
『要介護』              令和４年４月1日～

1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担

★看護師による訪問

　 20分未満 　348円 　696円 1,044円 　435円 　870円 1,305円 　523円 1,046円 1,568円

 　30分未満 　523円 1,046円 1,568円 　654円 1,308円 1,962円 　784円 1,568円 2,352円

 　30分以上1時間未満 　913円 1,826円 2,739円 1,141円 2,282円 3,423円 1,370円 2,740円 4,110円

 　1時間以上1時間30分未満 1,251円 2,502円 3,753円 1,564円 3,127円 4,691円 1,877円 3,754円 5,631円

★理学療法士等による訪問

　　20分以上 　326円 　652円 　978円

　　40分以上 　652円 1,304円 1,955円 ←2回分の訪問として算定

　　６０分以上 　881円 1,762円 2,643円 ←3回分の訪問として算定

★訪問ごとの加算

   ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ 　　 7円 　　14円 　　20円

   ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ 　　 4円 　　　７円 　　10円

◆ 該当者に加算（月1回）

　 緊急時訪問看護加算 　639円 1,277円 1,915円

　 特別管理加算（Ⅰ） 　556円 1,112円 1,668円

　 特別管理加算（Ⅱ） 　278円   556円   834円

　 看護･介護職員連携強化加算 　278円   556円   834円

◆ 月1回の加算

　 看護体制強化加算（Ⅰ） 　612円 1,224円 1,835円

　 看護体制強化加算（Ⅱ） 　223円   445円 　　668円

◆ 該当者に加算（該当時のみ）

 　退院時共同指導加算 　668円 1,335円 2,002円

　 初回加算 　334円   668円 1,001円

 　ターミナルケア加算 2,224円 4,448円 6,672円

1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担

　 複数名訪問加算30分未満 　283円   565円   848円   224円   447円   671円

 　複数名訪問加算30分以上 　447円   894円 1,341円   353円   705円 1,058円

 　長時間訪問看護加算　
 　　　　　　(1時間30分以上の訪問）

◆ その他実費

　 エンゼルケア（死後の処置） 　　　　　10,000円　　(時間帯により、深夜4,000円、早朝・夜間2,000円が追加となります)

* 詳細につきましては、ケアマネジャーより渡されるサービス利用票も併せてご覧くださいますようお願いいたします。

* 緊急時訪問看護加算を同意された方で、緊急時訪問をした場合には、諸定の訪問看護料金をいただきます。

* 特別管理加算(Ⅰ)は、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレを使用している状態にある方、

 　留置カテーテルを使用している方が対象となります。

   特別管理加算（Ⅱ）は、在宅酸素療法指導管理などを受けている方、人工肛門や人工膀胱を設置している方が対象となります。

* 特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方は、自己負担額の減免が受けられますので、訪問の際 看護師にご提示ください。

* 交通費に関しては、所定金額に含まれておりますので、別途お支払いいただく必要はございません。

　　（ただし、所定地域を越える場合には料金が発生します。概ね３㎞以上より、１1０円/㎞となります）

　　　

　疑問に感じた点がございましたら、遠慮なくお尋ねください。

　

  334円   668円 1,001円   334円   668円 1,001円

訪問看護料金表（介護保険）

早朝・夜間 深　夜

准看護師による訪問の場合、90/100の金額となります

◆ 該当者に加算（1回につき）

複数名訪問加算（Ⅰ）
看護師２名

複数名訪問加算（Ⅱ）
看護師＋看護補助者

あらかじめ、ｹｱﾌﾟﾗﾝに
計画されている場合に
適応されます



『介護予防』                令和４年４月1日～

1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担

★看護師による訪問

　 20分未満 　336円 　672円 1,008円 　421円 　841円 1,261円 　504円 1,008円 1,512円

 　30分未満 　501円 1,001円 1,502円 　626円 1,252円 1,878円 　751円 1,502円 2,252円

 　30分以上1時間未満 　881円 1,762円 2,643円 1,101円 2,202円 3,303円 1,321円 2,642円 3,963円

 　1時間以上1時間30分未満 1,209円 2,418円 3,627円 1,512円 3,023円 4,534円 1,814円 3,628円 5,441円

★理学療法士等による訪問

　　20分以上 　315円 　630円 　944円

　　40分以上 　630円 1,259円 1,888円 ←2回分の訪問として算定

　　６０分以上 　474円 948円 1,422円 ←3回分の訪問として算定

★訪問ごとの加算

   ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ 　　 7円 　　14円 　　20円

   ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ 　　 4円 　　　7円 　　10円

◆ 該当者に加算（月1回）

　 緊急時訪問看護加算 　639円 1,277円 1,915円

　 特別管理加算（Ⅰ） 　556円 1,112円 1,668円

　 特別管理加算（Ⅱ） 　278円   556円   834円

◆ 月1回の加算

　 看護体制強化加算 　112円   223円   334円

◆ 該当者に加算（該当時のみ）

 　退院時共同指導加算 　668円 1,335円 2,002円

　 初回加算   334円   668円 1,001円

1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担

　 複数名訪問加算30分未満 　283円   565円   848円   224円   447円   671円

 　複数名訪問加算30分以上 　447円   894円 1,341円   353円   705円 1,058円

 　長時間訪問看護加算　
 　　　　　　(1時間30分以上の訪問）

◆ その他実費

　 エンゼルケア（死後の処置） 　　　　　10,000円　　(時間帯により、深夜4,000円、早朝・夜間2,000円が追加となります)

* 詳細につきましては、ケアマネジャーより渡されるサービス利用票も併せてご覧くださいますようお願いいたします。

* 緊急時訪問看護加算を同意された方で、緊急時訪問をした場合には、諸定の訪問看護料金をいただきます。

* 特別管理加算(Ⅰ)は、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレを使用している状態にある方、

 　留置カテーテルを使用している方が対象となります。

   特別管理加算（Ⅱ）は、在宅酸素療法指導管理などを受けている方、人工肛門や人工膀胱を設置している方が対象となります。

* 特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方は、自己負担額の減免が受けられますので、訪問の際 看護師にご提示ください。

* 交通費に関しては、所定金額に含まれておりますので、別途お支払いいただく必要はございません。

　　（ただし、所定地域を越える場合には料金が発生します。概ね３㎞以上より、１1０円/㎞となります）

　　　

　疑問に感じた点がございましたら、遠慮なくお尋ねください。

　

  334円   668円 1,001円   334円   668円 1,001円

訪問看護料金表（介護保険）

早朝・夜間 深　夜

准看護師による訪問の場合、90/100の金額となります

◆ 該当者に加算（1回につき）
複数名訪問加算（Ⅰ）

看護師２名
複数名訪問加算（Ⅱ）
看護師＋看護補助者

あらかじめ、ｹｱﾌﾟﾗﾝに
計画されている場合に
適応されます



令和４年４月1日～

1割負担の方 2割負担の方 3割負担の方

                                             　１日目 　 1,299円 2,598円 3,897円

 　　　　　　　　　　　　　　　　 ２日目以降 　855円 1,710円 2,565円

                                                　週の訪問が4日以上の場合(４日目～7日目)

　955円 1,910円 2,865円

(試験外泊中の訪問) 　850円 1,700円 2,550円

◆ 該当者に加算（月１回）

市町村へ 　150円 　300円 　450円

学校へ 　150円 　300円 　450円

保険医療機関へ 　150円 　300円 　450円

　24時間対応体制加算 　640円 1,280円 1,920円

　特別管理加算① 　500円 1,000円 1,500円

　特別管理加算② 　250円 　500円 　750円

◆ 該当者に加算（該当時のみ）

　退院時共同指導加算 　800円 1,600円 2,400円

　退院支援指導加算       90分未満 　600円 1,200円 1,800円

　　　　　　　　　　　　 　　　　90分以上 　840円 1.680円 2.520円

　特別管理指導加算 　200円 　400円 　600円

　在宅患者連携指導加算(月1回) 　300円 　600円 　900円

　在宅患者緊急時等ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算 　200円 　400円 　600円

  看護・介護職員連携強化加算 　250円 　500円 　750円

　複数名訪問看護加算　　　 (看護師･PT等) 　450円 　900円 1,350円

　　　　　　　　　　 (准看護師) 　380円 　760円 1,140円

　　　　　　　　　　　 (その他職員) 　300円 　600円 　900円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回/日 　300円 　600円 　900円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2回/日 　(その他職員) 　600円 1,200円 1,800円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3回以上/日 1,000円 2,000円 3,000円
　緊急訪問看護加算
　　(医師の指示による緊急訪問)

　長時間訪問看護加算(週1回) 　520円 1,040円 1,560円

　夜間・早朝訪問看護加算
　　(6～8時、18～22時)

　深夜訪問看護加算(22～6時) 　420円 　840円 1,260円

　ターミナルケア療養費１ 在宅等 2,500円 5,000円 7,500円

　ターミナルケア療養費２ 特養等 1,000円 2,000円 3,000円

◆ 特別の訪問看護(保険外）

　90分を越える訪問看護　　30分毎    　2,500円

　時間外・休日料金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈＜基本利用料に下記の料金が追加されます＞

   　4,000円

◆ その他実費

　交通費　　                  １ｋｍ毎  　    110円

  エンゼルケア（死後の処置） 　　10,000円

　 ＜時間帯により、深夜4,000円、早朝・夜間2,000円が追加となります＞

　　　＊特別管理加算①は、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレを使用している

　　　　 状態にある方、留置カテーテルを使用している方が対象となります。

　　　＊１日に2回訪問を行った場合、1割負担の場合　450円、2割負担の場合　900円、3割負担の場合　1,350円。

        １日に3回以上訪問を行った場合、1割負担の場合　800円、2割負担の場合　1,600円、3割負担の場合　2,400円を

　　　　 加算させて頂きます。

　　　＊各種医療扶助の対象者や障害等の医療証をお持ちの方は、上記の自己負担額の減免が受けられますので、訪問の際

　　　　 看護師にご提示ください。

　　　なお、疑問に感じた点は遠慮なくお尋ねください。

　210円 　420円 　630円

訪問看護料金表（医療保険）

　情報提供療養費　

　265円 　530円 　795円

特別な管理を必要とする

方

基本療養費
＋管理療養費


