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 ２０１８年８月１８日        
   

    平成３０年度制度改正・報酬改定のポイント 
   ～制度改正等から読み解く訪問看護の本質とは～        

     公益財団法人 日本訪問看護財団 

             常務理事 佐藤美穂子 
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 公益財団法人 日本訪問看護財団の事業ご案内     

１．訪問看護等在宅ケアに関する研修    
（訪問看護eラーニング、各種セミナー等） 

２．訪問看護等在宅ケアに関する運営支援      
（無料電話相談、講師派遣等） 

３．調査研究、訪問看護事業等の運営を 
通した施策提言（４訪問看護ステーションの
直営、研究、国際交流、施策提言等） 

４．訪問看護の調査研究に対する助成 

５．その他必要な事業  
（機関紙「ほうもん看護」の発行、出版および
販売、「訪問看護サミット２０１8」の開催予定
（2018年11月１1日）等） 

１９９４年創立 

日本訪問看護財団HPに掲載 
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年代 社会の課題 地域の看護活動 
～１９２０
年 

・急性伝染病の流行 
・隔離病院の開設 

・助産師が家庭訪問して分娩介助 
・民間経営「慈善看護婦会」が看護師を 
 病院や家庭に派遣して看病 

１９２０年
～ 

・乳幼児死亡の問題 
・関東大震災 

・聖路加病院が母子の家庭訪問を開始 
・済生会病院が被災者の訪問看護 

１９３０年
～ 

・結核が死因の１位 
・精神科疾患、乳児死亡  

保健師による保健活動開始 

１９４０年
～ 

・戦後ベビーブーム ・米国の指導による公衆衛生活動開始 
・保健師による衛生教育・訪問指導 

１９５０年
～ 

・へき地、北海道の無 
 医地区 

保健師の家庭訪問による保健指導 
（開拓保健師、駐在保健師など） 

１９６０年
～ 

・脳卒中が死因の１位 
・国民皆保険制度 
・高度経済成長期 

病院から退院患者への訪問診療や訪問
看護の芽生え 

2025年に75歳以上高齢者 

出生数減少 

      地域の看護活動の変遷と訪問看護制度の創設 



つづき 
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年代 社会の課題 地域の看護活動 
１９７０年
～ 

・高齢者医療費無料化 
・家庭の寝たきり老人 
・病院入院患者に高齢 
 者が増加 

・横浜市で、潜在看護師委託による訪 
 問看護指導開始 
・病院からの訪問看護が徐々に拡大 
・看護協会が実態調査し、制度化の要望 

１９８０年
～ 

 
・高齢者医療費一部負 
 担の導入 
・消費税３％の導入 

・病院からの訪問看護・指導にはじめて 
 診療報酬点数化 
・訪問看護等在宅ケア総合モデル事業 

１９９０年
～ 

・病院内死亡割合増加 
・新たな介護システム 
 の必要 
 

 
 
 
訪問看護ステーションの訪問看護を開始 

２０００年
～ 

・介護保険制度開始 
・消費税８％に引き上げ 
 

 
・訪問看護ステーションの位置付け 
・地域包括ケアシステム 
・看護と介護の一体的提供の推進 

１９８２年老人保健法制定 

１９９２年老人訪問看護制度開始 

１９９４年健康保険法の訪問看護制度開始 

２０００年介護保険法の訪問看護開始 

１９９７年介護保険法制定 

2014年医療介護総合確保推進法 

2017年地域包括ケア強化法 



【厚生労働省】 

 

 

      （老人）訪問看護制度の創設 

●１９８８年、予算を確保し、訪問看護制度創設のモデル 
  事業を全国１１自治体（後に１７自治体）で開始 

※訪問看護従事者の研修を関係看護協会が実施（１２０時間） 

  ➡ナースセンター事業の訪問看護師養成講習会へ発展 

●１９７８年「看護体制の改善に関する報告書」 
 ：在宅ケア体制の確保、看護マンパワーの確保（未就業 
  看護師活用等）、医療情報交換のシステム化等   
●１９８５年「看護制度検討会報告書」：訪問看護師の育成等 
●１９８７年「在宅医療環境整備検討会」：カテーテル交換等の検討 
●１９８７年「国民医療総合対策本部の中間報告」 
 ：良質で効率的な医療、長期入院の是正と在宅医療の推進 
  病院とは独立した訪問看護の創設が急務 

村松静子
氏が「在
宅看護研
究セン
ター」設置 



 
 

      （参考１）訪問看護ステーション創設に向けたモデル事業 

        （委託金は、各モデル実施事業所ごとに１，３５０万円） 
 

 
 
 
 
 

訪問看護の推進のために 
 

訪問看護等在宅ｹｱ総合推進モデル事業における
看護実践とその評価を通して 

 

平成２年１１月 

 
 
 
 
 

社団法人日本看護協会 訪問看護検討委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 

本報告書では、全モデル事業所における看護内容ごとに本
人・家族の自立状況、本人のADL や療養・介護状況の評価

（改善・維持・悪化）事例別の評価、コーディネーターの役割
等を報告した 

（報告書） 



（参考２）日本看護協会訪問看護開発室の活動 

モデル事業の実態調査から報告書「訪問看護の推進のために」を
作成した（１９９０年） 

 

  対象者が在宅で主体性をもって健康の自己管理と必要な
資源を自ら活用し、生活の質を高めることができるようにな
ることを目指し、訪問看護従事者によって、健康を阻害する
因子を日常生活の中から見出し、健康の保持、増進、回復
を図り、あるいは疾病や障害による影響を最小限に留める。 

  また、安らかな終末を過ごすことができるように支援する。 

  そのために具体的な看護を提供したり指導をして、健康や
療養生活上の種々の相談にも応じ、必要な資源の導入・調
整をする。 

報告書では「訪問看護の目的」を提示した QOL 

QOＤ  



（参考３）老人訪問看護制度の具体化で看護の主張 

●訪問看護指示書について 
  日本看護協会は、「医師の指示」ではなく「医師の依頼」に変 
  更すべきと主張した。 
  「診療の補助」は医師の指示を受けるが、「療養上の世話」に 
  ついては指示は必要ないとした。そこで厚生労働省は次のよ 
  うに破線を入れて調整した。      

 

留意事項及び指示事項 
Ⅰ療養生活上の留意事項 
 
 
Ⅱ１・リハビリテーション 
  ２．褥瘡の処置等 
  ３．装着・使用医療機器等の操作援助・管理 
  ４．その他 
 
 

訪問看護の利用者
は「主治医が治療
の必要の程度につ
き認めたものに限
る」となり、訪問看
護の導入には、す
べてに指示書を要
する制度となった 

（訪問看護指示書の一部） 



 指定訪問看護の制度（法的根拠） 

◆健康保険法の訪問看護の定義 

  疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者（主
治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適
合していると認めたものに限る。）について、その者の居宅において看護師
その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な
診療の補助をいう。 

 
◆介護保険法の訪問看護の定義 

  要介護者（主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定
める基準に適合していると認めたものに限る。）について、その者の居宅に
おいて看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世
話又は必要な診療の補助をいう。 

 
◆介護保険法の介護予防訪問看護の定義 

  居宅要支援者（主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令
で定める基準に適合していると認めたものに限る。）について、その者の居
宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定
める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話
又は必要な診療の補助をいう。 
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        訪問看護ステーションの概要 

・実施者：医療法人、営利法人等（都道府県知事等の指定事業者で保険医療 

      機関ではないが、みなし医療機関で公費負担医療制度の適応あり） 

 

・従業者：看護職（保健師、助産師（医療保険のみ）、看護師、准看護師）を２．５ 

      人以上配置し、看護師又は保健師が管理者となる。 

               ※理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を適当数配置できる。 

 

・業 務：①医師の指示書に基づく訪問看護 

       ②居住系施設と契約による健康管理（介護保険）も行うことができる 

 

・特 徴：地域に開かれた、独立した訪問看護事業所 

 

・収 入：介護保険制度の介護報酬 

       医療保険制度（介護保険制度以外）の診療報酬（訪問看護療養費）  

        ※利用者が支払う利用料（かかった費用の１０～３０％）   

10 
２０１８年８月１日より、介護保険の被保険者証で３割負担の表示が始まった 
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介護サービス利用の３割負担について（８月１日より） 



介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成３０年６月２９日） 
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 指定申請に係る改正（抜粋）     ※施行は１０月１日      

１指定申請者の定款・寄付行為・条例等の提出 ⇒ 
 直近の登記事項証明書のみで確認 
 
２訪問看護ステーションの管理者の経歴提出 ⇒削除  
 
３役員の氏名、生年月日及び住所の提出 ⇒削除 
 代表者が誓約書にて制約することで確認 
 
４資産の項目⇒ 削除 
 
５申請に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項 ⇒削除 
 



（参考）介護報酬、診療報酬改定の方針となっている 
「地域包括ケアシステム」とは 

「地域の実情に応じて、 

高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域で 

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが 

できるよう、 

医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状 

態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状 

態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、 

住まい及び自立した日常生活の支援が 

包括的に確保される体制をいう。 

13 
資料：「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条」 



  地域包括ケアから地域共生社会の実現に取り組む必要性 
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戦後ベビーブーム世代が７５歳以上となる２０２５年から２０４０年
を乗り切るためには、介護保険制度や医療保険制度の改正、報
酬改定による給付の抑制、介護職員の処遇改善加算などの対応
だけでは困難である。 
 

各地域では、人口の年齢構造や保健・医療・福祉・介護などの社
会資源の整備状況、地域の産業、文化などに特徴がみられる。 
 

そのため地域包括ケアシステムは、国の一律の仕組みではなく、
市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域特
性に応じて作り上げていく必要がある。 
 

さらに、要介護状態になる前の健康な高齢者の介護予防も含め、
乳幼児、児童、子育て中の親、障害者に広がり、さらに災害等を
含めた地域づくりへと概念が拡大している。 

        ➡「地域共生社会」の実現へ 



 医療介護総合確保推進法のスケジュールと平成３０年報酬改定 
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平成26年度（2014） 平成27年（2015）  平成28年度（2016）  平成29年度（2017）  平成30年度 

第6次医療計画（2013年4月から2018年3月末）                                第7次医療
計画開始 
2018年4月～ 
 
 

地方自治体では地域医療構想（ビジョン）の策定 
（2025年の医療需要、めざすべき医療提供体制を実現するための施策） 

   

第5期介護保険事業計画 
2012年4月～2015年3月 

第6期介護保険事業計画 
2015年4月～2018年3月 

第7期介護

保険事業計
画開始 
2018年4月～ 
 

地域支援事業による在宅医療・介護連携、地域ケ 
ア会議、認知症施策（初期集中支援チーム、新総 
合事業等介護サービスの充実 

 診療報酬改定  診療報酬改定 診療報酬改定 

 介護報酬改定 介護報酬改定 

新しい基金の都道府県計画策定と事業の実施： 
病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、介護基盤・人材の事業（2015年より追加）  

新オレンジプラン 

障害報酬改定 
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非該当 

後期高齢者医療広域連合 

 
各種保険者等 

居宅介護支援事業所 

(ケアプラン作成) 
地域包括支援センター 

（介護予防ケアプラン作成） 

指
示
書 

計
画

報
告 

  
 

 

医療保険給付対象 
 ①40歳までの医療保険加入者 

 ②40歳以上65歳未満で16特定疾病 

 以外の方 

③40才以上65才未満の16特定疾病    

 及び65才以上の方で、要支援・要介 
 護に該当しない方 

④要支援・要介護者のうち 

  ●末期の悪性腫瘍等厚生労働大臣が 
  定める疾等 

 ●精神科訪問看護の方 

 ●急性増悪期等の方（特別指示期間） 

 

    

審査判定 

 要支援1 

 要支援2 

 要介護1 

 要介護2 

 要介護3 

 要介護4 

 要介護5 

介護保険の
サービスは利
用できない(非
該当） 

認定 

             訪問看護ステーション 

利
用
者
の
直
接
申
込
も
可
能 

自
己
作
成
の
ケ
ア
プ
ラ
ン 主 治 医 

(介護予防) 訪問看護費 訪問看護療養費 訪問看護療養費 

(指定居宅サービス事業者) 

(指定介護予防サービス事業者) (公費負担医療制度の指定医療機関）  (指定訪問看護事業者) 

利  用  者（介護保険法が優先する） 
 申

請 

申
込 

情報提供 

報
告 

計
画 

指
示
書 

介護保険給付対象 

連
携 

介護保険制度 

 

後期高齢者医療制度 

市町村長 

介護保険で対応 

医療保険で対応 

情報提供 

健康保険法等医療保険制度 公費負担医療
制度 

訪 
問 
看 
護 

各種保険組合 

医
療
は
一
定
期
間
の
範
囲
・疾
病
の
給
付 

介
護
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
範
囲
で
療
養
生
活
の
給
付 



       平成３０年度介護報酬改定について 
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◆介護報酬改定率：＋０．５４ 
 

◆基本方針 
  １．地域包括ケアシステムの推進 
 ２．自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現 
 ３．多様な人材確保と生産性の向上 
 ４．介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保  
 

◆訪問看護サービスの報酬改定 
 １．在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応の 
   強化 
 ２．ターミナルケアの充実 
 ３．複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し 
 ４．訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し 
 ５．報酬体系の見直し 
 ６．同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬 
 ７．その他 



（参考）訪問看護費の改定の概要 

基本報酬 
イ：訪問看護ステーション 
ロ：病院・診療所（みなし指定） 
 
ハ：定期巡回・随時対応型訪問 
   介護看護との連携型訪問 
   看護事業所 

加算 
・夜間・早朝加算、深夜加算 
・複数名訪問加算 
・長時間加算 
・緊急時訪問看護加算 
・特別管理加算 
・初回加算 
・退院時共同指導加算 
・看護・介護職員連携強化加算 
 （※要介護者のみ） 
・ターミナルケア加算 
 （※要介護者のみ） 
・サービス提供体制強化加算 
・看護体制強化加算 
・特別地域加算 
・中山間地域等の加算 
・同一建物等居住者等の減算 
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・訪問看護の引上げ 
・介護予防訪問看護の引下げ 
・理学療法士等の訪問単価の引下げ 
・精神科訪問看護は医療保険 

看護補助者の新設 

報酬引上げ等 

要件見直し、ターミナルケ
ア件数による報酬新設 

要件の見直し 

要件見直し 
※赤字・アンダーラインは改定項目 



  訪問看護ステーション利用者の介護度別利用者と割合の推移  
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第150回介護給付費分科会資料 



訪問看護時間区分  改定前 訪問看護費 介護予防 
訪問看護費 

２０分未満 310単位 311単位 300単位 

３０分未満 463単位 467単位 448単位 

３０分以上１時間未満 814単位 816単位 787単位 

１時間以上 
１時間３０分未満 

1,117単位 1,118単位 1,080単位 

理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士の
訪問 

１回（２０分以
上）：３０２単位
（６回／週まで） 

１回（２０分以
上）：２９６単位 
（６回／週まで） 

１回（２０分以
上）：２８６単位 
（６回／週まで） 

 訪問看護費の報酬体系の見直し 

   イ 訪問看護ステーションの（介護予防）訪問看護費 

※准看護師の場合は単位数の９０/１００ 
21 



  
  

訪問時間区分  改定前  
  

訪問看護費  
   改定後   

 介護予防訪問看護 
        改定後 

20分未満  262単位 263単位 253単位 

30分未満 392単位 396単位 379単位 

30分以上 
1時間未満 

567単位 569単位 548単位 

1時間以上 
1時間30分未満 

835単位 836単位 807単位 

ロ 病院・診療所（みなし指定）からの訪問看護費・介護予防訪問看護費 

ハ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を行う場合 
  ： ２，９３５単位／月（改定なし） 

※准看護師の訪問が１月に１件でもある場合は単位数の９８/１００ 

※准看護師の場合は単位数の９０/１００ 
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（介護予防）訪問看護費（基本報酬）の主な改定項目 
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◆同一建物等居住者に訪問看護を提供する報酬（介護予防含む）  
   
  ①訪問看護ステーション及びみなし指定の病院・診療所の建物と、同一敷 
   地内建物等に居住する利用者は９０／１００ 
  ②同一敷地内建物等で、５０人以上に訪問看護を行う場合は８５／１００ 
  ③上記以外の範囲に所在する同一建物に１月当たり２０人以上の利用者 
    に訪問看護を行う場合は９０／１００  
  ④訪問看護と介護予防訪問看護の利用者は合わせて算出する。 
  ※1日ごとの利用者の合計数／当該月の日数≒50人以上（小数点以下 
   切捨て） 

      改定前（同一建物等の範囲）           改定 

（養護・軽費・有料）老人ホーム、サービスつ
き高齢者向け住宅 

・同一建物の定義を削除 

・同一敷地内建物等（同一の敷地内
若しくは隣接する敷地内の建物、同
一の建物等） 



24 

第150回介護給付費分科会資料 



25 

第150回介護給付費分科会資料 



26 

◆訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し 
 
●理学療法士等の訪問は看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心 
  としたものである場合に、看護職員に代わり訪問させるという位置づけの 
  ものであるが、看護職員と理学療法士等の連携が十分でない場合がある 
  ことを踏まえて評価を見直す（引き下げ）。   
 
●算定要件等 
ア 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者に 
  実施した看護（看護業務の一環としてのリハビリテーションを含む）の情報 
  を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書及び訪 
  問看護報告書について、連携して作成すること。 
イ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービス 
  の利用開始時や利用者の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員に 
  よる訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学 
  療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリ 
  テーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪 
  問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとする。 



理学療法士等と看護師がケア目標を共有し各専門性を発揮！ 
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★看護・リハ内容等情報共有 
★連携して計画書・報告書を作成・共有 

★定期的な看護職員による訪問、評価 
（訪問看護の利用開始時、利用者の状態の変化時等） 

★訪問看護ステーションでは、理学療法士等の訪問は、看護業務の一環としての 
 リハビリテーションを中心としたものであり、看護職員の代わりにさせる訪問である 
 ことを利用者に説明し同意を得ること 

計画書・報告書 



「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する 
基準について（通知）」の改正（抜粋） 
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• 訪問看護計画書及び報告書は書面又は電子的な方法によ
り提出できる（厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を遵守） 

 

• 理学療法士等の訪問は看護業務の一環としてのリハビリ
テーションを中心としたものである場合に看護師の代わりに
訪問させるものであること 

 

• 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者につい
ては、訪問看護計画書等は一体的に含むものとして看護職
員と理学療法士等が連携して作成すること 

 



理学療法士等による訪問について（Q&A：２０１８年３月２３日） 

• 計画書・報告書の取り扱い通知に準じて作成し、異なる様式で作
成しても他職種による記載内容を踏まえて作成のこと 

• 具体的な連携の方法は「連携の手引」を参考にすること 

• 複数訪問看護事業所から訪問看護を受けている場合は、計画書
等を相互に送付し共有、カンファレンス等で情報共有した場合は
記録に残すこと 

• 看護職員は初回訪問（歴月で２月訪問看護を受けてない場合）は
原則とし、少なくとも概ね３か月に１回程度は訪問し利用者の状態
の適切な評価。必ずしもケアプランに位置づけ訪問看護費の算定
までを求めるものではないが、その場合は訪問日、訪問内容等を
記録すること 

• 平成３０年４月以前より理学療法士等の訪問だけで３か月間に１
度も看護職員の訪問がない場合は速やかに当該事業所の看護
職員の訪問により適切な評価を要すること 

• 看護職員の代わりに理学療法士等を訪問させるものであることの
同意は方法を問わないが記録等に残すこと。すでに理学療法士
等による訪問看護利用者も含めて速やかに同意を得ること。 
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訪問看護計画書・訪問看護報告書等（主な改定部分） 
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■衛生材料等が必要な処置の有・無 
   処置の内容、衛生材料（種類・サイズ）等、必要量 
■備考 （特別な管理を要する内容、その他留意事項等） 
■ 
 
 

作成者① 氏名： 職種：看護師・保健師 

作成者② 氏名： 職種：理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

１．訪問看護計画書について 

２．訪問看護報告書について 

■理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護を実施した場合は◇ 
■衛生材料等の使用量及び使用状況（※医療と同様） 
■衛生材料等の種類・量の変更（※医療と同様） 
■特記すべき事項 
■ 

作成者① 氏名： 職種：看護師・保健師 

作成者② 氏名： 職種：理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

３．訪問看護記録書について 

■訪問看護師等氏名    訪問職種  保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 



訪問看護費の加算の見直し 

イ 所要時間が３０分未満の場合 ２０１単位／１回  

ロ 所要時間が３０分以上の場合 ３１７単位／１回 
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◆複数名訪問加算（介護予防含む） 
別に厚生労働大臣が定める基準において、同時に複数の看護師等が１人
の利用者に計画的に訪問看護を行ったときに、2人目の従事者の所要時間
により加算する。 
医療保険の看護補助者を介護保険でも複数名加算の従事者とする。 
※訪問看護ステーションと病院・診療所は同一単価、看護師等と准看護 
  師も同一単価である。 

イ 所要時間が３０分未満の場合 ２５４単位／１回  

ロ 所要時間が３０分以上の場合 ４０２単位／１回 

複数名訪問看護加算（Ⅰ）：：複数の看護師等との同時訪問 

   複数名訪問加算（Ⅱ）  ：看護補助者との同時訪問 

複数名訪問加算（Ⅰ） 

新 



看護補助者の複数名加算について（Q&A：２０１８年３月２３日） 

• 看護補助者は看護師等（理学療法士等含む）の指導の下に、
看護業務の補助を行う者。主に訪問看護を提供するものが
基本サービス費を算定する 

• 指定基準の人員には含まれないので看護補助者が変わっ
ても変更届は必要ない 

• 秘密保持や安全等の観点から事業所において研修を行うこ
とが重要である 

• 複数名加算（Ⅰ）又は複数名加算（Ⅱ）は同一日・同一月でも
ケアプランに位置づけていれば算定可。回数に上限はない 
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【参考】 費用の額の算定に関する留意事項通知より 
  〇看護業務の補助とは、療養生活上の世話（食事、清潔、排泄、入浴、移動等）の 
          他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等 
  〇資格は問わないが秘密保持や安全等の観点から訪問看護事業所に雇用されて 
   いること 
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 在宅における中重度の要介護者等の療養生活に伴う医療ニーズへの対応 
の強化を図る 
 

●月の変動による影響を抑えるため、現行３か月である算定者 
 割合の算出期間を見直すとともに、ターミナル体制の充実を図 
 るためターミナルケア加算の算定者が多い場合の新たな区分 
 を設定するなど 
  
●その際、地域における訪問看護体制整備の取組の推進を図 
 るために、医療機関と訪問看護ステーションが相互に連携す 
 ることを明示する（医療機関と連携のもと、看護職員の出向や 
 研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の 
 向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する 
 取組を実施していることが望ましい） 

◆看護体制強化加算の見直し（介護予防含む） 
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次に掲げる基準のいずれにも適合すること（届出制）。算定には利用者の同意が必要 

① 算定日が属する月の前６月間において、指定訪問看護事業所における 
 利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割 
 合が100分の50以上であること。 
② 算定日が属する月の前６月間において、指定訪問看護事業所における利
用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分
の30以上であること。 
③ 算定日が属する月の前12月間において、指定訪問看護事業所における
ターミナルケア加算を算定した利用者が５名以上であること。 

 

看護体制強化加算（Ⅱ）：３００単位／月(訪問看護） 

      看護体制強化加算（Ⅰ）：６００単位／月(訪問看護） 

①、②の要件に③のターミナルケア加算の算定利用者が１名以上の場合 

新 
※訪問看護は（Ⅰ）または（Ⅱ）のいずれかの届け出 
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看護体制強化加算：３００単位／月（介護予防訪問看護） 

①、②の要件（③のターミナルケア加算の算定は非該当） 



（参考）看護体制強化加算を算定する場合の算出方法 
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  10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 

利用者 Ａ氏 ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ① ◎ ① ② ◎ ① ② 

     Ｂ氏 ◎ ◎ ◎ ◎ （入院） （入院）  ◎      ② 

     Ｃ氏   ◎ ◎ ◎ ◎ ①      

     Ｄ氏     ◎ ◎ ◎ ① ◎ ① ② ◎ ① ② 

     Ｅ氏       ◎ ① ◎ 

                                       4月分の加算 5月分の加算 

 
●算出期間の変更により、新たに届け出る必要がある。 
○看護体制強化加算は４月15日以前に届け出ると5月分から請求できる。    

 

【４月分看護体制強化加算算定の算出例】 
◎実利用者数：５人 (2017年10月～2018年3月の間)  

  
  ①「緊急時訪問看護加算」算定実利用者：４人     ①の占める割合４／5＝８０％＞５０％ 
 ②特別管理加算」算定実利用者：２人          ②の占める割合２／5＝４０％＞３０％   
 
  ③ターミナルケア加算」の算定が前12月間に6人    ③ ６人＞5人 
 

        ◎：利用あり ①緊急時訪問看護加算算定あり ②特別管理加算算定あり 
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在宅における中重度の要介護者等の療養生活に伴う医療ニーズへの対応
の強化 
 
●２４時間体制にある訪問看護事業所をさらに評価する 
●早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算については、２回目以降の緊急 
 時訪問において、特別管理加算算定者に限り算定できることになっていた 
 が、対象者が拡大された 

１月以内の２回目以降の緊急時訪問ついては、訪問看護に係る
早朝・夜間加算（２５／１００）、深夜加算（５０／１００）を算定する 

     指定事業所   改定前 改定後 差額 

訪問看護ステーション ５４０単位 ５７４単位 ＋３４単位 

みなし指定病院・診療所 ２９０単位 ３１５単位 ＋２５単位 

◆緊急時訪問看護加算の見直し（介護予防含む） 
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       ターミナルケアの充実（通知改正） 

 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや訪問看護と他の介護関係者との 
連携をさらに充実させる観点から、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセ 
スに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを明示する。 

   
 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する 
  ガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人と話し合いを行い、 
  利用者本人の意思決定を基本に、他の医療及び介護関係者と 
  の連携の上、対応すること 
  
 ・ターミナルケアの実施にあたっては、居宅介護支援事業者等と 
  十分な連携を図るように努めること 
 
※厚労省の検討委員会で２０１７年度に当該ガイドライン及び解説編の改訂が行われた。 
  例えば、名前は「医療・ケアの決定プロセス」と改訂、「患者」は、「本人」に改訂、  
 「病状」は「心身の状態」に改訂された。 



人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する 
  ガイドライン（あり方から抜粋） 

• 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされること 

• それに基づいて本人が医療・ケアチームと十分な話し合いを行うこと 

• 本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医
療・ケアを進めることが最も重要な原則 

• 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をそ
の都度示し、伝えられるような支援、本人は特定の家族等を自らの意思
を推定する者として前もって定めておくことも重要 

• 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分
に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医
療・ケアを行う 

• 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は対象ではない 
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     在宅看取りにおける訪問看護師の役割 

本人より家族の意思で決まりやすい看取り場所 

※平成16年度老人保健健康増進等事業「訪問看護利用者における終末期ケアに関する調査」 

 （財団法人医療経済研究機構）のデータをもとに厚生労働省において作成されたもの 

M/標準 

M/標準 

M/標準 

M/標準 

M/標準 

M/標準 

M/標準 

M/標準 

M/標準 

M/標準 

M/標準 

M/標準 

M/標準 M/標準 M/標準 M/標準 M/標準 M/標準 M/標準 M/標準 

無回答(N=151人) 

本人、家族とも不明(N=891人) 

本人、家族のいずれにも在宅希望なし(N=952人) 

家族のみ在宅希望(N=613人) 

本人のみ在宅希望(N=464人) 

本人・家族ともに在宅希望(N=1,179人) 

入院死亡(N=2,302人） 

在宅死亡（N=1,948人) 

41 

 
 
 
 
・症状の観察 
・療養上の看護 
・医療的処置 
・緩和ケア 
・家族支援 
・多職種間の連携 

※プロセスの共有 
と合意形成への
働きかけ 
 
心地よさと尊厳 
 が守られる環境 
 整備 
 ⇒笑顔の思い出 
 （グリーフケア） 
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資料（抜粋）：厚生労働省「認知症の人の日常生活における意思決定支援ガイドライン」H３０.６．２２ 



その他、訪問看護費関連の改定項目 
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◆看護職員による居宅療養管理指導 
 ・算定実績を踏まえ、６か月の経過期間を設けて廃止する  

◆「退院時共同指導加算」の算定 
 ・病院、診療所、介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院中又は入 
  所中の者が退院（所）に当たり１回（特別な管理を必要とする者は２回） 

◆支給限度額管理の対象外の算定項目 
 ・事業所と同一建物等の利用者に係る訪問看護（減算前の単位数で管理） 
  中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する 
  者へのサービス提供加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、 
  ターミナルケア加算、サービス提供体制強化加算  

◆訪問看護指示書の交付（介護報酬による訪問看護指示加算） 
 ・介護老人保健施設及び介護医療院は退院（所）時に訪問看護指示書を 
   交付できる（ただし特別訪問看護指示書は交付できない）  

２０１８年９
月末廃止 



44 

【参考】 居宅介護支援（改定のあらまし） 
●管理者を主任ケアマネジャーとする（経過措置3年）（省令改正） 
●特定事業所集中減算から訪問看護等医療系サービスの除外 
●基本報酬の引き上げ（40未満を基本（Ⅰ）に、60未満（Ⅱ）、60以上（Ⅲ）） 
●末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント 
 ・サービス担当者会議の招集を不要とする（省令改正） 
 ・ターミナルケアマネジメント加算：４００単位／月 
 頻回な訪問により把握した心身の状況等の記録及び医師や居宅サービ 
 ス事業者への情報提供を評価（24時間体制、死亡日含め15日以内に2回 
 在宅訪問し利用者支援及び医師、サービス事業者への情報提供） 
●入院時情報連携加算（通知改正） 
 医療機関との連携強化の評価（入院時担当介護支援専門員の氏名等 
 の提供、入院3日以内の情報提供、利用者情報の様式例を示すなど） 
●退院・退所加算の引き上げ（カンファレンス参加を上乗せ評価等） 
 初回作成ケアプランの手間を評価、医療機関等との連携回数（3回まで） 
 に応じた評価 
●特定事業所加算（Ⅳ）（医療機関との総合的な連携）を新設 
 医療機関等との連携35回以上・ターミナルケアマネジメント加算5回以上／年 
●生活援助中心型訪問介護で訪問回数が多いケアプランの市町村へ届出  



【参考】 新設された「介護医療院」の人員配置等 
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● ２０１７（平成２９）年度末で廃止される介護療養型医療施設等の受け皿 
    新施設（居住系介護施設（自宅と同等）であり、医療法上は医療提供施設） 
● 介護医療院（Ⅰ型）：介護療養病床（療養機能強化型）、（Ⅱ型）：老健施設相当以上 
   療養棟、療養室（定員4名以下）単位でもサービス可 
※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長すること 
※ ２０１８（平成３０）年度からの第７期介護保険事業計画には当該サービス量等を 
   見込む 

人員配置 類型（Ⅰ型） 類型（Ⅱ型） 

医師  ４８：１ １００：１ 

薬剤師 １５０：１ ３００：１ 

看護職員   ６：１（報酬上は、うち看護師２以上の評価）   ６：１ 

介護職員   ５：１   ６：１ 

リハビリ職 適当数 同左 

栄養士 定員１００以上で１以上 同左 

介護支援専門員 １００：１（１名以上） 同左 

主な人員配置基準について 



平成３０年度診療報酬改定について 
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〔基本となる考え方〕 

（１）地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、 

  連携の推進（質の高い在宅医療・訪問看護の確保） 

（２）新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の 

  高い医療の実現・充実（小児医療、遠隔診療の評価） 

（３）医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進 

（４）効率化・適性化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上  

 

〔改定率〕 
◆診療報酬(本体）＋０．５５％ （医科＋０．６３％、調剤＋０．１９％） 
◆薬価改定     ▲１．６５％ 

◆材料価格改定  ▲０．０９％   



主な訪問看護に係る改正・改定項目 

●入退院（所）時の医療機関等と訪問看護との連携  

● 訪問看護ステーションと関係機関の連携強化  

● 喀痰吸引等を実施する介護職員等との連携の推進  

● 地域支援機能を有する訪問看護ステーションの評価  

● 複数の実施主体による訪問看護の連携強化  

● 機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し  

● ２４ 時間対応体制の評価の見直し  

● 理学療法士等の訪問看護の適正化  

● 複数名による訪問看護の見直し  

● 精神科訪問看護基本療養費（Ⅱ）の廃止  

● 精神障害を有する者への重点的支援  

● 医療的ケアが必要な児への対応の評価  

● 過疎地域等の訪問看護の充実  

● 連携する医師による訪問看護指示の見直し 

●ターミナルケア療養費の評価・見直し 
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        （参考）訪問看護療養費の改定の概要 

１-１） 訪問看護基本療養費（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ） ＋加算 
●特別地域訪問看護加算●緊急訪問看護加算●難病等複数回訪問看護加算●長時間
訪問看護加算●乳幼児加算●複数名訪問看護加算●夜間・早朝、深夜訪問看護加算 
●同一建物居住者訪問看護減算 

２）精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）、（Ⅲ）、（Ⅳ） ＋加算（※１-１）の乳幼児加算除く） 
●複数名精神科訪問看護加算●精神科複数回訪問看護加算 

２訪問看護管理療養費＋加算 
機能強化型訪問看護管理療養費１、 機能強化型訪問看護管理療養費２ 
機能強化型訪問看護管理療養費３ 訪問看護管理療養費 

●退院時共同指導加算●２４時間対応体制加算●退院支援指導加算●在宅患者連携
指導加算●在宅患者緊急時等カンファレンス加算●特別管理加算●看護・介護職員連携 
強化加算●精神科重症患者支援管理連携加算（精神科のみ） 

３．訪問看護情報提供療養費（１）、（２）、（３） 

４．訪問看護ターミナルケア療養費（１）、（２） 
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（Ⅰ）・（Ⅱ）のハの要件見直し 

（Ⅱ）の廃止 

２４時間連絡体制加算の廃止 

情報提供先の拡大 

※赤字・アンダーラインは改定項目 

提供先の体制による評価 

新設 
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◆訪問看護基本療養費「ハ」の改定 
悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状
態にある利用者（在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合は真皮までの
褥瘡の状態にある利用者）又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびら
ん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態で管理困難な場合に、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
けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師等又は病院・診療所の看
護師等（訪問看護を担う）と、主として同行訪問により同一日に共同して訪問看
護を行った場合に算定する。 
※ABCD-Stoma（ストーマ周囲皮膚障害の重症度スケール）において、A（近接部）B（皮膚保護剤部） 
 C（皮膚保護剤外部）の３つの部位のうち1部位でもびらん、水泡、・膿疱又は潰瘍・組織増大の状 
 態が１週間以上継続している、もしくは２か月以内に反復している状態の利用者 

 
報酬 改定前 改定 

訪問看護ステーション 
     １２，８５０円 

緩和ケア又は褥瘡ケア
に係る専門の研修を受
けた看護師による場合 

緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門
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 

（参考）病院・診療所 
      １，２８５点 

同上 同上 

訪問看護基本療養費の改定 
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◆特別地域訪問看護加算の要件の緩和等 
・別に厚生労働大臣が定める地域以外に所在する訪問看護ステーションの 
 看護師等が１時間以上かけて訪問し当該地域に居住する利用者に対して訪 
 問看護を行う場合、「特別地域訪問看護加算」算定可とする   
 
（参考）過疎地域等における医療機関からの在宅患者訪問看護・指導料に「特 
    別地域訪問看護加算」の新設  

訪問看護基本療養費の加算の改定 

改定前 改正 

訪問看護ステーション 
 
訪問看護基本療養費の 
５０／１００相当額を加算 

別に厚生労働大
臣が定める地域
に所在する訪問
看護ステーション 

イ．別に厚生労働大臣が定める地域 
  に所在する訪問看護ステーション 
ロ．別に厚生労働大臣が定める地域外 
  に所在する訪問看護ステーション 

（参考）病院・診療所 
特別地域訪問看護加算 
５０／１００相当額を加算 

なし イ．別に厚生労働大臣が定める地域に 
  所在する保険医療機関 
ロ．別に厚生労働大臣が定める地域外 
  に所在する保険医療機関 
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◆長時間訪問看護加算を週３日算定可能な対象者の見直し 
 医療的ケアが必要な児への長時間の訪問看護を評価し、週３日算定可能 
 な対象に加える。 
【別に厚生労働大臣が定める者：算定対象】 
    イ １５歳未満の超重症児又は準超重症児 
    ロ １５歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者 
（参考）（同一建物居住者）在宅患者訪問看護・指導料の加算：５２０点 

◆乳幼児加算・幼児加算の名称変更と評価の充実 
（参考）（同一建物居住者）在宅患者訪問看護・指導料の加算：１５０点 

改定前 改定 

１５歳未満の超重症児又は準超重症
児の場合にあっては週３日を限度とし
て、５，２００円を所定額に追加する 

別に厚生労働大臣が定める者の場
合にあっては週３日を限度として、 
５，２００円を所定額に追加する 

改定前 改定 

１日につき ５００円 乳幼児加算：１日につき １，５００円 
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◆連携する医師の指示による緊急訪問看護加算（2,650円）算定 
  複数診療所が連携して２４時間の往診体制及び連絡体制を構築している 
  場合、主治医が対応していない夜間等において、連携する医療機関（在 
  宅時医学総合管理料・継続診療加算を算定している保険医療機関）の 
  医師による緊急訪問の指示を可能とすることにより緊急に訪問看護を行う 

改定前 改定 

利用者又は家族等の緊急の
求めに応じて、主治医の指示
により連携する訪問看護ス
テーションの看護師等が訪問
看護を行った場合に１日に１回
算定 

同左 
 

なお、主治医の所属する診療所が、他の保
険医療機関と連携して２４時間の往診体制及
び連絡体制を構築している場合、主治医が
対応していない夜間等においては、連携先の
保険医療機関の医師の指示により緊急に訪
問看護を実施した場合にも算定できる。 

※継続診療加算の要件のあらまし 
ア ２４ 時間の往診体制及び２４ 時間の連絡体制を有していること。 
イ 訪問看護が必要な患者に対し、当該保険医療機関又は連携する訪問看護ステーションが訪問 
看護を提供する体制を確保していること。 
ウ 連携する医療機関の連絡担当者の氏名、診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、
緊急時の注意事項等並びに往診担当医の氏名等を患者又は患者の家族に文書で提供・説明。 



（参考） 診療を共同で担う医師による訪問看護指示書の取扱い 

 指定訪問看護は、当該利用者の診療を担う保険医療機関の
主治医から交付される指定訪問看護に係る指示書（以下「指示
書」という。）に基づき行われるものである。 

 ただし、同一の保険医療機関において同一の診療科に所属
する複数の医師が、主治医として利用者の診療を共同で担って
いる場合については当該複数の医師のいずれかにより交付さ
れた指示書に基づき、指定訪問看護を行うことは可能である。 

 なお、複数の傷病を有する利用者が、複数の保険医療機関に
おいて診療を受けている場合は、原則として指定訪問看護が必
要となる主傷病の診療を担う主治医によって交付された指示書
に基づき行われた指定訪問看護については訪問看護療養費が
算定できる。 

訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費の算定要件に新設 
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◆ 複数名訪問看護加算 
 ・算定回数を見直す 
 ・看護職員が看護補助者との同行訪問により訪問看護を実施する場合、利 
  用者の身体的理由においても算定可とするよう要件を見直す 

イ 別表第七に掲げる者（厚生労働大臣が定める疾病等） 
ロ 別表第八に掲げる者（特別管理加算の対象者） 
ハ 特別訪問看護指示書による訪問看護を受けている者 
二 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者 
ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる 
   者（看護補助者の場合に限る） 
ヘ その他利用者の状況から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められ 
   る者（看護補者の場合に限る） 

イ 看護職員が看護師等（准看護師除く）と同時訪問：４，３００円→４，５００円（週１日） 
 

ロ 看護職員が准看護師と同時訪問：３，８００円（週１日） 
 

ハ 看護職員が看護補助者と同時訪問：３，０００円（週３日算定、ニを除く） 
 

ニ 看護職員が看護補助者との同時訪問（別に厚生労働大臣が定める場合に限る） 
（1）1日に1回：３，０００円、（2）1日に2回：６，０００円、（3）1日に3回以上：１０，０００円 

別に厚生労働大臣が定める場合：別表第７・第８及び特別訪問看護指示期間 
（参考）（同一建物居住者）在宅患者訪問看護・指導料の同加算の点数にも適応 
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◆ 精神科訪問看護基本療養費Ⅱ（１，６００円）の廃止 
 （参考）精神科訪問看護・指導料Ⅱ（１６０点）廃止 
・利用者の疾患や環境など、個別の状況に対応した効果的な訪問看護実施 
 

◆長時間精神科訪問看護加算（５，２００円） 
・週１日（別に厚生労働大臣が定める者の場合は週３日）※３０分未満除く 
 

◆複数名精神科訪問看護加算 

精神科訪問看護基本療養費の見直し及び加算 

イ 保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士と同時訪問 
              （１）１日に１回：４，５００円 
    ４，３００円 →   （２）１日に２回：９，０００円 
              （３）１日に３回以上：１４，５００円 
ロ 保健師又は看護師が准看護師と同時訪問 
                   （１）１日に１回：３，８００円 
    ３，８００円  →   （２）１日に２回：７，６００円 
               （３）１日に３回以上：１２，４００円 
ハ 保健師又は看護師が、看護補助者又は精神保健福祉士と同時訪問 
  ：３，０００円（週１日を限度） 

（参考）精神科訪問看護・指導料も同様な改定 



◆特別地域精神科訪問看護加算の要件の緩和等 
・精神科以外の訪問看護と同様 

◆精神科複数回訪問加算（２回：４，５００円、３回以上：８，０００円） 
・対象者 
 医科点数表第2章第8部区分番1016に掲げる 

 「精神科在宅患者支援管理料１（ハを除く）」又は 
 「精神科在宅患者支援管理料２」を算定する利用者 
（措置入院患者の退院直後又は入退院を繰り返す等病状不安定な利用者の地域での生活を 
支援するために、精神科複数回訪問看護加算の対象となる利用者を見直す）  
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【参考】精神科を標榜する保険医療機関が算定する報酬 
 

○精神科在宅患者支援管理料１とは： 
（訪問看護は当該医療機関又は併設訪問看護ステーションが提供） 
○精神科在宅患者支援管理料２とは： 
（連携する訪問看護ステーションが訪問看護を提供） 
イ 重症患者等のうち、集中的な支援を必要とする患者 
  （１）単一建物診療患者１人：２，４６７点（２）単一建物診療患者２人以上：１，８５０点 
ロ 重症患者等 
   （１）単一建物診療患者１人：２，０５６点（２）単一建物診療患者２人以上：１，５４２点 
 （※ハは イ又はロ以外の場合） 
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●（精神）訪問看護計画書・報告書を当該利用者の主治医（保険医療機関 
 の保険医または介護老人保健施設もしくは介護医療院の医師）に提出 
 し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行う 
 
●１人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションや保険医療機関にお 
 いて指定訪問看護及び管理を行う場合は、訪問看護ステーション間及び 
 訪問看護ステーション・保険医療機関間において十分に連携を図ること。 
 具体的には、指定訪問看護の実施による利用者の目標の設定、計画の 
 立案、指定訪問看護の実施状況及び評価を共有すること。  
（参考） 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・ 
     指導料についても同様 
 

●理学療法士等によって提供される訪問看護について、看護職員と理学療 
 法士等の連携が求められることを明確化する 

 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護
報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員（准看
護師を除く。）と理学療法士等が連携し作成すること。また、訪問看護計画書等の作成にあたっ
ては、訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ定期的な看護職員による
訪問により利用者の状態の適切な評価を含むこと 

訪問看護管理療養費の要件の見直し 



（参考）複数の実施主体による訪問看護の組み合わせ 

複数組み合わせが認められる場合 訪問看護ST            
×訪問看護ST 

訪問看護ST × 
  病院・診療所 

病院・診療所 
×病院・診療所 

同一月 同一日 同一月 同一日 同一月 同一日 

別表第7 、別表第8 ○ ＿ ○ ＿ ＿ ＿ 

（精神）特別訪問看護指示書の交付 ○※2 ＿ ○※2 ＿ ＿ ＿ 

退院後１か月（精神科訪問看護・指導料 
を算定している場合は、退院後３か月） 

＿ ＿ ○※3 ○※3 ○ ○※6 

専門の研修を受けた看護師との共同 ○ ○ ○ ○ ○ ○※6 

精神科在宅患者支援管理料を算定 ＿ ＿ ○ ○※5 ＿ ＿ 

精神保健福祉士が精神科訪問看護・指
導料を算定 ※1 

＿ ＿ ○※4 ＿ ＿ ＿ 

※1 精神科在宅患者支援管理料に係る届出を行っている保険医療機関が算定する場合に限る。 
※2 週4日以上の訪問看護が計画されている場合に限る。 
※3 病院・診療所側が、患者が入院していた保険医療機関の場合に限る。 
※4 精神科訪問看護・指導料及び訪問看護療養費を算定する日と合わせて週３日（退院後３月以内の期間に 
   おいて行われる場合にあっては、週５日）限度とする。 
※5 保険医療機関が精神科在宅患者支援管理料１を算定する場合は、特別の関係の訪問看護STと 
   連携する場合であって、病院・診療所からの訪問看護が作業療法士又は精神保健福祉士の場合に限る。 
※6 特別の関係の場合を除く。 
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別紙様式に準じたうえで、看護職員（准看護師除く）と理学療法士等で異なる
様式によりそれぞれ作成すること等は差し支えないが、この場合であっても、
他の職種により記載された様式の内容を双方で踏まえたうえで作成する。 

【定期的な看護職員の訪問とは】 
利用者の心身状態や家族等の環境の変化があった場合 

主治医から交付される訪問看護指示書の内容に変更があった
場合など 

※当該訪問看護ステーションの看護職員による訪問については、利用者の状 
  態の評価のみを行った場合においては訪問看護療養費は算定できない。 
  訪問看護療養費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録する。 
 

 Ａ訪問看護ステーションからは理学療法士、Ｂ訪問看護ステーションからは
看護師がそれぞれ訪問看護を実施している利用者についても、Ａ訪問看護
ステーションから看護職員の定期的な訪問が必要である。 

      理学療法士等との具体的連携について 
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機能強化型訪問看護管理療養費の見直し 

◆機能強化型訪問看護管理療養費の要件の見直し 
 
１）地域で生活する障害児・者の支援を促進するために介護サービス事業 
  所だけでなく、福祉サービス事業所を併設する等の要件の見直し 
 
・特定相談支援事業所等が併設されている場合の届出も可とする 
・訪問看護ステーションが療養通所介護事業所、児童発達支援事業所又は 
 放課後等デイサービス事業所として指定を受けている場合に、当該事業 
 所の常勤看護職員を１人までを機能強化型１または機能強化型２に含め 
 てよい 

イ 機能強化型訪問看護管理療養費１ １２，４００円（月の初日） 

ロ 同上                  ２  ９，４００円（同上） 

ハ 同上                  ３  ８，４００円（同上）  （新設） 

二 イからハまで以外の場合               ７，４００円（同上） 
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２）地域支援機能を有する訪問看護ステーションを 

          「機能強化型訪問看護管理療養費３」として新設    

 

(1) 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が４以上であること。  
(2)  24 時間対応体制加算を届け出ていること。 訪問看護ステーションと同一開設者で

同一敷地内に医療機関がある場合は、営業時間外の利用者・家族からの電話等に
よる看護に関する相談への対応は、当該医療機関の看護師が行うことができる。 

(3)  別表第七に該当する者、別表第八に該当する者又は精神科在宅患者支援管理料
１（ハ除く）若しくは２を算定する者が月に １０ 人以上、若しくは、複数の訪問看護ス
テーションとで共同して訪問看護を提供する重症な利用者が月に１０ 人以上。 

(4)  休日、祝日等も含め計画的な指定訪問看護を行うこと。 
(5)  訪問看護ステーションと人材交流する医療機関以外の保険医療機関との間におい
て行われる退院時共同指導の実績があること。 

(6)  訪問看護ステーションと同一開設者で同一敷地内に医療機関がある場合は、利用

者のうち、当該医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が１割以上であ
ること。  

(7)  地域の医療機関の看護職員が訪問看護ステーションにおいて、一定期間勤務する

等、訪問看護ステーションと当該医療機関との間での看護職員の相互交流による
勤務の実績があること。 

(8)  地域の医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を年に２回以上実施して
いること。 

(9)  地域の訪問看護ステーションや住民に対する訪問看護に関する情報提供や相談を
実施していること 

新 



機能強化型訪問看
護管理療養費１ 

機能強化型訪問看
護管理療養費２ 

機能強化型訪問看
護管理療養費３ 

月の初日の訪問 
月の２日目以降 

    12,400円 
2,980円 

 9,400円 
 2,980円 

 8,400円 
 2,980円 

イ 常勤看護職員 ７人以上（サテライ
ト職員、療養通所介
護等の常勤１含む） 

５人以上(サテライト

職員、療養通所介
護等の常勤１含む) 

     ４人以上 

ロ ２４時間対応体制加算の 
  届出 

届出あり 届出あり 
 
届出あり 営業時
間外は同一敷地内医
療機関の看護師可 

ハ次のいずれかを満たすこと いずれにも該当 

①ターミナルケア療養費、ター
ミナルケア加算算定件数又は
在宅がん医療総合診療料を
算定していた死亡者、６か月
以上の訪問看護利用者で希
望により入院して７日以内に
連携する医療機関の病床で
死亡した者の合計数（ターミナ
ルケア件数） 

ターミナルケア件
数を合計した数
が２０以上 
 

ターミナルケア件
数を合計した数
が１５以上 
 

別表第７、別表第８、
若しくは精神科在
宅患者支援管理料
算定者が常時１０
人以上 

若しくは複数訪問
看護ステーションが
共同して訪問看護
する重症者１０人以
上  
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機能強化型訪問看護管理療養費（３）の新設 
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機能強化型訪問看
護管理療養費１ 

機能強化型訪問看
護管理療養費２ 

機能強化型訪問看
護管理療養費３ 

②ターミナルケア件数、かつ、
１５歳未満で、超・準超重症児
の利用者数 

ターミナルケア
件数15件かつ、 
常時４人以上 

ターミナルケア
件数10件かつ、 
常時3人以上  

③１５歳未満で、超・準超重症
児の利用者数 

二 別表第7の該当利用者 

合計が常時６人
以上 
月に１０人以上 

合計が常時５人
以上 
月に７人以上 

ホ 同一敷地内に、居宅介護支援事業、特定相談支援事業又は障 
  害児相談支援事業を行うことができる体制を整備されていること 

同一敷地内の医
療機関以外の主
治医が１０％以上 

ヘ 休日、祝日等も含め計画
的な指定訪問看護を行うこと 

あり あり 
 

あり 

ト 地域への活動 地域住民等に対する情報提供や相
談、人材育成のための研修を実施し
ていることが望ましい 

退院時共同指導
の実績 

看護職員間の人
事交流 

年２回以上の研
修会実施 
情報提供・相談等 
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◆２４時間対応体制加算（５，４００円→６，４００円に引き上げ） 
・２４時間連絡体制加算を廃止し２４時間対応体制への一本化と評価 

・必要時緊急訪問に加えて営業時間外も含め利用者・家族への支援（算定要件） 

●過疎地等の２４時間対応体制加算の要件緩和 
・別に厚生労働大臣が定める地域で、２つの訪問看護ステーションが連携して２４時間対応体制 
 加算に係る体制にあるとして届け出た訪問看護ステー ションは当該加算を１人に１つの訪問 
 看護ステーションが算定できる 
 

◆退院時共同指導加算（６，０００円→８，０００円に引き上げ） 
・保険医療機関、介護老人保健施設もしくは介護医療院に入院・入所中に 
 １回（別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者は２回）算定 
・特別の関係にある医療機関と訪問看護ステーションの連携においても算定可 
・ICTを活用したカンファレンスの組み合わせ可 
 

◆在宅患者緊急時等カンファレンス加算（２，０００円、月２回） 
・共同でカンファレンスを行う者に相談支援専門員を追加 
・連携している訪問看護ステーションがそれぞれで算定可とする 
・複数の訪問看護ステーションのみがカンファレンスを行った場合は算定不可 
・特別の関係にある医療機関と訪問看護ステーションの連携においても算定可 
・ICTを活用したカンファレンスの組み合わせ可 

訪問看護管理療養費の加算の見直し 



ICT活用の具体例など 

・退院時共同指導加算・在宅患者緊急時カンファレス等加算・精神科重症患者 

  支援管理連携加算においてICT活用が可 

「在宅患者緊急時等カンファレス加算」：ICT活用ができる場合 

（１）当該カンファレンスに3者以上参加し2者以上は患家に訪問 

（２）医療資源の少ない地域で2回目のカンファレンスに3者以上参加し１者は 

   患家に訪問 

■医療機関や訪問看護ステーション等医療資源の少ない地域に属する
場合であって、やむを得ない事情とは？ 

・天候不良により会場への手段がない 

・急な利用者への対応により間に合わない 

・患者の退院予定日等の対応が必要となる日まで関係者全員の予定確
保困難 

■ビデオ通話とは？ 

 リアルタイムでのやり取りであれば携帯等の機器を問わないが個人 
情報を画面で取り扱う場合は「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」に準拠した機器を用いること 

     資料：厚生労働省保険局医療課 疑義解釈資料別添５（H３０，３，３０） 
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◆在宅患者連携指導加算（３，０００円、月１回） 
・連携している訪問看護ステーションがそれぞれで算定可とする。 

・職種間で文書等（電子メール、ファックス可）により情報を月２回以上共有
し、 
 情報を踏まえて訪問看護を提供する。 
・特別の関係にある医療機関と訪問看護ステーションの連携も算定可 
 

◆看護・介護職員連携強化加算（２，５００円、月１回） 
・喀痰吸引等特定行為業務を実施する介護職員等へ訪問看護ステーション 
 が支援を行った場合の連携に関する評価の新設 
【算定要件】 
・喀痰吸引等を行う介護職員等に対し、医師の指示の下、喀痰吸引等の 
 計画書・報告書作成の助言 
・実施確認、連携体制に係る会議出席等 
・同行訪問した日の属する月の初日に加算する。訪問看護記録書に記載。 
・２４時間対応体制加算を届け出ている場合に算定可 
・１人の利用者に１つの訪問看護ステーションのみ算定可 
（参考）在宅患者訪問看護・指導料の加算 
 「看護・介護職員連携強化加算（２５０点）」 
※介護保険では、看護・介護職員連携強化加算:２５０単位が算定できる 

新 
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（精神科のみ）訪問看護管理療養費の加算 

イ 精神科在宅患者支援管理料２のイを算定する利用者： ８，４００円／月 
【算定要件】 

精神科訪問看護を週2回以上（医療機関の作業療法士・精神保健福祉士の精神科訪問看護含む） 

多職種チームによるカンファレンスは週１回以上開催し、うち、月１回以上は
保健所又は精神保健福祉センター等と共同してカンファレンスを開催する。 

精神科重症患者早期集中支援管理料 → 「精神科在宅患者支援管理料」に変更 
精神科重症患者集中支援管理連携加算（６，４００円／月：６月間）の改定 

◆精神科在宅患者支援管理料２に係る精神科重症患者支援管理連携加算 

ロ 精神科在宅患者支援管理料２のロを算定する利用者： ５，８００円／月 
【算定要件】 

精神科訪問看護を月2回以上（医療機関の作業療法士・精神保健福祉士の精神科訪問看護含む） 

多職種チームと保健所又は精神保健福祉センター等が共同してカンファレン 
スを月１回以上開催する。  

医療機関と連携して設置する多職種チームに、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉
士のいずれか1 名以上が参加していること。 
緊急時に円滑な対応ができるよう、連携する医療機関との定期的なカンファレンスの他、あらかじ
め利用者又はその家族等の同意を得て、当該利用者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊
急対応に必要な診療情報について随時提供を受けていること。 
※一定の要件を満たした場合、ＩＣＴを用いたカンファレンス等を組み合わせての開催も可 
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１  訪問看護ステーションから都道府県・市区町村への利用者の情報提供 
 について、利用者の状態等に基づく要件の見直し、適正化 
 ※算定対象：別表第７・８に掲げる者、精神障害を有する者又はその家族 
 

２ １５歳未満の別表第７・８、（準）超重症児）が入学又は転学時等で初めて在籍 
 する学校へ依頼に応じて訪問看護ステーションからの情報提供の評価 
 ※義務教育諸学校とは：学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校 
  中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部もしくは中等部 

３ 保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院に入院・入所する利 
 用者の訪問看護に係る情報を主治医に提供し主治医が入院先医療機関 
 に診療情報と合わせて情報提供 

訪問看護情報提供療養費の要件・提供先の見直し 

類型 情報提供先 

訪問看護情報提供療養費１ 
：１，５００円／月１回 

市町村等からの求めに応じ、厚労大臣が定める疾病等の
利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報提供 

訪問看護情報提供療養費２ 
：１，５００円／月１回 

厚労大臣が定める疾病等の利用者の入学時・転学時等に
義務教育諸学校からの求めに応じ情報提供 

訪問看護情報提供療養費３ 
：１，５００円／月１回 

保険医療機関等に入院・入所にあたり、訪問看護に係る情
報を主治医に提供（医師は療養情報提供加算５０点算定） 
※特別の関係又は主治医の所属する保険医療機関と同一の場合は算定不可 

※１種類の情報提供につき１人、月１回、１訪問看護ステーションに限る 
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● 訪問看護のターミナルケアに係る評価について「人生の最終段階におけ 
 る医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の取組含めた対応を要 
 件とするとともに、その評価の充実（改定前：２０，０００円一律） 
●同一の利用者に対して、医療機関の訪問看護・指導料の在宅ターミナル 
 ケア加算又は、訪問看護ステーションのターミナルケア療養費のいずれか 
 １つの医療機関又は訪問看護ステーションのみの算定とする 

●特別養護老人ホーム等の入所者・短期入所生活介護利用者に対して、外
部の医療機関や訪問看護ステーションがターミナルケア等を提供した場合、
施設の体制に応じてターミナルケアに係る診療報酬等の算定を可能とする 
※末期の悪性腫瘍の患者・精神科訪問看護基本療養費算定者が対象 

訪問看護ターミナルケア療養費の見直し 

改定 要件等 

訪問看護ターミナルケア療養費１ 
２５，０００円 

在宅又は特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対
し死亡日及び死亡日前１４日以内に２回以上訪問看護を
実施し、支援体制を家族に説明してターミナルケアを行う  

訪問看護ターミナルケア療養費２ 
１０，０００円 

特別養護老人ホーム等で看取り介護加算等を算定してい
る利用者の場合に、死亡日及び死亡日前１４日以内に２
回以上訪問看護を実施し、支援体制を家族に説明して
ターミナルケアを行う 



訪問看護師は、利用者のQOL (またはQOD)の向上を目指して   
    ①健康状態を観察して、疾病や介護状態の予防・悪化防止 
  ②入退院（所）移行支援 
  ③在宅療養生活支援（緊急対応・24時間体制含む） 
  ④在宅での看取りを 
  ⑤本人・家族・介護職員・ケアマネジャー・医師等 
    医療従事者と協働してチームで行います。 
 

※チームアプローチは 
 利用者も含めたチームメンバーが、それぞれに、共通のゴール
を志向して、強みや専門性を尊重しあい、重なり合って各職種が
自己資源を発揮すること 
 
 

 

訪問看護師の活動とは 
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本人（家族）の思いや希望の達成、あるいは近づけること 



（図）介護予防訪問看護における優先順位の高い課題 
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薬の管理・服薬 

ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・リハビリテーション 

健康管理・セルフケア 

転倒の危険性 

認知症 

問題の兆候・病状の安定性 

気分の落ち込み・憂うつ・情緒不安定 

心理社会的孤立・生活意欲（生活の活性化） 

栄養状態・食事療法  

コミュニケーション・聴覚 

医療的処置  

排泄コントロール 

脱水状態・水分補給 

生活用具・居住環境 

呼吸状態・呼吸機能の変調 

閉じこもり予防 

家族介護力・家族機能 

褥瘡・皮膚・清潔 

社会資源活用（制度・情報・人・物・資金等） 

感染・発熱の兆候 

対人関係（望ましい人間関係） 

役割遂行 

家事機能 

睡眠障害 

痛みのコントロール 

視覚 

ターミナルケア 

ケア対象者への不適切な対応防止 

せん妄 

歯・口腔ケア 

特異（問題）行動 

その他 

日本訪問看護財団：介護予防訪問看護実態調査（２０１７年） 

①薬の管理・服薬  
②ADL・IADL・リハビリ 
③健康管理・セルフケア 

④転倒の危険 
⑤認知症 

⑥問題の兆候・病状の
安定 
⑦気分の落ち込み 
⑧生活の活性化 
⑨栄養状態・食事療法 
⑩医療的処置ほか 

排泄、脱水、居住環境、
閉じこもり、家族介護 

訪問看護師
は訪問して
総合的にア
セスメントし
介護予防を
実施し、必要
時専門職と
連携 



介護報酬改定をどう活用するか 

①軽度者の介護予防、重度化予防は重要！ 

 ・介護予防訪問看護の基本報酬マイナス改定 

 ・介護予防訪問看護費：▲３．２％～３．３％ 

 ・理学療法士等の訪問：▲５．３％ 

②訪問看護ステーションの体制の見直し、訪問看護ステーションに 

 求められる役割の遂行 

③２４時間体制で中重度者・医療ニーズのある方への対応  

 ・緊急時訪問看護加算、看護体制強化加算 

 ・看取りの充実 

④利用者の視点に立って、ケアマネジャーとの連携強化 

⑤看護補助者の活用 

⑥居住系施設などへの活動拡大 
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   平成30年度診療報酬改定の影響について 

資料：社会保険診療報酬支払基金（２０１８年７月２日）  

確定件数かく
てウィ件数 

前年同月比 
   （％） 

確定金額 
 （千円） 

前年同月比 
    （％） 

平成３０年 
４月 

３９，６２５件 １１２．９％ ２，０３６，３８５ 
   （千円） 

１１４．８％ 

平成２９年 
４月 

３５，１０７件 １２０．４％ １，７７４，３７８ 
   （千円） 

１１７．２％ 

平成３０年診療報酬改定後の影響を昨年同月対比でみると、訪問看護療養費 
は、確定件数で１２．９％増、確定金額では１４．８％増となった。 
ちなみに医科入院の確定件数は１．１％減、確定金額は２．９％増となった。 



療養費請求書等の留意点等 

【医療】 

◆訪問看護療養費請求書等の記載要領について訪問看護療
養費請求書等の記載要領について 

●「心身の状態」の欄について 

  別表７、別表８はコード番号で記載する 

●高額療養費制度の見直しによる改正 

 

◆訪問看護実施状況の報告（毎年７月１日現在） 

 地方厚生局よりの指示 
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出典：平成２６年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「機能強化型訪問看護ステーションの実態と訪問看護の実施状況調査」 

      訪問看護師に求めること（上位３つまで） 
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診療報酬改定をどう活用するか 

①連携の強化 

 ・入退院時の医療機関との連携 

 ・複数の訪問看護ステーションや医療機関間の連携 

 ・喀痰吸引等を実施する介護職員等との連携 

 ※喀痰吸引等の介護職員への研修は報酬の請求ではない研修として受ける。 

 ・ICT活用を視野に入れた連携 

②小児（医療的ケアが必要な児含む）への対応強化 

③２４時間対応体制 

④訪問看護ステーションの理学療法士等との連携 

⑤ターミナルケアの充実（特養ホーム等も含めて） 

⑥精神科訪問看護の充実と質の向上 

⑦機能強化型訪問看護ステーションへの期待、地域活動、障害福祉 

  サービスとの連携 
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  平成30年７月豪雨で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、

医療機関等の窓口で、次の１～５のいずれかに該当する旨を申告すること
で、一部負担金の支払いが猶予されます。 
 
１．住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨 
２．主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨 
３．主たる生計維持者の行方が不明である旨 
４．主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨 
５．主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨 
 

一部負担金の支払いが猶予されるのは、災害救助法の適用市町村に住所を
有する方であって、次の保険者に加入されている方です。 

・災害救助法適用市町村の市町村国保及び災害救助法適用の市町村が所
在する府県の後期高齢者医療 
・協会けんぽ、一部の健保組合など 

※介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。 
 この取扱は、平成30年10月末までです。 
  厚生労働省ホームページより 

平成３０年７月西日本豪雨対応関係 
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訪問看護療養費の請求等の取扱いについて（７・９事務連絡） 

●診療記録の滅失等の場合 

  概算による請求の選択 ：国保連や支払基金に届け出ること（別紙参照） 

  計算式 ：４月から５月の支払額÷４１日×６月の実日数 ➞確定額となる 

  提出期限は７月１４日、遅れたものは翌月以降に提出 

 

１基本療養費の扱い：指示書の有効期間を超えても算定可 

 ①７月５日以前の指示書交付を受けている利用者 

 ②災害救助法の適用市町村に所在し７月６日以降の指示書交付受け困難 

 ③訪問看護師が利用者の受胎から見て訪問看護の必要を判断し実施 

２管理療養費の扱い：被災のため主治医と連絡が取れず計画書等の提出が 

 できない場合も算定可 

３災害救助法の適用市町村に所在し被災のため避難所や避難先の家庭等 

 で生活している利用者に訪問看護を行った場合も算定可 

４前記１～３の訪問看護を実施した場合は訪問看護記録書に記録すること 

５介護保険法に基づく訪問看護も上記１～４と同様の扱い 
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       これからの訪問看護を考える 
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■訪問看護ステーションは「地域のオアシス」 
 ・看護師がいて気軽に健康に関する相談ができる場 
 ・訪問看護師は健康の番人！ 
 ・制度のはざまにも目を向ける、いわば「コミュニティナース」 
 

■これからの「地域共生社会」の実現には訪問看護が必須 
 ・医療の専門知識を持ち、医療・介護・生活支援ができる 
 ・高齢者も、小児、精神障害・難病等の方のケアもできる 
 ・在宅看取りもできる 
 ・医療も介護も必要な人＝看護の必要な人が増える 
 

■訪問看護ステーションの発展には、多職種協働と質の高い 
 サービス（効果的・効率的な提供） 
 

■平成３０年度の報酬改定の実践と、実績の積み上げ 
 ・今後の報酬改定に向けて、データがものを言う世界への対応 
           ～エビデンスづくりが重要～  


