
あげお愛友の里訪問看護ステーション 料金表（ 1 ）   

平成 28年 4月 1日現在 

 介護保険による訪問看護 

・介護予防訪問看護 

医療保険(後期高齢者医療保険 

・健康保険)による訪問看護 

訪問看護 

を利用で 

きる方 

介護保険の被保険者で、要介護・要支

援の認定を受けて主治医が訪問看護

の必要を認めた方 

主治医が訪問看護の必要を認めた方 

① 介護保険の対象でない（非該当）

の方 

② 介護保険の利用対象者のうち、厚

生労働大臣が定めた疾患や状態

の方（がん末期、急性増悪期、精

神疾患など） 

利用料金 (自己負担分) 1 割の方 

20分未満(※)      323円/回 

30分未満        483円/回 

30分以上 60 分未満    849円/回 

60分以上 90分まで   1,164円/回 

＊ 夜間・早朝料金は 1.25倍 

＊ 深夜料金は 1.5倍 

後期高齢者医療保険 

 原則として費用の 1割 

 （一定以上所得の方は、3割） 

健康保険 

 該当保険の自己負担割合分 

 

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

【週 3日目まで】   5,550円/日 

【週 4日目以降】   6,550円/日 

訪問看護基本療養費（Ⅲ）外泊中 

           8,500円/日 

訪問看護管理療養費 

＊月の初日      7,400円 

＊月の 2日以降    2,980円/日 

＊ 夜間・早朝訪問看護加算 2,100円 

＊ 深夜訪問看護加算   4,200円 

※ 1 回の訪問時間は、30分～1時間 30分

が標準 

特別管理加算(Ⅰ)  

気管カニューレ・留置カテーテルを使用し

ている方                521円/月 

特別管理加算(Ⅱ) その他   261円/月 

 

サービス提供体制強化加算 7円/回 

 

特別管理加算(Ⅰ) 

気管カニューレ・留置カテーテルを使用し

ている方               5,000円/月 

特別管理加算(Ⅱ)その他 2,500円/月 

 

 

 



長時間訪問看護加算 

＊特別管理加算の対象者について 90分以上 

の訪問看護を実施した場合   313円/回 

ターミナルケア加算   2,084円/回 

退院時共同指導加算(退院後 1回) 

                       626円 

初回訪問加算(1月につき) 313円 

(退院時共同指導加算を算定しない場合) 

※同意を得られた場合は合算します。 

緊急時訪問看護加算  563円/月 

複数名訪問加算 30分未満 265円/回 

             30分以上 419円/回 

看護・介護職員連携強化加算 261円/月 

長時間訪問看護加算 

＊特別訪問看護指示や特別管理加算の対象

者について90分以上の訪問看護を実施した

場合           5,200円 

ターミナルケア療養  20,000円/回 

退院時共同指導加算    6,000円 

退院支援指導加算   6,000円 

 

 

※同意を得られた場合は合算します。 

24時間対応体制加算  5,400円/月 

複数名訪問看護加算(週 1回) 

           4,300円/回 

その他 エンゼルケア(ご遺体のお世話)： 12,000 円 (自費) 

※ 各種保険のほか、公費負担医療制度もお取り扱いします。 

※ 介護保険では地域区分による 1単位当たりの単価が 10.42円(6 級地)となります。 

※ ご利用に当たって、保険証や医療受給者証などを確認させていただきます。これらの書類に

ついて内容に変更が生じた場合は、必ずお知らせください。 

※ サービス提供時間 : 夜間とは 18 時～22 時、早朝とは 6 時～8 時、深夜とは 22 時～6 時の

提供時間のことです。 

※ 介護保険で 20分未満の利用は、週に 1回以上 20分以上の訪問看護が行われている場合に算

定します。また、計画外の緊急訪問を行った場合は所要時間に応じた所定単位を算定。なお、

特別管理加算の対象の方については一月のうち 2 回目以降には、早朝･夜間･深夜加算がつき

ます。 

※ 准看護師が訪問看護を行った場合は、上記料金（加算以外）より低くなります。 

※ お客様のお住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用はお

客様のご負担になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



あげお愛友の里訪問看護ステーション 料金表（ 2 ）   

平成 28年 4月 1日現在 

 介護保険による訪問看護 

・介護予防訪問看護 

医療保険(後期高齢者医療保険 

・健康保険)による訪問看護 

訪問看護 

を利用で 

きる方 

介護保険の被保険者で、要介護・要支

援の認定を受けて主治医が訪問看護

の必要を認めた方 

主治医が訪問看護の必要を認めた方 

③ 介護保険の対象でない（非該当）

の方 

④ 介護保険の利用対象者のうち、厚

生労働大臣が定めた疾患や状態

の方（がん末期、急性増悪期、精

神疾患など） 

利用料金 (自己負担分) 2 割の方 

20分未満(※)      646円/回 

30分未満        965円/回 

30分以上 60分未満   1,697円/回 

60分以上 90分まで   2,328円/回 

＊ 夜間・早朝料金は 1.25倍 

＊ 深夜料金は 1.5倍 

後期高齢者医療保険 

 原則として費用の 1割 

 （一定以上所得の方は、3割） 

健康保険 

 該当保険の自己負担割合分 

 

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

【週 3日目まで】   5,550円/日 

【週 4日目以降】   6,550円/日 

訪問看護基本療養費（Ⅲ）外泊中 

           8,500円/日 

訪問看護管理療養費 

＊月の初日      7,400円 

＊月の 2日以降    2,980円/日 

＊ 夜間・早朝訪問看護加算 2,100円 

＊ 深夜訪問看護加算   4,200円 

※ 1 回の訪問時間は、30分～1時間 30分

が標準 

特別管理加算(Ⅰ)  

気管カニューレ・留置カテーテルを使用し

ている方               1,042円/月 

特別管理加算(Ⅱ) その他   521円/月 

 

サービス提供体制強化加算 13円/回 

 

特別管理加算(Ⅰ) 

気管カニューレ・留置カテーテルを使用し

ている方               5,000円/月 

特別管理加算(Ⅱ)その他 2,500円/月 

 

 

 



長時間訪問看護加算 

＊特別管理加算の対象者について 90分以上 

の訪問看護を実施した場合   626円/回 

ターミナルケア加算   4,168円/回 

退院時共同指導加算(退院後 1回) 

                       1,251円 

初回訪問加算(1月につき) 626円 

(退院時共同指導加算を算定しない場合) 

※同意を得られた場合は合算します。 

緊急時訪問看護加算  1,126円/月 

複数名訪問加算 30分未満 530円/回 

             30分以上 838円/回 

看護・介護職員連携強化加算 521円/月 

長時間訪問看護加算 

＊特別訪問看護指示や特別管理加算の対象

者について90分以上の訪問看護を実施した

場合           5,200円 

ターミナルケア療養  20,000円/回 

退院時共同指導加算    6,000円 

退院支援指導加算   6,000円 

 

 

※同意を得られた場合は合算します。 

24時間対応体制加算  5,400円/月 

複数名訪問看護加算(週 1回) 

           4,300円/回 

その他 エンゼルケア(ご遺体のお世話)： 12,000 円 (自費) 

※ 各種保険のほか、公費負担医療制度もお取り扱いします。 

※ 介護保険では地域区分による 1単位当たりの単価が 10.42円(6 級地)となります。 

※ ご利用に当たって、保険証や医療受給者証などを確認させていただきます。これらの書類に

ついて内容に変更が生じた場合は、必ずお知らせください。 

※ サービス提供時間 : 夜間とは 18 時～22 時、早朝とは 6 時～8 時、深夜とは 22 時～6 時の

提供時間のことです。 

※ 介護保険で 20分未満の利用は、週に 1回以上 20分以上の訪問看護が行われている場合に算

定します。また、計画外の緊急訪問を行った場合は所要時間に応じた所定単位を算定。なお、

特別管理加算の対象の方については一月のうち 2 回目以降には、早朝･夜間･深夜加算がつき

ます。 

※ 准看護師が訪問看護を行った場合は、上記料金（加算以外）より低くなります。 

※ お客様のお住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用はお

客様のご負担になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             料金表( 3 ) 

●精神科訪問看護療養費 

 精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

  【週 3日まで】 

   ・30 分以上         5,550円 

   ・30 分未満        4,250 円 

  【週 4日目以降】 

   ・30 分以上        6,550円 

   ・30 分未満        5,100 円 

 精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ） 

   外泊中の訪問看護 1回   8,500円 

   ※特別管理加算や厚生労働大臣が定める疾病等の場合は 2回 

 

○精神科緊急訪問加算     1日につき 2,650円 

○長時間精神科訪問看護加算 1回につき 5,200円 

○複数名精神科訪問看護加算  （30分未満を除く） 

  （3回/週、又は回数制限なし）    4,300 円（他の看護師と同時に行う場合） 

○夜間・早朝訪問看護加算       2,100円 

○深夜訪問看護加算          4,200円 

 

 訪問看護管理療養費 

＊月の初日          7,400円 

＊月の 2日以降        2,980円/日 

○24時間対応体制加算      5,400円/月 

○特別管理加算     （Ⅰ）  5,000円 

            （Ⅱ）  2,500円 

○訪問看護ターミナルケア加算  20,000円 

○退院時共同指導加算      6,000 円 

○退院支援指導加算       6,000 円(退院日) 

 

 

 


