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（別紙）  
「既存のサービス事業所の届出留意事項」  

項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

１ 共通 その他該当する体制等の届出項目追加 項番２以降に記載がない新設された項

目について、新たな届出がない場合は

「なし」、「非該当」、「基準型」又は「対

応不可」とみなす。 

２ １３：訪問看護 「その他該当する体制等」欄の 

「看護体制強化加算」 
 

「１：なし」 

「２：あり」 

を 

「１：なし」 

「３：加算Ⅰ」 

「２：加算Ⅱ」 

に変更 

「３：加算Ⅰ」に該当する場合は、新

たな加算の届出が必要となる。 

（注）「２：加算Ⅱ」については、要件

の見直しを踏まえ、新しい要件に即し

て届出を行うよう留意が必要。 

３ １４：訪問リハ

ビリテーション 

６４：介護予防

訪問リハビリテ

ーション 

６６：介護予防

通所リハビリテ

ーション 

「施設等の区分」欄に 

「３：介護医療院」 

を新設 

「３：介護医療院」に該当する場合は、

新たな施設等の区分の届出が必要とな

る。 

４ １４：訪問リハ

ビリテーション 

１６：通所リハ

ビリテーション 

 

「その他該当する体制等」欄の 

「リハビリテーションマネジメント加算」 
 

「４：加算Ⅲ」 

「５：加算Ⅳ」 

を追加 

「４：加算Ⅲ」又は「５：加算Ⅳ」に

該当する場合は、新たな加算の届出が

必要となる。 

（注）「２：加算Ⅰ」「３：加算Ⅱ」に

ついては、要件の見直しを踏まえ、新

しい要件に即して届出を行うよう留意

が必要。       



 ４ 

項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

５ １５：通所介護 

７８：地域密着型通所介

護 

 

「その他該当する体制等」欄の 

「個別機能訓練体制」 

 

「１：なし」 

「２：加算Ⅰ」 

「３：加算Ⅱ」 

を廃止 

なし。 

６ １６：通所リハビリテー

ション 

 

「施設等の区分」欄に 

「Ａ：通常規模の事業所(介護医療

院)」 

「Ｂ：大規模の事業所(Ⅰ)(介護医療

院)」 

「Ｃ：大規模の事業所(Ⅱ)(介護医療

院)」 

を新設 

「Ａ：通常規模の事業所(介護医療

院)」、「Ｂ：大規模の事業所(Ⅰ)(介護

医療院)」又は「Ｃ：大規模の事業所

(Ⅱ)(介護医療院)」に該当する場合は、

新たな施設等の区分の届出が必要とな

る。 

７ ２１：短期入所生活介護 

５１：介護福祉施設サー

ビス 

５４：地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活

介護 

「その他該当する体制等」欄の 

「看護体制加算」 

 

「１：なし」 

「２：加算Ⅰ」 

「３：加算Ⅱ」 

を廃止 

なし。 

「その他該当する体制等」欄の 

「夜勤職員配置加算」 
 

「１：なし」 

「２：あり」 

を 

「１：なし」 

「２：加算Ⅰ・加算Ⅱ」 

「３：加算Ⅲ・加算Ⅳ」 

に変更 

「３：加算Ⅲ・加算Ⅳ」に該当する場

合は、新たな加算の届出が必要となる。 

（注）「２：加算Ⅰ・加算Ⅱ」について

は、要件の見直しを踏まえ、新しい要

件に即して届出を行うよう留意が必

要。 
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項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

８ ２２：短期入所療養介護 

２５：介護予防短期入所

療養介護 

５２：介護保健施設サー

ビス 

施設等の区分１と２の「人員配置区

分」欄 

 

「１：従来型」 

を 

「１：基本型」 

に変更 

「人員配置区分」欄における既存届出

内容が「１：従来型」で、新たな届出

がない場合は「１：基本型」とみなす。 

施設等の区分５と６と７と８の「人員

配置区分」欄 

 

「１：療養型」 

「２：療養強化型」 

を削除 

「人員配置区分」欄における既存届出

内容が「１：療養型」又は「２：療養

強化型」で、新たな届出がない場合は

「未設定」とみなす。 

施設等の区分５と６と７と８の「その

他該当する体制等」欄 

「療養体制維持特別加算」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

を廃止 

（注）「人員配置区分」欄における既存

届出内容が「１：療養型」の場合は「療

養体制維持特別加算Ⅰ」の新たな届出

が必要となる。 

（注）「人員配置区分」欄における既存

届出内容が「２：療養強化型」の場合

は「療養体制維持特別加算Ⅱ」の新た

な届出が必要となる。 

「施設等の区分」欄に 

「９：介護老人保健施設（Ⅳ）」 

「Ａ：ユニット型介護老人保健施設

（Ⅳ）」 

を新設 

「９：介護老人保健施設（Ⅳ）」又は

「Ａ：ユニット型介護老人保健施設

（Ⅳ）」に該当する場合は、新たな施設

等の区分の届出が必要となる。 

９ ２Ａ：短期入所療養介護 

２Ｂ：介護予防短期入所

療養介護 

５５：介護医療院サービ

ス 

「提供サービス」欄にサービス種類を

新設 

算定を行うためには、新たな提供サー

ビスの届出が必要となる。 
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項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

１０ ３２：認知症対応型共同

生活介護 

３８：認知症対応型共同

生活介護（短期利用型） 

「その他該当する体制等」欄の 

「医療連携体制」 

 

「１：対応不可」 

「２：対応可」 

を 

「１：なし」 

「２：加算Ⅰ」 

「３：加算Ⅱ」 

「４：加算Ⅲ」 

に変更 

 

既存届出内容が「２：対応可」で、新た

な届出がない場合は「２：加算Ⅰ」とみ

なす。 
 

「３：加算Ⅱ」又は「４：加算Ⅲ」の

算定を行うためには、新たな加算の届

出が必要になる。 

１１ ４３：居宅介護支援 「その他該当する体制等」欄の 

「特定事業所加算Ⅳ」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

を新設 

なし。（平成３１年４月から算定可能） 

※異動年月日が平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１日までは未設定

とする。 

１２ ５１：介護福祉施設サー

ビス 

「施設等の区分」欄の 

「２：小規模介護福祉施設」 

「４：ユニット型小規模介護福祉施

設」 

を 

「２：経過的小規模介護福祉施設」 

「４：ユニット型経過的小規模介護福

祉施設」 

に変更 

「施設等の区分」欄における既存届出

内容が「２：小規模介護福祉施設」で、

新たな届出がない場合は「２：経過的

小規模介護福祉施設」とみなす。 

「施設等の区分」欄における既存届出

内容が「４：ユニット型小規模介護福

祉施設」で、新たな届出がない場合は

「４：ユニット型経過的小規模介護福

祉施設」とみなす。 

           



 ７ 

項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

１３ ５１：介護福祉施設サー

ビス 

５４：地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介

護 

 

 

 

「その他該当する体制等」欄の 

「障害者生活支援体制」及び「看取り

介護体制」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

を 

「１：なし」 

「２：加算Ⅰ」  

「３：加算Ⅱ」 

に変更 

既存届出内容が「２：あり」で、新たな

届出がない場合は「２：加算Ⅰ」とみな

す。 
 

「３：加算Ⅱ」の算定を行うためには、

新たな加算の届出が必要になる。 

１４ ５２：介護保健施設サー

ビス 

施設等の区分１と２の「その他該当す

る体制等」欄 

「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」 

 

「１：なし」 

「２：あり」 

を 

「１：なし」 

「２：加算Ⅰ」 

「３：加算Ⅱ」 

に変更 

「３：加算Ⅱ」に該当する場合は、新

たな加算の届出が必要となる。 

（注）「２：加算Ⅰ」については、要件

の見直しを踏まえ、新しい要件に即し

て届出を行うよう留意が必要。 

１５ ６１：介護予防訪問介護 

６５：介護予防通所介護 

廃止 なし。 

１６ ７２：認知症対応型通所

介護 

７４：介護予防認知症対

応型通所介護 

「施設等の区分」欄の 

「３：グループホーム等活用型」 

を 

「３：共用型」 

に変更 

「施設等の区分」欄における既存届出

内容が「３：グループホーム等活用型」

で、新たな届出がない場合は「３：共

用型」とみなす。 

１７ ７７：複合型サービス（看

護小規模多機能型居宅介

護） 

７９：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） 

「施設等の区分」欄の 

「１：看護小規模多機能型居宅介護事

業所」 

「２：サテライト型看護小規模多機能

型居宅介護事業所」 

を新設 

従来の届出内容に関わらず、算定を行

うためには、新たな施設等の区分の届

出が必要となる。 
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項番 サービス種類 変更点 既存事業所の取扱い 

１８ ７７：複合型サービス（看

護小規模多機能型居宅介

護） 

「その他該当する体制等」欄の 

「訪問看護体制強化加算」 

「１：なし」 

「２：あり」 

を 

「看護体制強化加算」 

「１：なし」 

「３：加算Ⅰ」 

「２：加算Ⅱ」 

に変更 

既存届出内容が「２：あり」で、新たな

届出がない場合は「２：加算Ⅱ」とみな

す。 
 

「３：加算Ⅰ」の算定を行うためには、

新たな加算の届出が必要になる。 

 



生活介護事業所 自立訓練事業所 児童発達支援事業所
放課後等デイ
サービス事業所

１ ○○○○○○ ２　あり １　なし １　なし １　なし １　なし １　なし

２ ×××××× １　なし ２　あり １　なし １　なし １　なし １　なし

３ △△△△△△ １　なし １　なし ２　あり １　なし １　なし １　なし

４ □□□□□□ １　なし １　なし １　なし ２　あり １　なし １　なし

共生型サービス
の提供

短期入所事業所

１ ○○○○○○ ２　あり １　なし １　なし

介護ロボットの
導入

例 事業所番号

　短期入所生活介護における共生型サービスの提供に係る届出については以下の表のとおり、共生型サービスの
提供が「２　あり」として届け出ている場合について、夜勤職員配置加算及び介護ロボットの導入は必ず「１
なし」として届け出ることに留意すること。

体制等状況の届出内容

夜勤職員配置
加算

（別記①）共生型サービスの提供に係る届出の取扱いについて

体制等状況の届出内容

　通所介護及び地域密着型通所介護における共生型サービスの提供に係る届出については以下の表のとおり、共
生型サービスの提供が一つでも「２　あり」として届け出ている場合について、中重度者ケア体制加算及び認知
症加算は必ず「１　なし」として届け出ることに留意すること。

例 事業所番号 中重度者ケア
体制加算

認知症加算
共生型サービスの提供

Ⅰ－資料６ 



訪問看護体制減算 サテライト体制
○○○○○○ ０１ 本体事業所 ２　あり ２　減算型

○○○○○○ ０２ サテライト事業所 ２　あり ２　減算型

×××××× ０１ 本体事業所 ２　あり ２　減算型

×××××× ０２ サテライト事業所 １　なし ２　減算型

△△△△△△ ０１ 本体事業所 １　なし ２　減算型

△△△△△△ ０２ サテライト事業所 ２　あり ２　減算型

□□□□□□ ０１ 本体事業所 １　なし １　基準型

□□□□□□ ０２ サテライト事業所 １　なし １　基準型

（別記②）複合型サービスのサテライト体制の届出に係る取扱いについて

　複合型サービスにおけるサテライト体制の届出については以下の表のとおり、本体事業
所とサテライト事業所のどちらか一方でも訪問看護体制減算が「２　あり」として届け出
ている場合について、サテライト体制は必ず「２　減算型」として届け出ることに留意す
ること。

例 事業所番号 指定番号 事業所の体系
体制等状況の届出内容

１

２

３

４

※サテライト事業所が２事業所ある（指定番号が０３まで存在する）場合も取扱いは同様
となる。


