
　　　訪問看護(医療保険）　料金表 2021.4

目黒中央訪問看護ステーション

健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等の加入保険の負担割合（１～３割）により算定します。　　　　　　　　　　　　　　　　　
介護保険の要支援・要介護認定を受けた方でも、医療保険に切り替わる場合があります。

金額 利用料

１割負担 ２割負担 3割負担

訪問看護基本療養費（Ⅰ）1日１回につき 週３日まで ¥5,550 ¥555 ¥1,100 ¥1,665

週４日目以降 ¥6,550 ¥655 ¥1,310 ¥1,965

訪問看護基本療養費（Ⅱ）1日につき 週3日まで ¥4,300 ¥430 ¥860 ¥1,290

同一建物内複数利用者に同一日訪問 週４日目以降 ¥5,300 ¥530 ¥1,060 ¥1,590

訪問看護基本療養費（Ⅲ）１日につき　　外泊中の訪問看護 ¥8,500 ¥850 ¥1,700 ¥2,550

訪問看護管理療養費（１日につき）
月の初日 ¥7,440 ¥744 ¥1,488 ¥2,232

２日目以降 ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900

早朝・夜間加算（６～８時　　１８～２２時） ¥2,100 ¥210 ¥420 ¥630

深夜加算（２２時～６時） ¥4,200 ¥420 ¥840 ¥1,260

難病等複数回訪問加算
１日２回の訪問 ¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350

１日3回以上の訪問 ¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400

複数名訪問看護加算

看護師（週１回） ¥4,300 ¥430 ¥860 ¥1,290

准看護師（週１回） ¥3,800 ¥380 ¥760 ¥1,140

看護補助者（週３回） ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900

【その他加算】

金額 利用料

１割負担 ２割負担 3割負担

24時間対応体制加算（月１回） ¥6,400 ¥640 ¥1,280 ¥1,920

情報提供療養費（Ⅰ）　（月１回）　市町村情報提供した場合 ¥1,500 ¥150 ¥300 ¥450

情報提供療養費（Ⅱ）　（月１回）　保険医療機関へ情報提供した場合 ¥1,500 ¥150 ¥300 ¥450

緊急時訪問看護加算（１日につき１回） ¥2,650 ¥265 ¥530 ¥795

特別管理加算（１月につき）
月１回　＊１ ¥5,000 ¥500 ¥1,000 ￥1500

月１回　＊２ ¥2,500 ¥250 ¥500 ¥750

退院時共同指導加算（１月につき） ¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400

　　　　特別管理指導加算（特別管理加算対象者） ¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600

退院支援指導加算（退院日） ¥6,000 ¥600 ¥1,200 ¥1,800

在宅患者連携指導加算（月１回） ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900

在宅患者緊急時等カンファレンス加算（１月につき２回まで） ¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600

ターミナルケア療養費 ¥25,000 ¥2,500 ¥5,000 ¥7,500

長時間訪問看護・指導加算（週1回まで　厚労省定める状態の場合週３回まで） ¥5,200 ¥520 ¥1,040 ¥1,560

＊１　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・留置カテーテルの状態にある方　　　　　　　　　　　　
＊２　在宅酸素指導管理・その他指導管理、人工肛門または人工膀胱、重度の褥瘡の状態にある方等

＊コロナウイルス感染症対策として30回訪問毎に訪問看護感染症対策実施加算（\1500）2021年４月～9月分

利用料その他の費用の額

サービス内容 時間区分 利用料

①訪問看護３０分につき

日中（9～５時） ¥5,000
夜間（６時～１０時） ¥5,500
早朝（６時～８時） ¥6,000
深夜（１０時～６時） ¥6,000

②長時間の訪問看護 ①に準じる
２ｈ（介護保険は1.5ｈ）を超える場合は
①の減算\1000

③日曜・祝祭日　３０分につき ①に準じる ①に加算\2000
④ご遺体のお世話 ¥10,000

⑤訪問看護の往復にかかる交通費
実費相当額（公的交通機関・タクシー
利用の場合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自転車利用の場合１キロメートル\100



訪問看護・介護予防訪問看護（介護保険）　料金表 2021.4

　　　　　目黒中央訪問看護ステーション

訪問看護費
利用者負担の減免、公費負担がある場合などはその負担額によります。

(単位数)
利用料

10割 １割負担 ２割負担 3割負担

指定訪問看護ステーシ
ョンの場合

20分未満 313 ¥3,569 ¥357 ¥714 ¥1,071

30分未満 470 ¥5,358 ¥536 ¥1,072 ¥1,608

30分以上１時間未満 821 ¥9,360 ¥936 ¥1,872 ¥2,808

１時間以上１時間30分未満 1,125 ¥12,825 ¥1,283 ¥2,565 ¥3,848

理学療法士等による訪問の場合（１回につき） 293 ¥3,341 ¥335 ¥669 ¥1,003

指定定期巡回・随時対
応型事業所と連携の場
合

月額包括報酬 2,954 ¥33,676 ¥3,368 ¥6,736 ¥10,103

注　准看護師が指定訪問看護を行った場合　　　　　　　　　　上記単位数の10％減
＊　夜間（18:00～22:00）又は早朝（6:00～8:00）の場合　             上記単位数の25％増
＊　深夜（22:00～6:00）の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記単位数の50％増

【その他加算】

(単位数)
利用料

10割 １割負担 ２割負担 3割負担

複数名訪問加算
30分未満　１回につき
30分以上　１回につき

＋254
＋402

\2895　
\4582

\290　
\459

\579　
\917

\869　
\1375

長時間訪問看護加算 １回につき ＋300 ¥3,420 ¥342 ¥684 ¥1,026

緊急時訪問看護加算 ステーションの場合　1月につき ＋574 ¥6,543 ¥655 ¥1,309 ¥1,963

特別管理加算（Ⅰ） 1月につき ＋500 ¥5,700 ¥570 ¥1,140 ¥1,710

特別管理加算（Ⅱ） 1月につき ＋250 ¥2,850 ¥285 ¥570 ¥855

ターミナルケア加算 死亡月につき ＋2,000 ¥22,800 ¥2,280 ¥4,560 ¥6,840

初回加算 １月につき ＋300 ¥3,420 ¥342 ¥684 ¥1,026

退院時共同指導加算 １回につき ＋600 ¥6,840 ¥684 ¥1,368 ¥2,052

看護・介護職員連携強
化加算

１回につき ＋250 ¥2,850 ¥285 ¥570 ¥855

介護予防訪問看護費
利用者負担の減免、公費負担がある場合などはその負担額によります。

(単位数)
利用料

10割 １割負担 ２割負担 3割負担

指定訪問看護ステーシ
ョンの場合

20分未満 302 ¥3,443 ¥345 ¥689 ¥1,033

30分未満 450 ¥5,130 ¥513 ¥1,026 ¥1,539

30分以上１時間未満 792 ¥9,029 ¥903 ¥1,806 ¥2,709

１時間以上１時間30分未満 1,087 ¥12,392 ¥1,240 ¥2,479 ¥3,718

理学療法士等による訪問の場合（１回につき） 283 ¥3,227 ¥323 ¥646 ¥968

注　同一建物減算　上記単位数の10％減　　准看護師の場合　　上記単位数の10%減
＊　夜間（18:00～22:00）又は早朝（6:00～8:00）の場合　             上記単位数の25％増
＊　深夜（22:00～6:00）の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記単位数の50％増

【その他加算】

(単位数)
利用料

10割 １割負担 ２割負担 3割負担

複数名訪問加算
30分未満　１回につき
30分以上　１回につき

＋254
＋402

\2895　
\4582

\290　
\459

\579　
\917

\869　
\1375

長時間訪問看護加算 １回につき ＋300 ¥3,420 ¥342 ¥684 ¥1,026

緊急時訪問看護加算 ステーションの場合　1月につき ＋574 ¥6,543 ¥655 ¥1,309 ¥1,963

特別管理加算（Ⅰ） 1月につき ＋500 ¥5,700 ¥570 ¥1,140 ¥1,710

特別管理加算（Ⅱ） 1月につき ＋250 ¥2,850 ¥285 ¥570 ¥855

初回加算 １月につき ＋300 ¥3,420 ¥342 ¥684 ¥1,368

退院時共同指導加算 １回につき ＋600 ¥6,840 ¥684 ¥1,368 ¥2,052

コロナウイルス感染症対策として基本報酬の0.1％が上乗せされます（2021年4月～9月）。


