
訪問看護ステーション ナースであんしん 重要事項説明書-料金表-①（2019/10現在）

訪問看護料金表【介護保険（訪問看護・介護予防訪問看護事業所）】

（非課税）

(単位数)
費用額

（10割分）

利用者負担額

（1割）

□

利用者負担額

（2割）

□

利用者負担額

（3割）

□
20分未満 312 ¥3,556 ¥356 ¥712 ¥1,067 □
30分未満 469 ¥5,346 ¥535 ¥1,070 ¥1,604 □
30分以上１時間未満 819 ¥9,336 ¥934 ¥1,868 ¥2,801 □
１時間以上１時間３０分未満 1,122 ¥12,790 ¥1,279 ¥2,558 ¥3,837 □
リハビリ 20分（297単位） 297 ¥3,385 ¥339 ¥677 ¥1,016 □
リハビリ 40分（297単位×2） 594 ¥6,771 ¥678 ¥1,355 ¥2,032 □
リハビリ 60分（267単位×3） 801 ¥9,131 ¥914 ¥1,827 ¥2,740 □
20分未満 301 ¥3,431 ¥344 ¥687 ¥1,030 □
30分未満 449 ¥5,118 ¥512 ¥1,024 ¥1,536 □
30分以上１時間未満 790 ¥9,006 ¥901 ¥1,802 ¥2,702 □
１時間以上１時間３０分未満 1,084 ¥12,357 ¥1,236 ¥2,472 ¥3,708 □
リハビリ 20分（287単位） 287 ¥3,271 ¥328 ¥655 ¥982 □
リハビリ 40分（287単位×2） 574 ¥6,543 ¥655 ¥1,309 ¥1,963 □
リハビリ 60分（258単位×3） 774 ¥8,823 ¥883 ¥1,765 ¥2,647 □

その他 料金表
（税抜）

 医療保険の場合

 介護保険・実施地域外の場合

 緊急時深夜等の場合 □

 亡くなられた後のお清め料と処置材料費 □

 サービス利用日の前日12:00以降のご連絡 □

 但し、利用者様の容態急変等、緊急でやむを得ない事情がある場合を除く。

□

料金内容

20,000円

 自己負担分 + 2,000円

往復分の

公共交通機関利用料金

タクシー料金

 タクシーを使用しなければならない場合 タクシー料金

 公共交通機関を利用して移動する場合
 自費（保険外）の場合

往復分の

公共交通機関利用料金

□

キャンセル料

交

通

費

内容

＊ 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
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

訪問看護の場合

介護予防訪問看護の場合

理学療法士等による

訪問看護の場合

理学療法士等による

介護予防訪問看護の場合

訪問毎

死後の処置

 公共交通機関を利用して移動する場合

 タクシーを使用しなければならない場合

＊ 深夜（22:00～6:00）の場合                 上記単位数の50％増



訪問看護ステーション ナースであんしん 重要事項説明書-料金表-②（2019/10現在）

訪問看護料金表【医療保険】 （非課税）
 

● 負担割合

□
□
□

● 訪問看護基本療養費（１日につき）

１. 訪問看護基本療養費 (Ⅰ)

イ　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合（ハ）を除く。

(1) 週３日目まで 5,550円 (2) 週４日目以降 6,550円 □
ロ　准看護師による場合

(1) 週３日目まで 5,050円 (2) 週４日目以降 6,050円 □
ハ　悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受け

　　た看護師による場合 12,850円 □
２. 訪問看護基本療養費 (Ⅱ)

イ　保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合（ハ）を除く。

(1) 同一日に２人

①　週３日目まで 5,550円 ②　週４日目以降 6,550円 □
(2) 同一日に３人以上

①　週３日目まで 2,780円 ②　週４日目以降 3,280円 □
ロ　准看護師による場合

(1) 同一日に２人

①　週３日目まで 5,050円 ②　週４日目以降 6,050円 □
(2) 同一日に３人以上

①　週３日目まで 2,530円 ②　週４日目以降 3,030円 □
ハ　悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受け

　　た看護師による場合 12,850円 □
３. 訪問看護基本療養費(Ⅲ) 8,500円 □

● 訪問看護管理療養費

１. 月の初日の訪問の場合

イ　機能強化型訪問看護管理療養費１  12,400円 □
ロ　機能強化型訪問看護管理療養費２  9,400円 □
ハ　機能強化型訪問看護管理療養費３  8,400円 □
ニ　イからハまで以外の場合  7,440円 □

２. 月の２日目以降の訪問の場合（１日につき）  3,000円 □
● 訪問看護情報提供療養費

１. 訪問看護情報提供療養費１  1,500円 □
２. 訪問看護情報提供療養費２  1,500円 □
３. 訪問看護情報提供療養費３  1,500円 □

● 訪問看護ターミナルケア療養費

１. 訪問看護ターミナルケア療養費１  25,000円 □
２. 訪問看護ターミナルケア療養費２  10,000円 □

後期高齢者(75歳以上) 1割 , 現役並み所得者の方は3割

健康保険
国民

健康保険

高齢受給者(70歳～74歳) 2割 , 現役並み所得者の方は3割

一般(70歳未満)  　3割 , 6歳未満は2割                 



訪問看護ステーション ナースであんしん 重要事項説明書-料金表-③（2019/10現在）

訪問看護料金表【自費（保険外）】

【時間単価】
費用額

120分までで終了の場合 60分あたり ¥10,000 □

120分を超えて終了の場合 60分あたり ¥8,000 □

リハビリ 40分 ¥7,000 □

リハビリ 60分 ¥10,000 □
＊ 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

内容
(税別)

訪問看護の場合

理学療法士等による
訪問の場合


