
様式40の９

※届出に係る退院支援加算の区分（該当する区分に○を付すこと）

（　）

（　）

（　）

氏　　名 専従・専任 職　　種 経験年数

病棟数 病床数
「イ　一般病棟入院基
本料等の場合」を算定
する病棟数・病床数

「ロ　療養病棟入院基
本料等の場合」を算定
する病棟数・病床数

□

□

（　　）回

１.退院支援部門に配置されている職員

　

３．退院支援に係る実績等

転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行っている連携保険医療機関等の
数が20以上（該当する場合には「レ」を記入すること）

連携保険医療機関等の職員と年3回以上の頻度で面会し、
情報の共有等を行っている（該当する場合には「レ」を記入すること）

過去１年間の介護支援連携指導料の算定回数

退院支援加算１

退院支援加算２

退院支援加算３

２．届出病棟数・病床数

退院支援加算１、２及び３の施設基準に係る届出書添付書類

※該当する届出事項を○で囲むこと

退院支援に関する
経験を有する者

退院支援及び地域連携業務
を担う部門（退院支援部門）の設置の有

無
（　有　　　無　）



病棟名 病床数
当該病棟で算定
している入院料 氏　　名 職　　種

〔記入上の注意〕

 　 ４　職種に関して確認できる文書を添付すること。

　　５　連携保険医療機関等の職員との面会頻度については、過去4か月間の面会状況が分かる文書を添付

　　　　すること。

　　６　退院支援加算の注５に規定する点数を算定する場合は、看護師及び社会福祉士について、

　　　　専従でなくても差し支えない。　　

    ２　退院支援加算１又は２の届出の場合は、退院支援部門の職員について、
　　　　退院支援に関する経験を確認できる文書を添付すること。

　　３　退院支援加算３の届出の場合は、看護師については退院支援及び新生児特定集中治療に係る業務

　　　　の経験、社会福祉士については退院支援に係る業務の経験を確認できる文書を添付すること。

４.各病棟に配置されている職員

退院支援
及び

地域連携業務
に専従に従事する

者

    １　部門の設置が有る場合には、それを確認できる文書を添付すること。


	01本文
	02別添
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	03様式
	別添６合体版
	Taro-別紙０６〔改〕
	別紙０７（改）（必要度評価票_一般）0227
	別紙７

	別添６合体版
	別添６合体版
	①別添６
	別紙０１
	別紙０２
	別紙０２の２
	別紙０２の３医療保護入院用
	別紙０３（褥瘡対策）
	別紙様式3

	別紙０４
	別紙０５〔改〕
	別紙０７〔改〕一般用必要度手引き0228_奥田
	別紙０８〔改〕（医療区分・ADL区分）
	1．２４時間持続して点滴を実施している状態
	(2)　【医療区分２（別表第五の三）】
	2．尿路感染症に対する治療を実施している状態
	3．傷病等によりリハビリテーションが必要な状態（原因となる傷病等の発症後、３０日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。）
	4．脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態
	5．消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
	6．頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態
	7．せん妄に対する治療を実施している状態
	8．経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
	9．頻回の血糖検査を実施している状態
	10．スモン
	11．欠番
	12．医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
	13．中心静脈栄養を実施している状態
	14．人工呼吸器を使用している状態
	15．ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態
	16．気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態
	17．酸素療法を実施している状態（密度の高い治療を要する状態に限る。）
	18．感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態
	19．筋ジストロフィー
	20．多発性硬化症
	21．筋萎縮性側索硬化症
	22．パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。））
	23．その他の指定難病等
	24．脊髄損傷（頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。）
	25．慢性閉塞性肺疾患（ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。）
	26．人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態
	29．悪性腫瘍（医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。）
	30．肺炎に対する治療を実施している状態
	31．褥瘡に対する治療を実施している状態（皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が２カ所以上に認められる場合に限る。）
	32．末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態
	33．うつ症状に対する治療を実施している状態
	34．他者に対する暴行が毎日認められる状態
	35．１日８回以上の喀痰吸引を実施している状態
	36．気管切開又は気管内挿管が行われている状態（発熱を伴う状態を除く。）
	37．創傷（手術創や感染創を含む。）、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態
	38．酸素療法を実施している状態（密度の高い治療を要する状態を除く。）

	別紙１０
	別紙１２〔改〕認知症高齢者日常生活自立度判定基準
	別紙１３
	別紙１４
	別紙１４の２
	別紙１６
	別紙１７（改）（必要度評価票_ICU）0227
	別紙17(H28改定)

	別紙１７〔改〕ICU必要度手引き0228_奥田
	別紙１８（改）（必要度評価票_HCU）0227
	別紙18 (H28改定）

	別紙１８〔改〕HCU必要度手引き0228_奥田
	別紙１９
	評価様式
	計画様式 

	別紙２０
	別紙２１　日常生活機能評価票
	Sheet1

	別紙２１　評価の手引き
	別紙２３ 栄養管理計画
	別紙２４感染防止対策地域連携加算
	Sheet1




	別添７合体版
	基本・様式9_0223 （村井 ）
	基本・様式9の2〔改〕
	基本・様式9の3〔改〕
	基本・様式9の4〔新〕_病棟群単位0227_奥田
	別添７合体版
	基本・様式40の9〔新〕（退院支援加算）
	基本･39

	別添７合体版
	①別添７参考〔改〕（旧７－２）（白本用）
	基本･別添7（参考）

	別添７合体版
	別添７合体版
	基本・様式10（改）
	基本・様式12の6〔改〕　（有床診療所入院基本料・看護配置加算）
	基本・様式18の3（改）
	様式７合体版
	基本・様式5〔改〕
	基本・様式5の5（改）【制度・看護合体版】：ADL維持向上等体制加算 23030
	基本・様式6（改）
	基本・様式13の3（改）_0223
	基本･13の3

	基本・様式37
	様式７合体版
	①別添７
	基本・様式2
	基本・様式2の3〔改〕　地域包括診療加算 13010
	基本・様式3
	基本・様式4
	基本・様式4の2
	基本・様式5の3〔改〕
	基本・様式5の4（医療機関褥瘡報告書）
	基本・様式7（改）
	基本・様式8
	基本・様式10の2
	基本・様式10の3（改）
	基本・様式10の5　〔改〕7対1自宅等復帰割合
	基本・様式10の6（改）
	基本・様式10の7　PSW配置加算（精神病棟入院基本料）
	基本・様式10の8〔改〕　（療養・在宅復帰機能強化加算）160224_
	基本・様式10の9 〔復活〕　ＧＡＦ尺度
	基本・様式11
	基本・様式12〔改〕（地域連携診療計画加算）
	基本・様式12の2〔改〕（地域連携診療計画の例）
	基本・様式12の３（有床診入院基本料）
	基本・様式12の4
	基本･12の3

	基本・様式12の5〔改〕　（有床診療所入院基本料・医師配置加算）　160222
	基本・様式12の7
	基本・様式12の８〔改〕（栄養管理実施加算）
	基本・様式12の9〔新〕　有床診療所入院基本料　在宅復帰機能強化加算　11131
	基本・様式12の10〔新〕　有床診療所入院基本料　在宅復帰機能強化加算 11131
	基本・様式13〔改〕（総合入院体制加算）（0224再修正後）
	基本・様式13の2〔改〕
	基本･13の2

	基本・様式15
	基本・様式17
	基本・様式18〔改〕　医師事務作業補助
	基本・様式18の2〔改〕　医師事務作業補助
	基本・様式19
	基本・様式20
	基本・様式22
	基本・様式23〔改〕
	基本・様式23の2
	基本・様式24
	基本・様式24の2
	基本・様式24の3
	基本・様式25
	基本・様式25の2
	基本・様式26の2
	基本・様式27〔改〕　（緩和ケア診療加算）160222
	基本・様式27の2
	基本・様式28
	基本・様式29
	基本・様式30
	基本・様式31
	基本・様式32〔改〕リエゾン
	基本・様式32の3
	基本・様式32の4
	基本・様式34　栄養サポートチーム加算
	基本･34

	基本・様式35
	基本・様式35の2
	基本・様式35の3
	基本・様式36
	基本・様式37の２（褥ハイ報告書）
	基本・様式38
	基本･38

	基本・様式39の3
	基本･39の3

	基本・様式40
	基本･40

	基本・様式40の2
	基本・様式40の3〔改〕（後発医薬品使用体制加算）
	基本・様式40の4〔改〕（病棟薬剤業務実施加算）
	基本・様式40の5〔改〕
	基本・様式40の7〔改〕
	基本・様式40の8〔改〕
	基本・様式40の10（新） 認知症ケア加算1_0209_
	基本・様式40の11新） 認知症ケア加算2_0209_
	基本・様式40の12〔新〕診療体制加算様式
	基本・様式40の13〔新〕精神科急性期医師配置加算
	基本・様式41
	基本・様式42〔改〕
	基本・様式42の2〔改〕
	基本・様式43〔改〕
	基本・様式43の2〔改〕
	基本・様式44〔改〕
	基本・様式45〔改〕
	基本・様式45の2〔改〕
	基本・様式46
	基本・様式47
	基本・様式48
	基本・様式48の2
	基本・様式48の3〔改〕（小児入管・加算）
	基本・様式49
	基本・様式49の２〔改〕
	基本･49の2

	基本・様式49の3
	基本･49の3

	基本・様式49の4
	基本･49の4

	基本・様式49の5〔改〕
	基本･49の5

	基本・様式49の6〔改〕
	基本･49の6

	基本・様式49の7〔改〕　体制強化加算 23020
	基本・様式50〔改〕（自宅等復帰割合・地域包括ケア病棟）
	基本･50

	基本・様式50の2〔改〕（自宅等復帰割合・地域包括ケア病棟入院医療管理料）
	基本･50

	基本・様式50の3
	基本･50の3

	基本・様式51
	基本・様式52
	基本・様式53
	基本・様式54
	基本・様式55
	基本・様式55の２
	基本・様式55の３
	基本・様式56
	基本･56

	基本・様式57
	基本・様式57の2〔改〕
	基本・様式57の3
	基本・様式57の４〔新〕160225_地域移行病棟様式
	基本・様式58









