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　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算

　1.なし　　　2.あり

1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症加算

　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制
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サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり

　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

8.ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

23 短期入所療養介護

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7.Ⅱ型（療養機能強化型）

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準

7.介護老人保健施設（Ⅲ）
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり

6.ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ）
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり1.療養型　2.療養強化型

療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

22 短期入所療養介護

1.介護老人保健施設（Ⅰ）

1.従来型　2.在宅強化型

認知症ケア加算の有無 　1.なし　　　2.あり

2.ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ）
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護老人保健施設（Ⅱ）

4.併設型・空床型ユニット型
サービス提供体制強化加算（空床型） 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
医療連携強化加算

3.単独型ユニット型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

2.併設型・空床型
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

21 短期入所生活介護

1.単独型
機能訓練指導体制 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 生活行為向上リハビリテーション実施加算 　1.なし　　　2.あり
中重度者ケア体制加算

17 福祉用具貸与
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

短期集中個別リハビリテーション実施加算 　1.なし　　　2.あり リハビリテーションマネジメント加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

8.大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設) サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり
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5.大規模の事業所（Ⅰ）(病院・診療所) 作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

7.通常規模の事業所(介護老人保健施設)

時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制

6.大規模の事業所（Ⅱ）(病院・診療所) 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり リハビリテーションマネジメント加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

16 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

4.通常規模の事業所(病院・診療所)
入浴介助体制

9.大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設)

社会参加支援加算 　1.なし　　　2.あり

時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可

栄養マネジメント（改善）体制

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり
個別機能訓練体制 　1.なし　3.加算Ⅰ　4.加算Ⅱ

通所介護

入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算

14 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
1.病院または診療所 サービス提供体制強化加算

緊急時訪問看護加算

13 訪問看護

2.介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算

　1.なし　　　2.あり
2.病院または診療所 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模）

特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可

3.定期巡回・随時対応サービス連携
サービス提供体制強化加算 1.なし　2.イ及びロの場合　3.ハの場合

　1.なし　　　2.あり

　1.非該当　　2.該当

　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算

看護体制強化加算

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 サービス提供体制強化加算 1.なし　3.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

3.通院等乗降介助
定期巡回・随時対応サービスに関する状況 　1.定期巡回の指定を受けていない　2.定期巡回の指定を受けている　3.定期巡回の整備計画がある
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

12 訪問入浴介護
特別地域加算

　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

特定事業所加算（訪問介護）の有無 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ　5.加算Ⅳ　
11 訪問介護

1.身体介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

2.生活援助
サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり

社会福祉法人軽減事業実施
提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

事業所番号 異動区分 1:新規　2:変更　3:終了

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（１／８）（例）
       年   月   日

年 月 日

（      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
事由 異動年月日 平成

　1.なし　　　2.あり　1.なし　　　2.あり
ターミナルケア体制

4.通常規模型事業所

7.大規模型事業所（Ⅱ）

6.大規模型事業所（Ⅰ）

　1.なし　　　2.あり

1.訪問看護ステーション
特別地域加算

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算

　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算
中重度者ケア体制加算

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算

社会参加支援加算

　1.対応不可　2.対応可
医師の欠員による減算
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介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5214

ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

B 認知症経過型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり

夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり

ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

23 短期入所療養介護

3.認知症疾患型
5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

事業所番号 異動区分 1:新規　2:変更　3:終了

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（２／８）（例）
       年   月   日

年 月 日

（      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
事由 異動年月日 平成

 

変更 



 

 

－
 
１

４
 －

 

5214療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

3.認知症疾患型
5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり

　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

53 介護療養型医療施設

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7 Ⅱ型（療養機能強化型）

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準

8.ユニット型介護保健施設（Ⅲ）
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算

ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

1.療養型　2.療養強化型
7.介護保健施設（Ⅲ）

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理) 　1.なし　　　2.あり 療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり

理学療法士の欠員による減算

身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり

6.ユニット型介護保健施設（Ⅱ）
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり

介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
　1.対応不可　2.対応可言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制

5.介護保健施設（Ⅱ）

認知症ケア加算の有無 　1.なし　　　2.あり
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

52 介護老人保健施設

1.介護保健施設（Ⅰ）
1.従来型　2.在宅強化型

夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型

2.ユニット型介護保健施設（Ⅰ）
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

4.ユニット型小規模介護福祉施設
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
日常生活継続支援加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

　1.対応不可　2.対応可
在宅・入所相互利用体制 　1.対応不可　2.対応可 ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

3.ユニット型介護福祉施設
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.小規模介護福祉施設
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 準ユニットケア体制の有無

障害者生活支援体制 　1.なし　　　2.あり

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり

常勤専従医師配置 　1.なし　　　2.あり
夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 精神科医師定期的療養指導 　1.なし　　　2.あり

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

51 介護老人福祉施設

1.介護福祉施設
個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

43 居宅介護支援
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

特定事業所集中減算 　1.なし　　　2.あり

特定事業所加算（居宅介護支援） 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

6.軽費老人ホーム（混合型） 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

27
特定施設入居者生活介護(
短期利用)

1.有料老人ホーム（介護専用型） 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム（介護専用型） 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
5.有料老人ホーム（混合型）

サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ
6. 軽費老人ホーム（混合型）

7. 養護老人ホーム（混合型） 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム（介護専用型）

3. 養護老人ホーム（介護専用型） 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可
33 特定施設入居者生活介護

1.有料老人ホーム（介護専用型）

1.一般型　2.外部サービス利用型

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

5. 有料老人ホーム（混合型）
ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

事業所番号 異動区分 1:新規　2:変更　3:終了

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（３／８）（例）
       年   月   日

年 月 日

（      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）

事由 異動年月日 平成

 

変更 



 

 

－
 
１

５
 －

 

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5214

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり

B 認知症経過型

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ

身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり

重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

53 介護療養型医療施設

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

事業所番号 異動区分 1:新規　2:変更　3:終了

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（４／８）（例）
       年   月   日

年 月 日

（      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）

事由 異動年月日 平成

変更 



 

 

－
 
１

６
 －

 

サービス提供体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当　1.対応不可　2.対応可

栄養マネジメント（改善）体制

（      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）

事由 異動年月日 平成

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（５／８）（例）
       年   月   日

年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

事業所番号 異動区分 1:新規　2:変更　3:終了

61 介護予防訪問介護

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

62 介護予防訪問入浴介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 サービス提供体制強化加算 1.なし　3.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ

介護予防訪問看護
1.訪問看護ステーション

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり
特別管理体制
中山間地域における小規模事業所加算（規模）

　1.なし　　　2.あり
　1.非該当　　2.該当 サービス提供体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

看護体制強化加算

64 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
1.病院または診療所
2.介護老人保健施設

63
2.病院または診療所

　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
事業所評価加算（申出） 　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

選択的サービス複数実施加算

66 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

1.病院または診療所

医師の欠員による減算

65 介護予防通所介護

2.介護老人保健施設

運動器機能向上体制

理学療法士の欠員による減算

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算

　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（申出） 　1.なし　　　2.あり
事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算

67 介護予防福祉用具貸与
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

24 介護予防短期入所生活介護

1.単独型 機能訓練指導体制 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
2.併設型・空床型 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

3.単独型ユニット型
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

4.併設型・空床型ユニット型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算（空床型） 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

25 介護予防短期入所療養介護

1.介護老人保健施設（Ⅰ）
1.従来型　2.在宅強化型

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

2.ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ）
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護老人保健施設（Ⅱ）

1.療養型　2.療養強化型

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

6.ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ）
療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり

7.介護老人保健施設（Ⅲ） 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
8.ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

26 介護予防短期入所療養介護

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7 Ⅱ型（療養機能強化型）

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算

3.認知症疾患型
5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算
介護職員処遇改善加算

　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5214

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
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（      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）

事由 異動年月日 平成

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（６／８）（例）
       年   月   日

年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

事業所番号 異動区分 1:新規　2:変更　3:終了

26 介護予防短期入所療養介護

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

B 認知症経過型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5214

ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算
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　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 訪問看護体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
5214

総合マネジメント体制強化加算
訪問看護体制減算

ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

77
複合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護・短期
利用型以外）

緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

75
介護予防小規模多機能型居
宅介護

1.介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.サテライト型介護予防小規模多機能
型居宅介護事業所

介護職員処遇改善加算
総合マネジメント体制強化加算

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可

3.グループホーム等活用型
サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算

74
介護予防認知症対応型通所
介護

1.単独型
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.併設型
看護職員の欠員による減算

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

総合マネジメント体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
看取り連携体制加算
訪問体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

73 小規模多機能型居宅介護

1.小規模多機能型居宅介護事業所
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.サテライト型小規模多機能型居宅介
護事業所

看護職員配置加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

72 認知症対応型通所介護

1.単独型
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり

2.併設型
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

3.グループホーム等活用型

　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 １　なし　４　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　５　加算Ⅱイ　３　加算Ⅱロ

2.Ⅱ型
２４時間通報対応加算
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

71 夜間対応型訪問介護
1.Ⅰ型 社会福祉法人軽減事業実施

76
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

1.一体型

2.連携型

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可

介護職員処遇改善加算
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当

中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　　　2.あり

総合マネジメント体制強化加算
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

39
介護予防認知症対応型共同
生活介護（短期利用型）

1.Ⅰ型 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型

2.Ⅱ型

1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ認知症専門ケア加算

介護従業者の欠員による減算

6.サテライト型軽費老人ホーム 介護職員処遇改善加算

37
介護予防認知症対応型共同
生活介護

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準

2.Ⅱ型

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

2.軽費老人ホーム 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
5.サテライト型有料老人ホーム 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

サービス提供体制強化加算

7.サテライト型養護老人ホーム
認知症専門ケア加算
介護職員処遇改善加算

6.サテライト型軽費老人ホーム

28
地域密着型特定施設入居者
生活介護(短期利用型）

1.有料老人ホーム 看護職員の欠員による減算

3.養護老人ホーム

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可

　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

36
地域密着型特定施設入居者
生活介護

1.有料老人ホーム 個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

5.サテライト型有料老人ホーム
ターミナルケア体制

　1.対応不可　2.対応可
介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

2.Ⅱ型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

38
認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 医療連携体制

4 サテライト型ユニット型地域密着型
介護老人福祉施設

看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 日常生活継続支援加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算

小規模拠点集合体制 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

　1.対応不可　2.対応可
在宅・入所相互利用体制 　1.対応不可　2.対応可 ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

3 ユニット型地域密着型介護老人福祉
施設

身体拘束廃止取組 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2 サテライト型地域密着型介護老人福
祉施設

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 準ユニットケア体制の有無

常勤専従医師配置 　1.なし　　　2.あり
夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 精神科医師定期的療養指導 　1.なし　　　2.あり

54
地域密着型介護老人福祉施
設

1 地域密着型介護老人福祉施設

1.経過的施設以外
2.経過的施設

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

障害者生活支援体制 　1.なし　　　2.あり

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

3.養護老人ホーム 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

35
介護予防特定施設入居者生
活介護

1.有料老人ホーム
1.一般型　2.外部サービス利用型

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

医療連携体制 　1.対応不可　2.対応可
介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

32 認知症対応型共同生活介護

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型

2.Ⅱ型
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

事業所番号 異動区分 1:新規　2:変更　3:終了

都道府県→国保連
介護保険 事業所異動連絡票（７／８）（例）

       年   月   日

年 月 日

（      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）

事由 異動年月日 平成

1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ
　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.対応不可　2.対応可

　1.なし　　　2.あり

　1.基準型　　6.減算型

　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

 

変更 



 

 

－
 
１

９
 －

 

A5 通所型サービス（みなし）

　1.なし　　　2.あり

A6 通所型サービス（独自）

5214

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（決定）
サービス提供体制強化加算 　1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

　1.なし　　　2.あり
生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

介護職員の欠員による減算
選択的サービス複数実施加算

　1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算
運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当
サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A2 訪問型サービス（独自）

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

1:新規　2:変更　3:終了 平成異動年月日

A1 訪問型サービス（みなし）

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供責任者体制の減算

       年   月   日

年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

事業所番号 異動区分

79
複合型サービス（介護小規
模多機能型居宅介護・短期
利用型）

（      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
事由

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（８／８）（例）

介護職員処遇改善加算

69
介護予防小規模多機能型居
宅介護（短期利用型）

1 介護予防小規模多機能型居宅介護事
業所

看護職員の欠員による減算

2 サテライト型介護予防小規模多機能
型居宅介護事業所

看護職員の欠員による減算
介護職員の欠員による減算

介護職員の欠員による減算
サービス提供体制強化加算

　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

口腔機能向上体制

介護職員処遇改善加算
サービス提供体制強化加算

看護職員の欠員による減算

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

小規模多機能型居宅介護
（短期利用型）

68

　1.なし　　　2.あり
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算

選択的サービス複数実施加算
生活機能向上グループ活動加算

サービス提供体制強化加算
介護職員処遇改善加算

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
　1.なし　　　2.あり
　1.なし　　　2.あり
1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

78 地域密着型通所介護

入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり

1 小規模多機能型居宅介護事業所
2 サテライト型小規模多機能型居宅介
護事業所

　1.なし　　　2.あり
　1.なし　　　2.あり
1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

1 地域密着型通所介護事業所

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 個別機能訓練体制 　1.なし　3.加算Ⅰ　4.加算Ⅱ
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

2 療養通所介護事業所

時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

中重度者ケア体制加算 　1.なし　　　2.あり

認知症加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

個別送迎体制強化加算 　1.なし　　　2.あり 入浴介助体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

 

変更 



 

 

－
 
２

０
 －

 

　1.なし　　　2.あり

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

　1.基準型　　6.減算型

1.療養型　2.療養強化型

8.ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

認知症ケア加算の有無
医師の欠員による減算

2.ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ）

23 短期入所療養介護

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7.Ⅱ型（療養機能強化型）

　1.基準　　　2.減算型

　1.対応不可　2.対応可送迎体制
看護職員の欠員による減算
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり

4.併設型・空床型ユニット型 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
　1.なし　　　2.あり

22 短期入所療養介護

1.介護老人保健施設（Ⅰ）

1.従来型　2.在宅強化型

　1.なし　　　2.あり 夜間勤務条件基準

サービス提供体制強化加算（空床型）

17 福祉用具貸与
　1.非該当　　2.該当

21 短期入所生活介護

　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算

16 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

4.通常規模の事業所(病院・診療所)

5.大規模の事業所（Ⅰ）(病院・診療所)

9.大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設)

8.大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設)

都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（１／８）（例）
       年   月   日 （      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成 年 月 日

訂正年月日 平成 年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

11 訪問介護

1.身体介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

2.生活援助
サービス提供責任者体制の減算
特定事業所加算（訪問介護）の有無 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ　5.加算Ⅳ　

　1.なし　　　2.あり

3.通院等乗降介助
定期巡回・随時対応サービスに関する状況 　1.定期巡回の指定を受けていない　2.定期巡回の指定を受けている　3.定期巡回の整備計画がある
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

12 訪問入浴介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 サービス提供体制強化加算 1.なし　3.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ

　1.なし　　　2.あり
特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可 ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

緊急時訪問看護加算

13 訪問看護

1.訪問看護ステーション
特別地域加算

14 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
1.病院または診療所 サービス提供体制強化加算

　1.なし　　　2.あり

2.病院または診療所 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当

　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
社会参加支援加算 　1.なし　　　2.あり

中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

3.定期巡回・随時対応サービス連携
サービス提供体制強化加算
看護体制強化加算

1.なし　2.イ及びロの場合　3.ハの場合
　1.なし　　　2.あり

2.介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算

　1.なし　　　2.あり
　1.なし　　　2.あり リハビリテーションマネジメント加算

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
口腔機能向上体制

入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可

　1.なし　　　2.あり

中重度者ケア体制加算 　1.なし　　　2.あり

理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
7.通常規模の事業所(介護老人保健施設) 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
6.大規模の事業所（Ⅱ）(病院・診療所) 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

短期集中個別リハビリテーション実施加算 　1.なし　　　2.あり リハビリテーションマネジメント加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
社会参加支援加算 　1.なし　　　2.あり 生活行為向上リハビリテーション実施加算 　1.なし　　　2.あり
中重度者ケア体制加算
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模）

　1.なし　　　2.あり

1.単独型
機能訓練指導体制 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.併設型・空床型
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

3.単独型ユニット型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算
医療連携強化加算

　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護老人保健施設（Ⅱ）
療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

6.ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ）
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり

7.介護老人保健施設（Ⅲ）
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算
療養環境基準
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ

薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり

介護職員の欠員による減算

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　　　2.あり

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり
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ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法)

15 通所介護

4.通常規模型事業所
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

7.大規模型事業所（Ⅱ）
時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制

6.大規模型事業所（Ⅰ）
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 個別機能訓練体制 　1.なし　3.加算Ⅰ　4.加算Ⅱ
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

　1.対応不可　2.対応可 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
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都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（２／８）（例）
       年   月   日 （      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成 年 月 日

訂正年月日 平成 年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

23 短期入所療養介護

3.認知症疾患型
5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

B 認知症経過型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5224

ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算

 

変更 



 

 

－
 
２

２
 －

 

　1.なし　　　2.あり

3.認知症疾患型
5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ） 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算

薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理

　1.なし　　　2.あり
　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり

8.ユニット型介護保健施設（Ⅲ）
　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

53 介護療養型医療施設

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7 Ⅱ型（療養機能強化型）

　1.基準　　　2.減算型

　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ

　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算

51 介護老人福祉施設

4.ユニット型小規模介護福祉施設

52 介護老人保健施設

1.介護保健施設（Ⅰ）
1.従来型　2.在宅強化型

1.療養型　2.療養強化型
7.介護保健施設（Ⅲ）

都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（３／８）（例）
       年   月   日 （      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成 年 月 日

訂正年月日 平成 年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

33 特定施設入居者生活介護

1.有料老人ホーム（介護専用型）

1.一般型　2.外部サービス利用型

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム（介護専用型）

3. 養護老人ホーム（介護専用型） 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可

5. 有料老人ホーム（混合型）
ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

6. 軽費老人ホーム（混合型）

7. 養護老人ホーム（混合型） 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

27
特定施設入居者生活介護(
短期利用)

1.有料老人ホーム（介護専用型） 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム（介護専用型） 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
5.有料老人ホーム（混合型） 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

6.軽費老人ホーム（混合型） 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

43 居宅介護支援
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 特定事業所加算（居宅介護支援） 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当
特定事業所集中減算 　1.なし　　　2.あり

1.介護福祉施設
個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 常勤専従医師配置 　1.なし　　　2.あり
夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 精神科医師定期的療養指導 　1.なし　　　2.あり
障害者生活支援体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.小規模介護福祉施設
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 準ユニットケア体制の有無 　1.対応不可　2.対応可
在宅・入所相互利用体制 　1.対応不可　2.対応可 ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

3.ユニット型介護福祉施設
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
日常生活継続支援加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

理学療法士の欠員による減算

夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 認知症ケア加算の有無 　1.なし　　　2.あり
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.ユニット型介護保健施設（Ⅰ）
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護保健施設（Ⅱ）
言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり
　1.対応不可　2.対応可

身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法)

6.ユニット型介護保健施設（Ⅱ）

ユニットケア体制

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他)
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理) 　1.なし　　　2.あり 療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり

重症皮膚潰瘍指導管理

ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 　1.なし　　　2.あり　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算
療養環境基準
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算
重症皮膚潰瘍指導管理
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ)
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法)
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
　1.なし　　　2.あり

集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法)

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

5224
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

変更 



 

 

－
 
２

３
 －

 

　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算
　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり
　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

B 認知症経過型

C ユニット型病院経過型

　1.基準　　　2.減算型

　1.なし　　　2.あり

認知症専門ケア加算

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

　1.基準　　　2.減算型
　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

　1.基準　　　2.減算型

　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導

都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（４／８）（例）
       年   月   日 （      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成 年 月 日

訂正年月日 平成 年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）
療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型

53 介護療養型医療施設

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算
設備基準

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算
療養環境基準
医師の配置基準
夜間勤務条件基準
医師の欠員による減算
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算

　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ

　1.なし　　　2.あり
　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法)

　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ)

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法)
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無

　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他)

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

療養環境基準
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5224

身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算
療養食加算

　1.なし　　　2.あり

 

変更 



 

 

－
 
２

４
 －

 

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（５／８）（例）
       年   月   日 （      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成 年 月 日

訂正年月日 平成 年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

61 介護予防訪問介護

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供責任者体制の減算
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　　　2.あり

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

62 介護予防訪問入浴介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 サービス提供体制強化加算 1.なし　3.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ

1.訪問看護ステーション
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

2.病院または診療所
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

　1.なし　　　2.あり

緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり
特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当

サービス提供体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
看護体制強化加算

64 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
1.病院または診療所
2.介護老人保健施設

63 介護予防訪問看護

サービス提供体制強化加算

65 介護予防通所介護

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
事業所評価加算（申出） 　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算

66 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

1.病院または診療所

医師の欠員による減算

介護職員の欠員による減算

2.介護老人保健施設

運動器機能向上体制

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算

　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（申出） 　1.なし　　　2.あり
事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算

67 介護予防福祉用具貸与
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

24 介護予防短期入所生活介護

1.単独型 機能訓練指導体制 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
2.併設型・空床型 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

3.単独型ユニット型
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

4.併設型・空床型ユニット型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算（空床型） 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

25 介護予防短期入所療養介護

1.介護老人保健施設（Ⅰ）
1.従来型　2.在宅強化型

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

2.ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ）
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護老人保健施設（Ⅱ）

1.療養型　2.療養強化型

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

6.ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ）
療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり

7.介護老人保健施設（Ⅲ） 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
8.ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

26 介護予防短期入所療養介護

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7 Ⅱ型（療養機能強化型）

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　　　2.あり
3.認知症疾患型

5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5224

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算

変更 
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 －

 

都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（６／８）（例）
       年   月   日 （      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成 年 月 日

訂正年月日 平成 年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

26 介護予防短期入所療養介護

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

B 認知症経過型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5224

ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算
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複合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護・短期
利用型以外）

　1.なし　　　2.あり

地域密着型特定施設入居者
生活介護

1.有料老人ホーム
2.軽費老人ホーム 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり
1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ
　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

54
地域密着型介護老人福祉施
設

1.経過的施設以外
2.経過的施設

4 サテライト型ユニット型地域密着型
介護老人福祉施設

38
認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）

1.Ⅰ型

都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（７／８）（例）
       年   月   日

年 月 日
訂正年月日 平成

（      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成

年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

32 認知症対応型共同生活介護

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型

2.Ⅱ型
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算

医療連携体制 　1.対応不可　2.対応可
介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

35
介護予防特定施設入居者生
活介護

1.有料老人ホーム
1.一般型　2.外部サービス利用型

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

3.養護老人ホーム 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

1 地域密着型介護老人福祉施設
個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

障害者生活支援体制 　1.なし　　　2.あり

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり

常勤専従医師配置 　1.なし　　　2.あり
夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 精神科医師定期的療養指導 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2 サテライト型地域密着型介護老人福
祉施設

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 準ユニットケア体制の有無 　1.対応不可　2.対応可
在宅・入所相互利用体制 　1.対応不可　2.対応可 ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

3 ユニット型地域密着型介護老人福祉
施設

身体拘束廃止取組 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり
小規模拠点集合体制 　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 日常生活継続支援加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 医療連携体制 　1.対応不可　2.対応可
介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

2.Ⅱ型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.対応不可　2.対応可夜間看護体制

3.養護老人ホーム ターミナルケア体制

6.サテライト型軽費老人ホーム 認知症専門ケア加算

36
5.サテライト型有料老人ホーム サービス提供体制強化加算

7.サテライト型養護老人ホーム 介護職員処遇改善加算

28
地域密着型特定施設入居者
生活介護(短期利用型）

1.有料老人ホーム 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
5.サテライト型有料老人ホーム 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

6.サテライト型軽費老人ホーム 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

37
介護予防認知症対応型共同
生活介護

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型

2.Ⅱ型
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

39
介護予防認知症対応型共同
生活介護（短期利用型）

1.Ⅰ型 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.Ⅱ型
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

76
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

1.一体型
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり

2.連携型

特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可 社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

総合マネジメント体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

71 夜間対応型訪問介護
1.Ⅰ型 社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 １　なし　４　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　５　加算Ⅱイ　３　加算Ⅱロ

2.Ⅱ型
２４時間通報対応加算
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.対応不可　2.対応可

72 認知症対応型通所介護

1.単独型
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり

2.併設型
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

3.グループホーム等活用型

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

73 小規模多機能型居宅介護

1.小規模多機能型居宅介護事業所
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.サテライト型小規模多機能型居宅介
護事業所

看護職員配置加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

看取り連携体制加算

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

総合マネジメント体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

訪問体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

74
介護予防認知症対応型通所
介護

1.単独型
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり

2.併設型
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

3.グループホーム等活用型

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

75
介護予防小規模多機能型居
宅介護

1.介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.サテライト型介護予防小規模多機能
型居宅介護事業所

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

看護職員の欠員による減算

　1.なし　　　2.あり

総合マネジメント体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

総合マネジメント体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり

社会福祉法人軽減事業実施

5224
訪問看護体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

訪問看護体制減算

　1.なし　　　2.あり

ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 介護職員処遇改善加算

変更 



 

 

－
 
２

７
 －

 

1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

69
介護予防小規模多機能型居
宅介護（短期利用型）

1 介護予防小規模多機能型居宅介護事
業所

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2 サテライト型介護予防小規模多機能
型居宅介護事業所

サービス提供体制強化加算

79
複合型サービス（介護小規
模多機能型居宅介護・短期
利用型）

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

　1.なし　　　2.あり

1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算
　1.なし　　　2.あり

68
小規模多機能型居宅介護
（短期利用型）

1 小規模多機能型居宅介護事業所
2 サテライト型小規模多機能型居宅介
護事業所

サービス提供体制強化加算
介護職員処遇改善加算

看護職員の欠員による減算

A5 通所型サービス（みなし）

　1.なし　　　2.あり

A6 通所型サービス（独自）
サービス提供体制強化加算

事由

（      頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況）
異動年月日 平成 年 月 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（８／８）（例）
       年   月   日

事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除

A1 訪問型サービス（みなし）

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A2 訪問型サービス（独自）

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

　1.なし　　　2.あり

生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　　　2.あり

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

運動器機能向上体制

選択的サービス複数実施加算
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり

事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 　1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算

訂正年月日 平成 年 月 日

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

78 地域密着型通所介護

1 地域密着型通所介護事業所

入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2 療養通所介護事業所

時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

個別機能訓練体制 　1.なし　3.加算Ⅰ　4.加算Ⅱ
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

　1.対応不可　2.対応可 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

5224
個別送迎体制強化加算 　1.なし　　　2.あり 入浴介助体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
中重度者ケア体制加算 　1.なし　　　2.あり
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 平成        29年  5月  1日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

1:新規　2:変更　3:終了 事由 異動年月日 平成1

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（１／８）（例）

日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

X X 0事業所番号 異動区分

11 訪問介護

1.身体介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

2.生活援助
サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり
特定事業所加算（訪問介護）の有無

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ　5.加算Ⅳ　

3.通院等乗降介助
定期巡回・随時対応サービスに関する状況 　1.定期巡回の指定を受けていない　2.定期巡回の指定を受けている　3.定期巡回の整備計画がある
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

12 訪問入浴介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 サービス提供体制強化加算 1.なし　3.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ

13 訪問看護

1.訪問看護ステーション
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり
特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可 ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

　1.非該当　　2.該当

3.定期巡回・随時対応サービス連携
サービス提供体制強化加算 1.なし　2.イ及びロの場合　3.ハの場合
看護体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

2.病院または診療所 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模）

14 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
1.病院または診療所 サービス提供体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

2.介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算 　1.なし　　　2.あり リハビリテーションマネジメント加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
社会参加支援加算 　1.なし　　　2.あり

15 通所介護

4.通常規模型事業所
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

6.大規模型事業所（Ⅰ）
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 個別機能訓練体制 　1.なし　3.加算Ⅰ　4.加算Ⅱ
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

7.大規模型事業所（Ⅱ）
時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

中重度者ケア体制加算 　1.なし　　　2.あり

16 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

4.通常規模の事業所(病院・診療所)
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.大規模の事業所（Ⅰ）(病院・診療所) 作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
6.大規模の事業所（Ⅱ）(病院・診療所) 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
7.通常規模の事業所(介護老人保健施設) 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
8.大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設) サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

9.大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設)

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

短期集中個別リハビリテーション実施加算 　1.なし　　　2.あり リハビリテーションマネジメント加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
社会参加支援加算 　1.なし　　　2.あり 生活行為向上リハビリテーション実施加算 　1.なし　　　2.あり
中重度者ケア体制加算 　1.なし　　　2.あり

17 福祉用具貸与
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

21 短期入所生活介護

1.単独型
機能訓練指導体制 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.併設型・空床型
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

3.単独型ユニット型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

4.併設型・空床型ユニット型
サービス提供体制強化加算（空床型） 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
医療連携強化加算 　1.なし　　　2.あり

22 短期入所療養介護

1.介護老人保健施設（Ⅰ）

1.従来型　2.在宅強化型

認知症ケア加算の有無 　1.なし　　　2.あり

2.ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ）
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護老人保健施設（Ⅱ）

夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

6.ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ）
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり1.療養型　2.療養強化型

7.介護老人保健施設（Ⅲ）
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり
8.ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

23 短期入所療養介護

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7.Ⅱ型（療養機能強化型）

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5214
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都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（２／８）（例）
 平成        29年  5月  1日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

1:新規　2:変更　3:終了 事由 異動年月日 平成0 1 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

0 X X事業所番号 異動区分

23 短期入所療養介護

3.認知症疾患型
5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

B 認知症経過型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5214
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 平成        29年  5月  1日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

1:新規　2:変更　3:終了 事由 異動年月日 平成 2

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（３／８）（例）

日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

X 0 1

サービス提供体制強化加算

事業所番号 異動区分

33 特定施設入居者生活介護

1.有料老人ホーム（介護専用型）

1.一般型　2.外部サービス利用型

9 4

　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム（介護専用型）

3. 養護老人ホーム（介護専用型） 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算

1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ
6. 軽費老人ホーム（混合型）

7. 養護老人ホーム（混合型） 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

5. 有料老人ホーム（混合型）
ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

27
特定施設入居者生活介護(
短期利用)

1.有料老人ホーム（介護専用型） 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム（介護専用型） 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
5.有料老人ホーム（混合型） 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

6.軽費老人ホーム（混合型） 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

43 居宅介護支援
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

特定事業所集中減算 　1.なし　　　2.あり

特定事業所加算（居宅介護支援） 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

51 介護老人福祉施設

1.介護福祉施設
個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

障害者生活支援体制 　1.なし　　　2.あり

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり

常勤専従医師配置 　1.なし　　　2.あり
夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 精神科医師定期的療養指導 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.小規模介護福祉施設
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 準ユニットケア体制の有無 　1.対応不可　2.対応可
在宅・入所相互利用体制 　1.対応不可　2.対応可 ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

3.ユニット型介護福祉施設
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

4.ユニット型小規模介護福祉施設
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
日常生活継続支援加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

52 介護老人保健施設

1.介護保健施設（Ⅰ）
1.従来型　2.在宅強化型

夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 認知症ケア加算の有無 　1.なし　　　2.あり
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.ユニット型介護保健施設（Ⅰ）
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護保健施設（Ⅱ）

1.療養型　2.療養強化型

言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり

6.ユニット型介護保健施設（Ⅱ）
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

7.介護保健施設（Ⅲ）
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理) 　1.なし　　　2.あり 療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり
ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

8.ユニット型介護保健施設（Ⅲ）
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
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1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7 Ⅱ型（療養機能強化型）

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

0 0 0 X

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
3.認知症疾患型

5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

1年 月
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都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（４／８）（例）
 平成        29年  5月  1日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

1:新規　2:変更　3:終了 事由 異動年月日 平成0 1 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

0 X X事業所番号 異動区分
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6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

B 認知症経過型

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5214
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 平成        29年  5月  1日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

1:新規　2:変更　3:終了 事由 異動年月日 平成 2

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（５／８）（例）

日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

X 0 1事業所番号 異動区分

61 介護予防訪問介護

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

62 介護予防訪問入浴介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 サービス提供体制強化加算 1.なし　3.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ

63 介護予防訪問看護
1.訪問看護ステーション

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

2.病院または診療所
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり
特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当

サービス提供体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
看護体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

64 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
1.病院または診療所

サービス提供体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
2.介護老人保健施設

65 介護予防通所介護

介護職員の欠員による減算

社会福祉法人軽減事業実施

サービス提供体制強化加算

選択的サービス複数実施加算

　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
事業所評価加算（申出） 　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり

1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

　1.なし　　　2.あり

66 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

1.病院または診療所

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

2.介護老人保健施設

運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（申出） 　1.なし　　　2.あり
事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算 　1.なし　　　2.あり

67 介護予防福祉用具貸与
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

24 介護予防短期入所生活介護

1.単独型 機能訓練指導体制 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
2.併設型・空床型 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

3.単独型ユニット型
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

4.併設型・空床型ユニット型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算（空床型） 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

25 介護予防短期入所療養介護

1.介護老人保健施設（Ⅰ）
1.従来型　2.在宅強化型

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

2.ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ）
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護老人保健施設（Ⅱ）

1.療養型　2.療養強化型

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

6.ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ）
療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり

7.介護老人保健施設（Ⅲ） 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
8.ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

26 介護予防短期入所療養介護

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7 Ⅱ型（療養機能強化型）

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

3.認知症疾患型
5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5214
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都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（６／８）（例）
 平成        29年  5月  1日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

1:新規　2:変更　3:終了 事由 異動年月日 平成0 1 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

0 X X事業所番号 異動区分

26 介護予防短期入所療養介護

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

B 認知症経過型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5214
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都道府県→国保連
介護保険 事業所異動連絡票（７／８）（例）

 平成        29年  5月  1日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

1:新規　2:変更　3:終了 事由 異動年月日 平成0 1 日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

0 X X事業所番号 異動区分

32 認知症対応型共同生活介護

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型

2.Ⅱ型
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算

医療連携体制 　1.対応不可　2.対応可
介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

35
介護予防特定施設入居者生
活介護

1.有料老人ホーム
1.一般型　2.外部サービス利用型

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

3.養護老人ホーム 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

54
地域密着型介護老人福祉施
設

1 地域密着型介護老人福祉施設

1.経過的施設以外
2.経過的施設

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

障害者生活支援体制 　1.なし　　　2.あり

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり

常勤専従医師配置 　1.なし　　　2.あり
夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 精神科医師定期的療養指導 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2 サテライト型地域密着型介護老人福
祉施設

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 準ユニットケア体制の有無 　1.対応不可　2.対応可
在宅・入所相互利用体制 　1.対応不可　2.対応可 ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

3 ユニット型地域密着型介護老人福祉
施設

身体拘束廃止取組 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり
小規模拠点集合体制 　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

4 サテライト型ユニット型地域密着型
介護老人福祉施設

看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 日常生活継続支援加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

38
認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 医療連携体制 　1.対応不可　2.対応可
介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

2.Ⅱ型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

36
地域密着型特定施設入居者
生活介護

1.有料老人ホーム 個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可
3.養護老人ホーム ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり
5.サテライト型有料老人ホーム サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ
6.サテライト型軽費老人ホーム 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
7.サテライト型養護老人ホーム 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

28
地域密着型特定施設入居者
生活介護(短期利用型）

1.有料老人ホーム 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
5.サテライト型有料老人ホーム 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

6.サテライト型軽費老人ホーム 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

37
介護予防認知症対応型共同
生活介護

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

2.Ⅱ型
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

39
介護予防認知症対応型共同
生活介護（短期利用型）

1.Ⅰ型 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.Ⅱ型
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

76
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

1.一体型
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

2.連携型

特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可

総合マネジメント体制強化加算

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

71 夜間対応型訪問介護
1.Ⅰ型 社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 １　なし　４　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　５　加算Ⅱイ　３　加算Ⅱロ

2.Ⅱ型
２４時間通報対応加算 　1.対応不可　2.対応可
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

72 認知症対応型通所介護

1.単独型
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり

2.併設型
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

3.グループホーム等活用型

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

73 小規模多機能型居宅介護

1.小規模多機能型居宅介護事業所
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.サテライト型小規模多機能型居宅介
護事業所

看護職員配置加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

訪問体制強化加算

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

総合マネジメント体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
看取り連携体制加算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

74
介護予防認知症対応型通所
介護

1.単独型
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

2.併設型
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可

3.グループホーム等活用型
サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

75
介護予防小規模多機能型居
宅介護

1.介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.サテライト型介護予防小規模多機能
型居宅介護事業所

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
総合マネジメント体制強化加算

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

　1.なし　　　2.あり

77
複合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護・短期
利用型以外）

緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり 特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

総合マネジメント体制強化加算 　1.なし　　　2.あり 訪問看護体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
訪問看護体制減算 　1.なし　　　2.あり 5214
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 平成        29年  5月  1日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

1:新規　2:変更　3:終了 事由 異動年月日 平成 2

都道府県→国保連 介護保険 事業所異動連絡票（８／８）（例）

日

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

X 0 1事業所番号 異動区分

A1 訪問型サービス（みなし）

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A2 訪問型サービス（独自）

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当
サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A5 通所型サービス（みなし）

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 　1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算 　1.なし　　　2.あり

A6 通所型サービス（独自）

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 　1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算 　1.なし　　　2.あり

68
小規模多機能型居宅介護
（短期利用型）

1 小規模多機能型居宅介護事業所 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2 サテライト型小規模多機能型居宅介
護事業所

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

79
複合型サービス（介護小規
模多機能型居宅介護・短期
利用型）

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

69
介護予防小規模多機能型居
宅介護（短期利用型）

1 介護予防小規模多機能型居宅介護事
業所

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2 サテライト型介護予防小規模多機能
型居宅介護事業所

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

78 地域密着型通所介護

1 地域密着型通所介護事業所

入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2 療養通所介護事業所

時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

個別機能訓練体制 　1.なし　3.加算Ⅰ　4.加算Ⅱ
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

　1.対応不可　2.対応可 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

個別送迎体制強化加算 　1.なし　　　2.あり 入浴介助体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
中重度者ケア体制加算 　1.なし　　　2.あり 5214
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都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（１／８）（例）
平成  29年  5月 20日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成X 0X 年 月 日
訂正年月日 平成 年 月 日

1
2

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

11 訪問介護

1.身体介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

2.生活援助
サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり
特定事業所加算（訪問介護）の有無 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ　5.加算Ⅳ　

3.通院等乗降介助
定期巡回・随時対応サービスに関する状況 　1.定期巡回の指定を受けていない　2.定期巡回の指定を受けている　3.定期巡回の整備計画がある
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

12 訪問入浴介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 サービス提供体制強化加算 1.なし　3.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ

13 訪問看護

1.訪問看護ステーション
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり
特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可 ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

　1.非該当　　2.該当

3.定期巡回・随時対応サービス連携
サービス提供体制強化加算 1.なし　2.イ及びロの場合　3.ハの場合
看護体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

2.病院または診療所 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模）

14 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
1.病院または診療所 サービス提供体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

2.介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算 　1.なし　　　2.あり リハビリテーションマネジメント加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
社会参加支援加算 　1.なし　　　2.あり

15 通所介護

4.通常規模型事業所
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

6.大規模型事業所（Ⅰ）
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 個別機能訓練体制 　1.なし　3.加算Ⅰ　4.加算Ⅱ
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

7.大規模型事業所（Ⅱ）
時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

中重度者ケア体制加算 　1.なし　　　2.あり

16 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

4.通常規模の事業所(病院・診療所)
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.大規模の事業所（Ⅰ）(病院・診療所) 作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
6.大規模の事業所（Ⅱ）(病院・診療所) 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
7.通常規模の事業所(介護老人保健施設) 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
8.大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設) サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

9.大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設)

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

短期集中個別リハビリテーション実施加算 　1.なし　　　2.あり リハビリテーションマネジメント加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
社会参加支援加算 　1.なし　　　2.あり 生活行為向上リハビリテーション実施加算 　1.なし　　　2.あり
中重度者ケア体制加算 　1.なし　　　2.あり

17 福祉用具貸与
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

21 短期入所生活介護

1.単独型
機能訓練指導体制 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.併設型・空床型
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

3.単独型ユニット型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

4.併設型・空床型ユニット型
サービス提供体制強化加算（空床型） 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
医療連携強化加算 　1.なし　　　2.あり

22 短期入所療養介護

1.介護老人保健施設（Ⅰ）

1.従来型　2.在宅強化型

認知症ケア加算の有無 　1.なし　　　2.あり

2.ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ）
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護老人保健施設（Ⅱ）

夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

6.ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ）
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり1.療養型　2.療養強化型

7.介護老人保健施設（Ⅲ）
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり
8.ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

23 短期入所療養介護

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7.Ⅱ型（療養機能強化型）

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法)

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5224

1 2 3 4 5 0 0 0
9 5 2 0

1 2 9 4

変更 
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都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（２／８）（例）
平成  29年  5月 20日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成0 X X 0 年 月 日
訂正年月日 平成 年 月 日

1
2

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

23 短期入所療養介護

3.認知症疾患型
5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

B 認知症経過型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

0

ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法)

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5224

1 2 3 4 5 0
9 5 2 0

1 2 9 4

 

変更 



 

 

－
 
３

８
 －

 

都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（３／８）（例）
平成  29年  5月 20日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成X 0 1 年 月 日
訂正年月日 平成 年 月 日

2 9

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

33 特定施設入居者生活介護

1.有料老人ホーム（介護専用型）

1.一般型　2.外部サービス利用型

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム（介護専用型）

3. 養護老人ホーム（介護専用型） 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可

5. 有料老人ホーム（混合型）
ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

6. 軽費老人ホーム（混合型）

7. 養護老人ホーム（混合型） 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

27
特定施設入居者生活介護(
短期利用)

1.有料老人ホーム（介護専用型） 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム（介護専用型） 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
5.有料老人ホーム（混合型） 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

6.軽費老人ホーム（混合型） 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

43 居宅介護支援
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 特定事業所加算（居宅介護支援） 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当
特定事業所集中減算 　1.なし　　　2.あり

51 介護老人福祉施設

1.介護福祉施設
個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 常勤専従医師配置 　1.なし　　　2.あり
夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 精神科医師定期的療養指導 　1.なし　　　2.あり
障害者生活支援体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.小規模介護福祉施設
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 準ユニットケア体制の有無 　1.対応不可　2.対応可
在宅・入所相互利用体制 　1.対応不可　2.対応可 ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

3.ユニット型介護福祉施設
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

4.ユニット型小規模介護福祉施設
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
日常生活継続支援加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

52 介護老人保健施設

1.介護保健施設（Ⅰ）
1.従来型　2.在宅強化型

夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 認知症ケア加算の有無 　1.なし　　　2.あり
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.ユニット型介護保健施設（Ⅰ）
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護保健施設（Ⅱ）

1.療養型　2.療養強化型

言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり

6.ユニット型介護保健施設（Ⅱ）
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

7.介護保健施設（Ⅲ）
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理) 　1.なし　　　2.あり 療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり
ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

8.ユニット型介護保健施設（Ⅲ）
夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

53 介護療養型医療施設

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7 Ⅱ型（療養機能強化型）

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

3.認知症疾患型
5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5224
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都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（４／８）（例）
平成  29年  5月 20日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成0 X X 0 年 月 日
訂正年月日 平成 年 月 日

1
2

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

53 介護療養型医療施設

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

B 認知症経過型

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
身体拘束廃止取組の有無 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

0

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ

栄養マネジメント（改善）体制

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5224
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都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（５／８）（例）
平成  29年  5月 20日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成X 0 1 年 月 日
訂正年月日 平成 年 月 日

2 9

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

61 介護予防訪問介護

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当
サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

62 介護予防訪問入浴介護
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 サービス提供体制強化加算 1.なし　3.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

63 介護予防訪問看護
1.訪問看護ステーション

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり
特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当

2.病院または診療所
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 サービス提供体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
看護体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

64 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
1.病院または診療所

サービス提供体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
2.介護老人保健施設

65 介護予防通所介護

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
事業所評価加算（申出） 　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算 　1.なし　　　2.あり

66 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

1.病院または診療所

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

2.介護老人保健施設

運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（申出） 　1.なし　　　2.あり
事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算 　1.なし　　　2.あり

67 介護予防福祉用具貸与
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり 中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

24 介護予防短期入所生活介護

1.単独型 機能訓練指導体制 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
2.併設型・空床型 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

3.単独型ユニット型
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

4.併設型・空床型ユニット型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算（空床型） 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

25 介護予防短期入所療養介護

1.介護老人保健施設（Ⅰ）
1.従来型　2.在宅強化型

医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可

2.ユニット型介護老人保健施設（Ⅰ）
作業療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 理学療法士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

5.介護老人保健施設（Ⅱ）

1.療養型　2.療養強化型

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 言語聴覚士の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

6.ユニット型介護老人保健施設（Ⅱ）
療養体制維持特別加算 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり

7.介護老人保健施設（Ⅲ） 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
8.ユニット型介護老人保健施設（Ⅲ） 療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

26 介護予防短期入所療養介護

1.病院療養型

2.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
3.Ⅱ型
4.Ⅲ型
5.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
6.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）
7 Ⅱ型（療養機能強化型）

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

2.診療所型

1.Ⅰ型（療養機能強化型以外）
2.Ⅱ型
3.Ⅰ型（療養機能強化型Ａ）
4.Ⅰ型（療養機能強化型Ｂ）

設備基準 　1.基準　　　2.減算型 送迎体制 　1.対応不可　2.対応可
薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり 重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

3.認知症疾患型
5.Ⅰ型　6.Ⅱ型　7.Ⅲ型　8.Ⅳ型　9.
Ⅴ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5224
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26 介護予防短期入所療養介護

6 ユニット型病院療養型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

7 ユニット型診療所型
1.療養機能強化型以外
2.療養機能強化型Ａ
3.療養機能強化型Ｂ

設備基準 　1.基準　　　2.減算型
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

8 ユニット型認知症疾患型 5.Ⅰ型　6.Ⅱ型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A 病院経過型 2.Ⅰ型　3.Ⅱ型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり
個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法) 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

B 認知症経過型

送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 療養食加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

C ユニット型病院経過型

療養環境基準 　1.基準　　　2.減算型
医師の配置基準 　1.基準　　　2.医療法施行規則第49条適用
夜間勤務条件基準 　1.基準型　2.加算型Ⅰ　3.加算型Ⅱ　5.加算型Ⅳ　6.減算型　7.加算型Ⅲ
送迎体制 　1.対応不可　2.対応可 医師の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
重症皮膚潰瘍指導管理 　1.なし　　　2.あり 薬剤管理指導 　1.なし　　　2.あり
集団コミュニケーション療法 　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(理学療法Ⅰ) 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり 個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(作業療法) 　1.なし　　　2.あり
ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(精神科作業療法) 　1.なし　　　2.あり ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(その他) 　1.なし　　　2.あり

0

ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 療養食加算 　1.なし　　　2.あり

個別ﾘﾊﾋﾞﾘ提供体制(言語聴覚療法)

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ 5224
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都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（７／８）（例）
平成  29年  5月 20日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成0 X X 0 年 月 日
訂正年月日 平成 年 月 日

1
2

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

32 認知症対応型共同生活介護

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 医療連携体制 　1.対応不可　2.対応可
介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

2.Ⅱ型
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

35
介護予防特定施設入居者生
活介護

1.有料老人ホーム
1.一般型　2.外部サービス利用型

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

3.養護老人ホーム 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

54
地域密着型介護老人福祉施
設

1 地域密着型介護老人福祉施設

1.経過的施設以外
2.経過的施設

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり

障害者生活支援体制 　1.なし　　　2.あり

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり

常勤専従医師配置 　1.なし　　　2.あり
夜間勤務条件基準 　1.基準型　  6.減算型 精神科医師定期的療養指導 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2 サテライト型地域密着型介護老人福
祉施設

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護支援専門員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 準ユニットケア体制の有無 　1.対応不可　2.対応可
在宅・入所相互利用体制 　1.対応不可　2.対応可 ユニットケア体制 　1.対応不可　2.対応可

3 ユニット型地域密着型介護老人福祉
施設

身体拘束廃止取組 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり
小規模拠点集合体制 　1.なし　　　2.あり

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

4 サテライト型ユニット型地域密着型
介護老人福祉施設

看護体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 夜勤職員配置加算 　1.なし　　　2.あり
療養食加算 　1.なし　　　2.あり 日常生活継続支援加算 　1.なし　　　2.あり
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

38
認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 医療連携体制 　1.対応不可　2.対応可
介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

2.Ⅱ型
若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり 夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

36
地域密着型特定施設入居者
生活介護

1.有料老人ホーム 個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可
3.養護老人ホーム ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり
5.サテライト型有料老人ホーム サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ
6.サテライト型軽費老人ホーム 認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
7.サテライト型養護老人ホーム 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

28
地域密着型特定施設入居者
生活介護(短期利用型）

1.有料老人ホーム 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2.軽費老人ホーム 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
5.サテライト型有料老人ホーム 夜間看護体制 　1.対応不可　2.対応可 サービス提供体制強化加算 1.なし　2.加算Ⅰイ　3.加算Ⅰロ　4.加算Ⅱ　5.加算Ⅲ

6.サテライト型軽費老人ホーム 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

37
介護予防認知症対応型共同
生活介護

1.Ⅰ型
夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

2.Ⅱ型
認知症専門ケア加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

39
介護予防認知症対応型共同
生活介護（短期利用型）

1.Ⅰ型 夜間勤務条件基準 　1.基準型　　6.減算型 介護従業者の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.Ⅱ型
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
夜間支援体制加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

76
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

1.一体型
特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

2.連携型

特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可

総合マネジメント体制強化加算

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当
中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当 緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり

社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり
ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

71 夜間対応型訪問介護
1.Ⅰ型 社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 １　なし　４　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ　５　加算Ⅱイ　３　加算Ⅱロ

2.Ⅱ型
２４時間通報対応加算 　1.対応不可　2.対応可
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

72 認知症対応型通所介護

1.単独型
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり

2.併設型
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

3.グループホーム等活用型

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可
サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

73 小規模多機能型居宅介護

1.小規模多機能型居宅介護事業所
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.サテライト型小規模多機能型居宅介
護事業所

看護職員配置加算 　1.なし　2.加算Ⅰ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

訪問体制強化加算

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

総合マネジメント体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
看取り連携体制加算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

74
介護予防認知症対応型通所
介護

1.単独型
入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

2.併設型
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 個別機能訓練体制 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり 時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制 　1.対応不可　2.対応可

3.グループホーム等活用型
サービス提供体制強化加算 1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

75
介護予防小規模多機能型居
宅介護

1.介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2.サテライト型介護予防小規模多機能
型居宅介護事業所

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ
総合マネジメント体制強化加算

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

　1.なし　　　2.あり

77
複合型サービス（看護小規
模多機能型居宅介護・短期
利用型以外）

緊急時訪問看護加算 　1.なし　　　2.あり 特別管理体制 　1.対応不可　2.対応可
看護職員の欠員による減算 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり ターミナルケア体制 　1.なし　　　2.あり

0

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

総合マネジメント体制強化加算 　1.なし　　　2.あり 訪問看護体制強化加算 　1.なし　　　2.あり

　1.なし　　　2.あり

訪問看護体制減算 　1.なし　　　2.あり 5224
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都道府県→国保連 介護保険 事業所訂正連絡票（８／８）（例）
平成  29年  5月 20日 （     1頁）

都道府県名

（サービス情報－体制等状況） ○○県

事業所番号 訂正区分 2:修正　3:削除 事由 異動年月日 平成X 0 1 年 月 日
訂正年月日 平成 年 月 日

2 9

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 その他該当する体制等（複数選択可）

A1 訪問型サービス（みなし）

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり
中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当
サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

A2 訪問型サービス（独自）

特別地域加算 　1.なし　　　2.あり

サービス提供責任者体制の減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

中山間地域における小規模事業所加算（地域） 　1.非該当　　2.該当 中山間地域における小規模事業所加算（規模） 　1.非該当　　2.該当

A5 通所型サービス（みなし）

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 　1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり

介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算 　1.なし　　　2.あり

A6 通所型サービス（独自）

介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり
運動器機能向上体制 　1.なし　　　2.あり 事業所評価加算（決定） 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 　1.なし　4.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
生活機能向上グループ活動加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

選択的サービス複数実施加算 　1.なし　　　2.あり

68
小規模多機能型居宅介護
（短期利用型）

1 小規模多機能型居宅介護事業所 看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
2 サテライト型小規模多機能型居宅介
護事業所

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

79
複合型サービス（介護小規
模多機能型居宅介護・短期
利用型）

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

69
介護予防小規模多機能型居
宅介護（短期利用型）

1 介護予防小規模多機能型居宅介護事
業所

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2 サテライト型介護予防小規模多機能
型居宅介護事業所

サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ
介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

78 地域密着型通所介護

1 地域密着型通所介護事業所

入浴介助体制 　1.なし　　　2.あり

看護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり

2 療養通所介護事業所

時間延長ｻｰﾋﾞｽ体制

栄養マネジメント（改善）体制 　1.なし　　　2.あり
介護職員の欠員による減算 　1.なし　　　2.あり 口腔機能向上体制 　1.なし　　　2.あり

個別機能訓練体制 　1.なし　3.加算Ⅰ　4.加算Ⅱ
社会福祉法人軽減事業実施 　1.なし　　　2.あり サービス提供体制強化加算 1.なし　5.加算Ⅰイ　2.加算Ⅰロ　3.加算Ⅱ　4.加算Ⅲ

　1.対応不可　2.対応可 若年性認知症利用（入所者・患者）受入加算 　1.なし　　　2.あり
認知症加算 　1.なし　　　2.あり 介護職員処遇改善加算 　1.なし　2.加算Ⅲ　3.加算Ⅳ　4.加算Ⅴ　5.加算Ⅱ　6.加算Ⅰ

個別送迎体制強化加算 　1.なし　　　2.あり 入浴介助体制強化加算 　1.なし　　　2.あり
中重度者ケア体制加算 　1.なし　　　2.あり 5224
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