証の写し 

・認知症介護指導者研修の修了証の写し（加算

Ⅱ） 

・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研

修計画書【任意様式】（加算Ⅱ） 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

 

 

 

 

 

 

 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書

【別紙12】 

・要件算定表 

【表1、2又は3】 

・要件確認資料 

【資料1、2又は3】 

・研修計画書【任意様式】 

・介護福祉士の資格者証等の写し（加算Ⅰのみ） 

・介護職員の経歴書（加算Ⅲのみ） 

（雇用保険被保険者証や雇用契約書等、雇用期

間が確認できるものの写し） 

※サービスを直接提供する職員であって、該当者すべ

てのもの（オペレーターも含む） 
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介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・那覇市ちゃーがんじゅう課ホームページにて

掲載 
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○地域密着型通所介護 

介護給付費算定に係る体制等 添付書類 

職員の欠員による減算の状況 ・欠如開始月の従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧

表【別紙7】 

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 

・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 

・利用延人員数計算シート（通所介護・地域密着型通

所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護） 

時間延長サービス体制 ・運営規程 

※延長時間についての記載が確認できること。 

生活相談員配置等加算 ・勤務形態一覧表【参考様式1】 

・生活相談員の資格者証の写し 

・地域に貢献する活動の内容がわかる書類の写し 

入浴介助加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

・浴室部分の状況が分かる平面図【別紙6】及び写真 

中重度者ケア体制加算 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙7-2】 

・【算定様式D】 

・資格者証の写し（看護職員） 

生活機能向上連携加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ） 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙7】 

・連携する事業所や医療提供施設との連携体制が確認

できる書類(委託契約書等)の写し 

・事業所と連携し介護計画を作成する者（医師、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士）の資格者証の写

し 

個別機能訓練加算 

（Ⅰ）イ・（Ⅰ）ロ・（Ⅱ） 

 

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙7-2】 

・資格者証等の写し（理学療法士等） 

・実務経験証明書（任意様式） 

※はり師及びきゅう師の場合のみ添付 

ＡＤＬ維持等加算（申出）の有無 ・ＡＤＬ維持等加算に係る届出書（（地域密着型）通

所介護事業所）【別紙19】 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）・（Ⅱ） ・ＡＤＬ維持等加算に係る届出書については、「加算

の申出」及び「加算の届出」の提出が必要となります 

認知症加算 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙7-2】 

・【算定様式 F】 

・認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダ

ー研修、認知症介護実践者研修の研修修了証の写し 
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若年性認知症状利用者受入加算 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙7-2】 

※担当者の勤務体制がわかる記載 

栄養アセスメント・栄養改善体制 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙7-2】 

・資格者証等の写し（管理栄養士） 

口腔機能向上加算（Ⅰ）・（Ⅱ） ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【別紙7-2】 

・資格者証等の写し（言語聴覚士、歯科衛生士又は看

護職員） 

科学的介護推進体制加算 ・ＬＩＦＥへの登録 

個別送迎体制強化加算（療養通所介

護のみ） 

・勤務形態一覧表【参考様式１】 

・資格者証の写し（看護師又は准看護師） 

入浴介助体制強化加算（療養通所介

護のみ） 

・勤務形態一覧表【参考様式１】 

・資格者証の写し（看護師又は准看護士） 

・浴室部分の状況が分かる平面図【別紙6】 

・入浴設備写真 

サービス提供体制強化加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

 

 

 

 

 

・サービス提供体制強化加算に関する届出書 

【別紙12-3】 

・要件算定表【表4】又は【表3】 

・要件確認資料【資料Ⅰ】又は【資料3】 

・介護福祉士の資格者証の写し（加算Ⅰのみ） 

・経歴書（加算Ⅱ・Ⅲのみ） 

（介護保険被保険者証や雇用契約書等、雇用期間が確認

できるものの写し） 

※サービスを直接提供する職員：生活相談員、看護職員、

介護職員又は機能訓練指導員 

介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ）・（Ⅱ）・（Ⅲ） 

・那覇市ちゃーがんじゅう課ホームページにて掲載 

 


