
訪問看護料金表（医療保険）

後期高齢者（75歳以上）

高齢受給者（70歳～74歳）

一般（70歳未満）

〈基本利用料金明細〉

1割 2割 3割

週3日目まで ¥5,550 ¥560 ¥1,110 ¥1,670

週4日目以降（厚生労働大臣が定め

る疾病等）看護師の場合
¥6,550 ¥660 ¥1,310 ¥1,970

週3日目まで ¥5,550 ¥560 ¥1,110 ¥1,670

週4日目以降（厚生労働大臣が定め

る疾病等）看護師の場合
¥6,550 ¥660 ¥1,310 ¥1,970

訪問看護基本療養費Ⅲ

（在宅療養に備えた外泊時）

入院中に1回 厚生労働大臣が定め

る疾病等は入院中に2回
¥8,500 ¥850 ¥1,700 ¥2,550

週３日目まで３０分未満 ¥4,250 ¥430 ¥850 ¥1,280

週３日目まで３０分以上 ¥5,550 ¥560 ¥1,110 ¥1,670

週４日目以降３０分未満 ¥5,100 ¥510 ¥1,020 ¥1,530

週４日目以降３０分以上 ¥6,550 ¥660 ¥1,310 ¥1,970

¥1,500 ¥150 ¥300 ¥450

¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350

１日２回 ¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350

１日３回以上 ¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400

¥2,100 ¥210 ¥420 ¥630

¥4,200 ¥420 ¥840 ¥1,260

月の初日 ¥7,440 ¥740 ¥1,490 ¥2,230

2日目以降 ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900

難病等複数回訪問加算
（週４日以上訪問できる方）

1割、現役並み所得者の方は3割

健康保険

国民健康保険

2割、現役並み所得者の方は3割 

3割（6歳未満は2割）

料金
利用者負担

訪問看護基本療養費Ⅰ

（1日につき）

訪問看護基本療養費Ⅱ

（1日につき）

（同一建物居住者）

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ

乳幼児加算（6歳未満）

複数名訪問看護加算（看護師）週１回/１日につき

早朝・夜間加算（6時～8時・18時～22時）

深夜加算（22時～6時）

訪問看護管理療養費
（1日につき）



〈症状によって下記の金額が加算されます〉

1割 2割 3割

¥5,200 ¥520 ¥1,040 ¥1,560

¥2,650 ¥270 ¥530 ¥800

¥5,000 ¥500 ¥1,000 ¥1,500

¥2,500 ¥250 ¥500 ¥750

¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400

¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600

¥6,000 ¥600 ¥1,200 ¥1,800

¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900

¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600

¥25,000 ¥2,500 ¥5,000 ¥7,500

〈希望により契約した場合〉

1割 2割 3割

¥6,400 ¥640 ¥1,280 ¥1,920

¥1,500 ¥150 ¥300 ¥450

退院時共同指導加算（1 月につき）

（利用者の状態に応じ月 2 回を限度）

利用者負担

⾧時間訪問看護加算（週 1 回まで）

（15 歳未満の超重症児または準超重症児は週 3 回まで）

緊急時訪問看護加算（1 日につき）

特別管理加算（1 月につき）    Ⅰ

             Ⅱ

料金

特別管理指導加算

退院支援指導加算（週 4 日以上訪問できる方）

在宅患者連携指導加算（1 月につき）

在宅患者緊急時等カンファレンス加算（1 月につき 2 回）

ターミナルケア療養費

料金
利用者負担

24 時間対応体制加算（1 月につき）

情報提供療養費        （1 月につき）



訪問看護料金表（介護保険）

3級地（府中市） 1単位＝11.05円

〈要介護の方〉

1割 2割 3割

訪問看護Ⅰ１（２０分未満） 313 ¥3,458 ¥346 ¥692 ¥1,038

訪問看護Ⅰ２（３０分未満） 470 ¥5,193 ¥520 ¥1,039 ¥1,558

訪問看護Ⅰ３（３０分以上６０分未満） 821 ¥9,072 ¥908 ¥1,815 ¥2,722

訪問看護Ⅰ４（６０分以上９０分未満） 1125 ¥12,431 ¥1,244 ¥2,487 ¥3,730

〈要支援の方〉

1割 2割 3割

訪問看護Ⅰ１（２０分未満） 302 ¥3,337 ¥334 ¥668 ¥1,002

訪問看護Ⅰ２（３０分未満） 450 ¥4,972 ¥498 ¥995 ¥1,492

訪問看護Ⅰ３（３０分以上６０分未満） 792 ¥8,751 ¥876 ¥1,751 ¥2,626

訪問看護Ⅰ４（６０分以上９０分未満） 1087 ¥12,011 ¥1,202 ¥2,403 ¥3,604

早朝（6:00～8:00）夜間（18:00～22:00） 25％増

深夜（22:00～6:00）                                    50％増         

〈症状によって下記の金額が加算されます〉

1割 2割 3割

特別管理加算（Ⅰ） 500 ¥5,525 ¥553 ¥1,105 ¥1,658

      （Ⅱ） 250 ¥2,762 ¥277 ¥553 ¥829

ターミナルケア加算 2000 ¥22,100 ¥2,210 ¥4,420 ¥6,630

複数名訪問加算（30分未満） 254 ¥2,806 ¥281 ¥562 ¥842

複数名訪問加算（30分以上） 402 ¥4,442 ¥445 ¥889 ¥1,333

⾧時間訪問看護加算
1時間30分を超えた場合

300 ¥3,315 ¥332 ¥663 ¥995

初回加算 300 ¥3,315 ¥332 ¥663 ¥995

退院時共同指導加算 600 ¥6,630 ¥663 ¥1,326 ¥1,989

〈希望により契約した場合〉

1割 2割 3割

緊急時訪問看護加算 574 ¥6,342 ¥635 ¥1,269 ¥1,903

費用

（10割）
単位/回

利用者負担

単位/回

費用

（10割）

利用者負担
単位/回

費用

（10割）

利用者負担

単位/回
費用

（10割）

利用者負担


