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はじめに 

業務委員会では、会員の皆様を対象に 2017 年９月より「なんでも

相談」を実施しています。昨年度には、開始時から寄せられた 52例の

相談をまとめた「なんでも相談事例集」を作成し、会員の皆様のお手

元にお届けいたしました。相談内訳をみてみると、精神科訪問看護を

含める医療保険の訪問看護に関するものがおよそ６割を占めていま

した。 

そのうち、類似した相談が複数寄せられた精神科訪問看護基本療養

費の届出の仕方やグループホームやその他介護施設との契約方法に

ついて、当協議会のホームページ内に「各種届出のご案内」欄を新設

し、掲載いたしました。 

第１弾の事例集作成後も 2019 年度は 33 例、2020 年度は 27 例の相

談をいただいており、業務委員 4人で回答させていただきました。 

この度、相談内容の重複しているものを除く 41 事例をまとめ、第

２弾事例集を作成しました。少しでも皆様の業務のお役に立てれば幸

いです。 

業務委員会委員長 永井 知直実  
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Ｑ１－１ 看護補助者は訪問看護ステーションと併設の病院を兼務できるか 

 

 

 

 

別施設と兼務の看護補助者の同行訪問についてですが、同一法人内であれば問題ありま

せん。 

平成 24年４月 20日 医療課事務連絡 別添５ 問１によると「看護補助者とは、訪問看護

を担当する看護師等の指導の下に、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といった看護業務の補助を行う

者のことを想定しており、資格は問わない。秘密保持や医療安全等の観点から、訪問看護事

業所に雇用されている必要があるが、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更

届の提出は要しない」とあります。同一法人内の職員であれば、コンプライアンス（法令遵

守）上の教育等は同じものを受けていると思われますが、対象職員がその研修等を受けてい

るかを一度確認された方が良いかと思います。それを踏まえて、病院と在宅でのマナーの相

違点等を訪問看護ステーションの管理者がきちんと教育することをお勧めします。兼務の

期間、時間数等や行った研修経過等を記録として残しておくと良いでしょう。病院、訪問看

護ステーション両方の勤務動態簿を突き合わせた時に、兼務の実態が明確になるようにし

ておけば問題はないと思います。 

 なお、今回、看護補助者や事務員の兼務について掲載されている文書を探すことができま

せんでしたので、私たち業務委員の個人的な意見になります。明確な回答が必要であれば、

東海北陸厚生局へお問い合わせいただくことをお勧めいたします。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版）P664 ⑤複数名訪問看護加算（問６） 

 

Ｑ１－２ ケアマネジャーに訪問看護指示書のコピーを渡して良いか 

 

 

 

訪問看護指示書は医師から訪問看護ステーションに発行するものであり、守秘義務にあ

たる情報も入っているため、利用者本人および家族、主治医の同意を得る必要があります。 

しかし、ケアマネジャーには訪問看護指示書でしか得られない情報は何かという根拠を

示していただくことが必要かと思います。自治体に問い合わせたところ、通常はケアマネジ

ャーが直接主治医へ FAX や面談による情報収集を行うかサービス担当者会議の際に直接主

治医へ確認し得られた情報を居宅サービス計画書の立案に役立てるとの回答をいただきま

した。  

 

ケアマネジャーより訪問看護指示書のコピーが欲しいと言われました。利用者と主

治医の許可を得られたら、渡しても良いですか。 

 

医療保険の複数名訪問看護加算の看護補助者とは「当該訪問看護ステーションに雇

用されている必要がある」とありますが、併設の病院と訪問看護ステーションの兼務

ではいけませんか。 

１ 運営に関する事項 



【参考文献】 

訪問看護実務相談 Q＆A(令和２年版) P184 Q1-48 

 

Ｑ１－３ 精神科訪問看護開始時の契約書類に記載する「相談窓口」とは 

 

 

 

精神科訪問看護は医療保険の訪問看護になりますので、医療保険の訪問看護の利用申込

説明書に準じて対応してください。 

 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」第４章 運営に関する基準 

（苦情処理）第 27条 には「指定訪問看護事業者は、提供した指定訪問看護に係る利用者

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じなければならない」とあり

ます。 

この「必要な措置」とは、指定基準関係通知「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関す

る基準について」の苦情処理の項目によると、「具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及

び手段等当該指定訪問看護ステーションにおける利用者等からの苦情を処理するために講

ずる措置の概要を明らかにし、利用者申込書に指定訪問看護の内容を説明する文書に苦情

に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、指定訪問看護ステーションに掲

示すること等であること」とあります。 

したがって、相談、苦情窓口に関して、措置の概要を記載する必要があります。介護保険

の場合は国民健康保険団体連合会と保険者である市区町村がサービスに関する苦情処理に

関する業務を行うと位置づけられています。一方、医療保険の場合、ここという定められた

窓口はありませんので、事業所で定めている苦情相談に関する対応措置の概要を申込書に

記載し、併せて事業所内にも掲示してください。訪問看護ステーションを苦情相談窓口とす

るのも可能ですし、あわせて、外部の苦情相談窓口を記載してもよいでしょう。 

 

【参考文献】 

１）指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 

 （平 12.3.省令 80）（平 20.9.省令 149改正） 

２）指定基準関係通知「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」（平

12.3.31 保発 70 号・老発 397号）（平 30 保発 0305第 4改正） 

３）名古屋市ＨＰ内「医療安全相談窓口」（2020年８月 17日閲覧） 

 

  

精神科訪問看護を新規開始する際の契約書類に記載する「苦情窓口」はどこを記載

したらよいでしょうか。 



Ｑ２－１ ＩＣＴによる訪問看護指示書の交付 

 

 

 

 

 

 「医療情報システムにおける標準化の推進について（平成 24 年 3 月 26 日保険医療課事

務連絡）」によると「医療機関等が、診療報酬の算定にあたって作成等することとされてい

る文書については、電子的に作成された場合であっても、書面（紙媒体）によるものとみな

して取り扱うこととして差支えない」とありますので、紙媒体は必要ないと思います。 

ＰＤＦデータは修正も可能ですので、それを原本とみなすことはできないと思います。実

地指導の際に原本の閲覧をもとめられた場合には、医療情報システムから原本となる指示

書を提示できれば問題ないと思います。 

※ここでいう電子的に作成された文書とは、医師会などが発行する電子印（登録済み）の押

印を使用している書類です。 

【参考文献】 

https://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/nintei/201604-electronic-exchange-medical-

information-20160323.pdf 「診療情報提供書等の電子的な 送受に関する評価」の資料  

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 4.2」（平成 25年 10月） 

平成 28年２月 10日中医協答申 

 

Ｑ２－２ 屋外歩行練習（リハビリとして）実施時の訪問看護指示書への記入 

 

 

 

参考文献３冊には回答の記載がなかったため、次の２機関に問合せました。 

１）日本訪問看護財団の回答 

「本来なら居宅でのケアが基本ですが、主治医の指示なら行っている場合もあります」 

２）厚生労働省東海北陸厚生局の回答 

「算定は居宅でのケアが対象です」 

居宅以外の場所で行うことになるため、どの機関も回答に迷うようです。そのため、屋外

で実施する目的が明確であることが重要であると思います。ケアプランや訪問看護計画書

での課題や目標、支援内容等での位置づけが必要になるでしょう。 

以上のことよりご判断いただき、訪問看護指示書、訪問看護計画書、介護保険であれば居

宅サービス計画書等への記載をきちんと行ったうえで実施されると良いでしょう。 

 

 

リハビリとして屋外歩行練習を実施する場合、訪問看護指示書へ記入してもらう必

要はありますか。 

ＩＣＴでの訪問看護指示書交付について相談です。ＩＣＴ上で指示書をもらった場

合、改めて原本を送付してもらった方がよいでしょうか。また、クラウドシステムで

の訪問看護ソフトを使用している場合、看護記録同様、訪問看護指示書も印刷せず、

ＰＤＦ保存のみで監査上は問題ないでしょうか？  

２ 訪問看護指示書に関する事項 



Ｑ２－３ 入退院前後で主治医が変更になった場合の特別訪問看護指示書の発行回数 

 

 

 

 

 

 

主治医が変更になっても特別訪問看護指示書の発行は月１回となります。 

また、通知によると「当該頻回の訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から 14日以

内に限り実施するものであること」とあります。今回の事例の場合、特別訪問看護指示期間

は 9/14～9/27です。この時の指示内容に変更がなく尚且つ主治医も同じであれば、退院後

の 9/26.27 も医療保険の訪問看護実施の提供が可能になりますが、指示内容に変更がある

場合は、内容変更が必要となります。指示書内容の変更ができるのは、9/14 の特別訪問看

護指示書を記載した医師のみ可能となります。しかし、主治医が変更になること、厚生労働

大臣が定める者（平 20告示 63号・第四の 4の 3）ではないということから、退院後の特別

訪問看護指示書の発行は適切ではありません（算定不可です）。 

また、補足ですが、前主治医が９月中に訪問看護指示書の算定をしていた場合、退院後の

主治医は訪問看護指示書の算定はできません（しかし、訪問看護は医師の指示が必要です）

ので、その旨も退院後から主治医になる保険医療機関にお伝えしたほうが良いでしょう。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版） P568  

訪問看護指示料について（通知）（３）（４） 

 

  

通常は介護保険で訪問している利用者です。9/14～9/27の指示期間で特別訪問看護

指示書が発行されましたが 9/15医療機関へ入院。9/25の退院後より主治医が変更と

なり、9/26～10/6の指示期間で特別訪問看護指示書が発行されました。しかし、この

方は厚生労働大臣が定める者（気管切開や深い褥瘡）ではありません。この場合、特

別訪問看護指示書で医療保険の訪問看護の提供はできるのでしょうか。 



Ｑ３－１ 認定更新時の訪問看護計画書の作成について 

 

 

 

 

 

 介護保険の訪問看護の場合は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画、なおかつ訪問

看護指示書に沿ったサービス提供をすることになっているため、ケアプラン、訪問看護指示

書の作成日付以降から初回訪問日までの日付で訪問看護計画書を立案する必要があります。

よって、更新の場合も同様になりますが、暫定ケアプランで更新前と要介護度が変わらない

場合は「暫定プランと変更ないため、訪問看護計画書はそのまま続行とする」という文言を

本認定が出た日付で記録として残しておけば良いと愛知県に問い合わせた際に言われてい

ます。 

 しかしながら、保険者によっては独自の決めごとがある場合もありますので、事業所の管

轄となる市町村へもあわせてご確認いただくのが良いかと思います。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版）P50 10項 

 

Ｑ３－２ 主治医への褥瘡計画書の交付 

 

 

 主治医には必ずしも提出する必要はありません。また、褥瘡計画書の作成や変更は該当す

る利用者には必要となります。詳細については以下のとおりです。 

医療保険・訪問看護管理療養費の算定要件に『日常生活の自立度が低い利用者につき、褥

瘡に関する危険因子の評価を行うこと。また、褥瘡に関する危険因子のある利用者及び既に

褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成し、実施と評価を行うこ

と。なお、褥瘡アセスメントの記録については、参考様式「褥瘡対策に関する看護計画書」

を踏まえ記録すること』とあります。褥瘡アセスメントの記録は、必要な内容が訪問看護記

録に記載されてあれば良いです。また、この計画書の作成は、訪問看護開始時及び褥瘡発生

時に行います。既に褥瘡を有する利用者についてはおおむね月 1 回以上の評価と褥瘡対策

の看護計画を作成・見直しは必要です。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き(令和２年４月版) P117、P664問 11  

訪問看護実務相談 Q＆A(令和２年版) P260 Q6-31 

 

 

 

褥瘡計画書は毎月、主治医宛への報告や作成・変更が必要ですか。 

介護保険の利用者への訪問看護計画書の作成について、認定更新前の暫定ケアプラ

ン、認定後の正規のケアプランそれぞれに訪問看護計画書を作成し、利用者同意のサ

インをもらっています。正式にはどうしたらよいでしょうか。今までケアプランと同

一日でサインをもらっていましたが、本来はどうするべきでしょうか。 

３ 記録に関する事項 



Ｑ３－３ 利用者への精神科訪問看護計画書の交付 

 

 

 

 

医療保険における訪問看護計画書は、利用者や家族に必ず交付することにはなっていま

せん。しかし利用者や家族へ理解しやすい方法で説明することとなっており、説明した旨を

記録に残すことが必要となります。毎月交付し内容を利用者とともに確認することが望ま

しいでしょう。その際の説明した旨としては計画書に利用者の署名をもらうことも一つの

方法だと考えます。また、交付する計画書は主治医に提出したものと同じ内容でなければな

らないと言う決まりはありません。利用者や家族にはわかりやすい語句を用いた計画書が

良いでしょう。本人へも署名の記載された同じ訪問看護契約書の控えを渡す必要がありま

す。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版）P65,P504(11) 

訪問看護実務相談 Q＆A（令和２年版）P198 Q3-7、P467(11)③ 

訪問看護お悩み相談室(令和２年版)P186 191 

 

Ｑ３－４ 月の半ばに利用者が亡くなった場合の訪問看護報告書類の日付 

 

 

 

 

訪問看護計画書と訪問看護報告書の主治医への提出は記録書を作成した都度行う必要は

ありません。主治医との連携を図り適切な訪問看護提供のため、少なくとも月に 1回定期的

に提出しなければならないとされています。また訪問看護計画書にある「年月日」欄におい

ては、「計画書の作成年月日及び計画の見直しを行った年月日を記入することと」となって

います。訪問看護報告書の「年月日」欄においては特に決まりがありませんが、その月の訪

問最終日以降から月末日が適切であると考えます。 

 以上のことから、利用者が死去された場合、記録書の作成日は通常通り月末日でもまた死

去時点でも良いこととなります。主治医との連携等の観点から記録書の作成日はいつが妥

当であるか、その都度ご判断されると良いでしょう。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版） P66、P514～P517 

「訪問看護計画書等の記載要領等について」（令和２年３月 27日保医発 0327第 2号） 

 

 

精神科訪問看護計画書は月に一度、利用者にも提出した方が良いですか。それは主

治医に提出するものと同じでないといけませんか？また、その場合は本人への控えが

必要ですか。 

 

月の途中で医療保険の利用者が亡くなりました。主治医への訪問看護報告書と評価

した訪問看護計画書は通常とおり、月末の日付で行うのかそれともお亡くなりになっ

た日付で行うのかどちらが良いでしょうか。 



 

 

Ｑ４－１ 通院透析を行っている場合の特別管理加算 

 

 

 

「在宅血液透析指導管理」の在宅血液透析とは「維持血液透析を必要とし、かつ、安定し

た病状にあるものについて、在宅において実施する血液透析療法をいう」と診療報酬上、明

記されています。通院透析を受けているケースは「在宅血液透析指導管理を受けている状態」

には該当しません。よって、特別管理加算の算定はできません。 

【参考文献】 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版）P134 133 

 

Ｑ４－２ 介護保険利用者の入院時の情報提供療養費の算定 

 

 

 

この場合、算定できません。但し、入院直前の訪問看護が特別訪問看護指示書での提供で

あった場合、医療保険の訪問看護になり、訪問看護情報提供療養費３が算定できます。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き （令和２年４月版）P128～P130、P235、P552～553 

訪問看護実務相談 Q＆A（令和２年版）P309 Q6-169 

 

Ｑ４－３ 本人不在時の訪問看護 

 

 

 

 

算定できません。訪問看護提供の対象者は利用者のみです。ただし、精神科訪問看護（医

療保険）の場合は利用者と家族となり、算定可能です。 

【参考文献】 

訪問看護実務相談 Q＆A（令和２年版）P9  
  

４ 介護保険 

介護保険で訪問していた利用者が入院し、病院の求めに応じて情報提供しました。

この場合、算定は可能ですか。可能ならば請求の仕方を教えてください。          

介護保険の利用者から連絡がなく、訪問したところ外出しており不在でした。家族

がいたため、必要な１週間分の内服薬をセットし、状態を聞き取りました。この場

合、介護報酬を算定できますか。 

介護保険の利用者がクリニックで血液透析を行っています。この場合、「在宅血液透

析指導管理」に該当し、特別管理加算Ⅱが算定できるのでしょうか。 



Ｑ４－４ 自立支援医療と介護保険の併用 

訪問看護費用の自己負担分は上限額を越えていれば全額公費請求になり、利用者負担は

ありません。上限額に達していない場合は、達するまで介護保険の訪問看護費の自己負担分

を支払ってもらってください。 

ひとりひとり、利用者様の疾患、申請している保険制度によっても請求が異なるため、請

求時は管轄の市区町村に聞いてみると良いと思います。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版）P163～P164、巻末「訪問看護における介護保険・

医療保険の区分／加算の算定に関連する疾病等」 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版）P201 207 

 

Ｑ４－５ 要支援から要介護に介護度が変更になった場合、初回加算は算定できるか 

ご相談のとおり、要支援から要介護に変更になった場合であっても、新規に訪問看護計画

書を作成した場合には、初回加算を算定できます。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版）P458 503 

訪問看護実務相談 Q＆A（令和２年版）P222 Q5-28  

 

Ｑ４－６ COVID-19 の臨時的な取扱いについて（電話対応時のサービスコード） 

 厚生労働省のホームページによると「利用者等が新型コロナウイルスの感染への懸念か

ら訪問を控えるよう要請された場合であっても、まずは医療上の必要性を説明し、利用者等

の理解を得て、訪問看護の継続に努める必要がある。 

 その上でもなお、利用者等から訪問を控えるよう要請があった場合には、利用者等の同意

を前提として、 

・当該月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を１日以上提供した実績があり、 

・主治医への状況報告と指示の確認を行った上で、 

 

介護保険の利用者です。クリニックで人工透析を行っており、自立支援医療受給者

証を持っています。指定医療機関として当訪問看護ステーション名が記載されて

います。クリニックの通院分で自立支援医療の上限額を越えた場合、介護保険の訪

問看護の自己負担金も公費で請求できるのでしょうか。 

介護保険の認定が要支援から要介護に変更になりました。この場合、新規に訪問看

護計画書を作成すれば、初回加算が算定できますか。 

COVID-19の流行により、介護保険の訪問を電話対応に変更しています。この時のサ

ービスコードを教えてください。 



・看護職員が電話等により本人の病状確認や療養指導等を実施した場合には、20 分未満の

訪問看護費を週１回に限り算定可能である。 

 なお、提供する訪問看護の時間についてケアプランの変更が必要であることに留意する

とともに、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について、訪問看護記録書に記

録しておくこと。」 

と記載がありますので、訪問看護ステーションも対象です。 

以上の事柄を行ったうえで、電話をした日に週１回を限度に訪問看護Ⅰ1 を算定できます。 

【参考文献】 

厚生労働省ホームページ  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome_houmonkango.h

tml  (ホームページ閲覧日 R2.7.31) 

日本訪問看護財団のＨＰ内「新型コロナウイルス感染症対策のお知らせ」【第５報】（令和２

年４月 25日発信）新型コロナウイルス感染症（疑われる者含む）への訪問看護に特別管理

加算、利用者の同意等による電話対応に報酬算定,Ｐ４ 「４．新型コロナウイルス感染症に

係る介護保険の訪問看護の臨時的対応」 (ホームページ閲覧日 R2.7.31) 

                        

Ｑ４－７ 介護保険の利用者ががん末期の診断を受けたらどうするか 

「末期がん」は要介護者・要支援者であっても医療保険での訪問看護が優先される厚生労

働大臣が定める疾病等に含まれています。よって、訪問看護指示書に「末期がん」と明記さ

れていれば、介護保険から医療保険の訪問看護に変更したうえで訪問看護を継続できます。 

医療保険に変わった場合、障害者医療費受給者証を利用し訪問看護を提供することは可

能です。その場合、医療保険（診療報酬）の自己負担割合は所得によって異なります。また、

訪問看護ステーションによっては、交通費などの実費分がある場合自己負担が発生します

のでご留意ください。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版） 巻末 2 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版） P173 170 

訪問看護実務相談 Q&A（令和２年４月版）P9～P10,P206 Q4-16 

  

 73 歳、男性、要支援２、脳梗塞、糖尿病性腎症（身障３級、医療受給者証あり）、介護

保険の訪問看護週 1回利用している方がいます。先日、胃がんとＳ状結腸がんの末期と診

断されました。この場合、医療保険に変えた方が良いですか。その場合、訪問看護費は障

害者医療受給者証を利用できますか。また、自己負担が発生するのでしょうか。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome_houmonkango.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome_houmonkango.html


Ｑ５－１ 視神経脊髄炎患者の訪問看護 

従来、視神経脊髄炎型多発性硬化症とよんでいたものの中に、視神経脊髄炎が含まれてい

ましたが、2015 年の診断基準として、多発性硬化症と視神経脊髄炎は異なる疾患として区

別されました。 

よって、視神経脊髄炎は介護保険での訪問看護となります。しかし、指定難病ですので、

利用者が都道府県・指定都市に申請をし、医療受給者証の交付を受けると、利用料は自己負

担上限額(月額)までの支払いに軽減されます。 

【参考文献】 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版）P199 205、P195 206 

多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン 2017‐日本神経学会 

 

Ｑ５－２ 受診日と同一日の訪問看護 

別表７、別表８又は同告示第２の３の（2）に規定する超重症児若しくは準超重症児に

該当する者は、その利用者が該当する全ての疾病等について該当するコードを訪問看護療

養費明細書の「該当する疾病等」の欄に記載します。コードは、「訪問看護療養費請求書

等の記載要領について」（平 30保医発 0326第５・別添３改正通知）に掲載されていま

す。「同告示第２の３の（2）に規定する超重症児若しくは準超重症児に該当する者」に関

しては、備考欄にスコアも記載してください。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版）P646～P648 

 

Ｑ５－３ 小児訪問看護を行うために必要な届出 

小児訪問看護を行うために必要な指定届出は以下となります。小児の公費負担医療制度

のうち、訪問看護に関わるものの届出が必要になります。 

小児公費負担医療制度 

① 未熟児療育医療（訪問看護には関係なし）  

② 自立支援医療（旧育成医慮・更生医療・精神通医院医療）  

③ 小児慢性特定疾病  

 

５ 医療保険 

「視神経脊髄炎」は「多発性硬化症」のひとつとして、医療保険での訪問看護にな

りますか。また指定難病のため、利用料は公費請求で良いでしょうか。 

医療保険の利用者に主治医の病院へ受診した日に訪問看護を提供しても算定ができな

いと思いますが、歯科や皮膚科等の他の医療機関に受診した場合は算定できますか。 

小児の訪問看護を行うために必要な指定届出を教えてください。 



以上②③については届出が必要です。都道府県に所定の手続きを行い、指定自立医療機関と

しての指定と指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けてください。 

【参考文献】 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版）P305 312  

訪問看護の業務の手引き（令和２年４月版）P160第９公費負担医療制度 

 

Ｑ５－４ ２か所の訪問看護ステーションから訪問する場合の特別管理加算 

算定は適切ではないと考えます。 

バルーン留置の利用者は、準告知第２の１の利用者に該当しますので、Ａステーションと

貴ステーションの２か所で特別管理加算を算定することはできます。しかし、特別管理加算

は、訪問看護ステーションが特別な管理を必要とする利用者（基準告知第２の５に規定する

利用者）から看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他計画的な管

理を実施できる体制にあり、利用者に対して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っ

た場合に算定するものとなっています。 

なお、訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることが

できるよう必要な支援を行うことになっています。定期的な訪問はリハビリ職員のリハビ

リテーションが主であり、看護職の訪問は３か月に１回であることから、計画的な管理が行

われているとは言い難いと考えます。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版）P122、P456（544 15.5.30事務連絡 7） 

訪問看護実務相談 Q＆A（令和２年版）P286 Q6-103 

 

Ｑ５－５ 複数名訪問看護加算（看護師と看護補助者） 

２回の算定が可能です。 

看護師と事務員とで訪問看護を提供すれば、週に２回以上の複数名訪問加算が算定でき

ます。その際には秘密保持や安全等の観点から、事務員に対しても事業所において必要な研

修等を行うことが重要です。 

医療保険の複数名訪問看護は１人の看護師等による指定訪問看護が困難な利用者であっ

て以下のいずれかに該当するものが算定要件です。 

医療保険でバルンカテーテルを留置している利用者に２か所の訪問看護ステーショ

ンが入っています。Ａステーションは看護師、Ｂステーションはリハビリ職員主体、

看護師は３ヶ月毎に訪問しています。リハビリ職員に観察点や注意事項を指導し、記

録を残していますが、Ｂステーションで特別管理加算を算定することはできますか。 

医療保険の複数名訪問看護加算について、「終末期で週２回以上ケアが必要で、看護

師と事務員２名で訪問した場合」は２回算定できますか。 



① 「特掲診療料の施設基準等」別表第 7に掲げる疾病等の利用者 

② 「特掲診療料の施設基準等」別表第 8に掲げる疾病等の利用者 

③ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている利用者 

④ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる利用者 

⑤ 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利用 

者（看護職員が看護補助者と同時に行う場合に限る） 

⑥ その他の利用者の状態から判断して、以上①から⑤のいずれかに準ずると認められる 

利用者（看護職員が看護補助者と同時に行う場合に限る） 

看護補助者との複数名訪問は要件①②③は複数名訪問の回数制限はなく、なおかつ１日 

に複数回訪問の算定も可能です。また要件④⑤⑥の場合は週に３回まで算定ができます。 

【参考文献】 

訪問看護実務相談 Q＆A（令和２年版）P50、P283 Q6-94,95 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版）P111 112 

 

Ｑ５－６ 複数名訪問看護加算（看護師と看護師） 

同行する看護師は同一法人内の外来または病棟所属の看護師でも大丈夫です。ただし、そ

の場合、病院と訪問看護ステーションでの兼務となりますので、従業者の変更や職員数、勤

務体制の届出が必要となります。 

また、兼務を証明するための辞令等は必要であり、勤務時間を明確にするため勤務表が必

要となります。訪問看護ステーションは、利用者に対し適切な指定訪問看護を提供できるよ

う職員の毎月の勤務体制および職務内容を定めることとなっています。そのため仮に同行

看護師のみの兼務であっても、あらかじめ計画された勤務表により看護業務に就く必要が

あります。 

そして、介護保険の場合は愛知県への届出様式『従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表』

では、兼務者の兼務先およびや兼務する職務内容を記載し提出します。また、勤務上の勤務

時間数は、訪問看護提供の実態に即したものでなければならないため、勤務上の勤務時間と

実態が乖離していると認められる場合には、勤務上の勤務時間の適正化の指導の対象とな

ります。もちろん、重要事項説明書等の人員構成への記載も必要です。 

【参考書籍】 

訪問看護手引き（令和２年版）P277 第 30 条、P291、P295、P505(16)① 

訪問看護実務 Q&A（令和２年度版）P168 Q1-5、Q1-6 

 熊本県看護協会ホームページ 訪問看護ステーションサポートセンター『Q&A よくある 

 

看護師が複数で同行訪問する場合、同行する看護師は同一法人の病院の外来や病棟

の看護師でもよいでしょうか。その場合、兼務であることを証明する辞令等が必要に

なりますか。また、重要事項説明書等の書類への記載も必要になるでしょうか。 



質問と回答』Q 1-1（https://www.kna.or.jp/supportcenter/faq/c1/q1 （令和２年４月 21

日閲覧） 

 

Ｑ５－７ 難病等複数回訪問加算の要件 

「難病等複数回訪問加算」の対象者は、「特掲診療科の施設基準等・別表第七に掲げる疾

病等の者」と「特掲診療科の施設基準等・別表第八に掲げる者」の両方を満たす場合とは限

りません。どちらか一方に該当する場合でも算定は可能です。また、他に特別訪問看護指示

書の交付を受けた利用者も対象となります。 

【参考書籍】 

訪問看護手引き（令和２年版）P101 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版）P102 102 

 

Ｑ５－８ 退院時共同指導加算の書式と特別管理指導加算の同時算定 

退院時共同指導加算については、特に様式の決まりはありません。参考文献には「実施日、

共同指導実施者、退院後の療養生活に係る指導や診療の継続に係る指導、初回訪問の予定な

どを盛り込むと良いでしょう」とあります。あらかじめその内容を盛り込んだ書式を販売し

ているところもありますので、参考にしても良いでしょう。 

なお、この加算は准看護師が行っても算定できませんし、医療保険か介護保険のどちらか

一方でしか算定できません。また、介護保険の初回加算を算定する場合は、算定できません。 

（医）退院時共同指導加算を算定する利用者のうち、特掲診療料の施設基準等別表第８に

掲げる者については、さらに特別管理指導加算（2,000円）が算定できます。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版） P122∼123 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版） P30 019,P137 136 

 

 

 

難病等複数回訪問加算が算定できるのは「特掲診療科の施設基準等・別表第七に掲

げる疾病等の者」と「別表第八に掲げる者」の両方を満たす場合でしょうか、それと

もどちらかを満たしていれば算定できますか。 

新規利用者の退院前カンファレンスに参加しました。退院時共同指導加算を算定し

ようと思いますが、算定できるような文書様式があれば教えてください。 

また、特別管理指導加算の同時算定についても教えてください。 

 

https://www.kna.or.jp/supportcenter/faq/c1/q1


Ｑ５－９ デイサービス先への訪問看護の算定はできるか 

デイサービスは居宅に該当しないため、訪問看護療養費の算定はできません。 

健康保険法第 88条の厚生労働省令で定める基準は、「病状が安定し、又はこれに準ずる状

態にあり、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行

う事業所により行われる訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用につい

て支給する」となっております。 

また、自宅以外でも居住系施設で訪問看護療養費を算定することができます。 

ただし、施設の種類によって訪問可能かどうか、医療保険か介護保険によっても扱いが違

うので確認が必要です。 

【参考文献】 

訪問看護実務相談 Q＆A（令和２年４月版） P353 Q14-1,P451健康保険法(抄) 

 

Ｑ５－１０ （医）退院支援指導加算が算定可能な対象と実施記録 

退院支援指導加算の対象者は「基準告示第２の７」に１つ以上該当する利用者です。つま

り、訪問看護管理療養費の注７に規定する退院支援指導加算に係る厚生労働大臣が定める

退院支援指導を要する者とは、退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者であって、次

のいずれかに該当するものとなります。 

（１） 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の利用者 

（２） 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者 

（３） 退院当日の訪問が必要であると認められた者 

また、退院支援指導を行った際の訪問看護記録書ですが、現在、記録書の参考様式は示

されていません。そのため、訪問看護記録書Ⅱに記載しても退院支援指導用の専用書式を

独自に作成して使用してもどちらでもかまいません。 

しかし、どちらを使用するにしても記録内容に実施した日時、実施者、療養上の指導内

容等を記載します。「訪問看護手引き」P229の訪問看護記録書Ⅱ（参考様式２）の使用で

あれば、「実施した看護・リハビリテーションの内容」の欄に記載すると良いでしょう。

参考までに他県で作成した記録書をお示しします。 

【参考文献】 

① 訪問看護業務の手引（令和２年４月版）P66,P124,P229,P530 

②千葉県訪問看護ステーション協議会 HP  

http://www.chiba-houkan.gr.jp/dl/R2.10.22 閲覧 

デイサービス利用中に医療保険の訪問看護を行った場合、算定は可能でしょうか。 

退院支援指導加算が算定可能な対象を教えてください。また、退院支援指導を行っ

た記録は訪問看護記録書のどこに記載すれば良いでしょうか。 

http://www.chiba-houkan.gr.jp/dl/R2.10.22


Ｑ５－１１ ３か所の訪問看護ステーションからの訪問 

特別訪問看護指示書交付による週４日以上の指定訪問看護が計画されている場合又は基

準告知第２の１に規定する疾病等の利用者で週に７日の指定訪問看護が計画されていれば、

病院受診などでキャンセルになっても、実績に応じて算定ができます。ただし、訪問看護計

画書に明記されている必要があります。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引（令和２年４月版）P668 ⑪複数の訪問看護ステーションからの訪問看

護（問１） 

訪問看護実務相談 Q＆A（令和２年４月版） P272 Q6-68,Q6-69 

 

Ｑ５−１２ 病名からがん末期が削除された場合の介護保険への切替のタイミング 

訪問看護指示書に「がん末期」と明記されている限りは、医療保険の訪問看護になるでし

ょう。 

しかし、大学病院から在宅医へ情報提供書等により報告がいき、在宅医も診療録の病名か

ら「がん末期」の記載を削除したのであれば、指示期間内であっても、訪問看護指示書を新

たに発行してもらうようお願いしたほうが良いでしょう。そのあたりは、在宅医と話し合っ

て、決めたら良いと思います。 

【参考文献】 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版） P173 170 

 

  

がん末期と大学病院で診断され、在宅医からの指示書にて医療保険の訪問看護を実

施している方がいます。最近、大学病院で検査をしたら、癌が消失していたとご家族

から報告がありました。ケアマネジャーからは今後も訪問看護継続の依頼があります

が、医療保険から介護保険に切り替えるタイミングは在宅医からの指示書の交付日か

らで良いでしょうか。 

 

３か所の訪問看護ステーションで週７日の訪問看護を実施する計画でしたが、病院

受診等が入り訪問看護がキャンセルになってしまいました。結果、週６日しか訪問が

できなくなりましたが、訪問看護療養費を算定できるでしょうか。 



Ｑ６－１ 精神科訪問看護と自立支援医療 

もし、介護保険認定を受けていたとしても、精神科訪問看護指示書が交付されれば、医療

保険の訪問看護が優先されるため、この方の場合、医療保険での訪問看護は可能でしょう。 

精神科訪問看護指示書は精神科を標榜する保険医療機関の精神科の保険医が交付するも

のです。ただし、認知症の利用者については、医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定

している者以外は介護保険の対象になりますので、ご留意ください。 

また、訪問看護ステーションは精神科訪問看護基本療養費を算定するにあたって、地方厚

生（支）局長へ届け出が必要なため、その点についてもご留意ください。届け出基準として

精神病棟などへ 1 年以上勤務経験があるなどの条件をクリアした保健師、看護師、准看護

師、作業療法士の届け出をします。 

さらに指定訪問看護事業者は、都道府県知事に対して所定の手続きを行い自立支援医療

機関として指定を受けていると、公費負担が受けられます。 

【参考資料】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版）P163 

訪問看護実務相談 Q&A（令和２年版）P209 Q4-24、P323 Q7-17 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版）P90 090 

 

Ｑ６－２ 複数名精神科訪問看護加算は週何回まで算定できるか 

訪問する職種によって、回数が異なります。 

保健師または看護師と看護補助者又は精神保健福祉士との同行訪問は週に１回に限られま

す。保健師又は看護師と保健師、看護師、准看護師又は作業療法士との同行は通常週３回ま

でです。しかし精神科特別訪問看護指示書の期間内は毎日の訪問が可能です。また精神科重

症患者早期集中支援管理料を算定していれば、退院してから３月以内は週５日までの訪問

が可能です。 

令和２年度診療報酬改定により複数名訪問が必要な理由を精神訪問看護指示書に記入し

てあることも条件に加えられました。さらに１日に２回以上の複数名訪問看護加算は減額

されています。 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年度４月版） P103、P105、P215∼216 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版）P114 115、P278 284、P290 297 

 複数名精神科訪問看護加算は週何回まで算定できますか。 

 疾病名が「てんかん」で精神科へ月 1回受診しており、精神保健手帳、自立支援受給

者証を取得している方がいます。この場合、医療保険での訪問看護は可能でしょうか。 

６ 精神科訪問看護 



Ｑ７－１ 認知症対応型グループホーム入居者への特別訪問看護指示書による訪問看護 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）は居住系施設になりますので、 訪問看護

基本療養費の算定ができます。今回の場合は、特別訪問看護指示書が発行されていますので、

委託契約はしなくても、医療保険の訪問看護として算定することが可能です。 

【参考文献】  

訪問看護実務相談 Q＆A（令和２年版）P354 Q14-2 

 

Ｑ７－２ 認知症対応型グループホーム入居者へのインスリン注射のための訪問看護 

インスリン注射は医療行為であるため、健康管理の一環とは言いがたく問題があると考

えます。 

 「医療連携体制加算」は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が可能な限り継続

してグループホームで生活できるように、日常的な健康管理を行い、医療ニーズが必要とな

った場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものです。ここ

で言う「日常的な健康管理」の具体的な内容は明文化されていません。 

名古屋市介護保険課へ問い合わせたところ、「健康管理とは、バイタルサインや療養相談・

指導などが想定されているであろう」との回答でした。 

貴訪問看護ステーションと施設との契約業務内容に医療行為が含まれ、インスリン注射

を実施する場合は、医師からの指示が必要です。しかし訪問看護指示書料は保険請求するこ

とができないため、料金は基本的に施設が支払いますが、利用者が支払う場合もあります。

一方、契約業務内容に医療行為が含まれていない場合は、施設側との協議により委託契約内

容を見直し、実施するのか検討する必要があります。また、施設が入居者に対し訪問看護の

必要を認めた場合、施設の費用負担で訪問看護サービスを利用させることが可能です。その

ため訪問看護を実施後は施設に別途費用請求することになります。 

ただ基本的にその医療行為が、入居者の安全性を考慮した上で実施できるか否かについ

ては、その都度検討すべきであると考えます。 

  

７ 施設等への訪問看護の提供 

 認知症対応型グループホームに入所している 92歳の認知症の方に、看取り目的で訪

問看護を実施しています。主治医より特別訪問看護指示書の交付があり、医療保険で

対応する場合の利用料金や保険請求について教えてください。また、この場合グルー

プホームとの委託契約は必要でしょうか。 

 認知症対応型グループホームとの医療連携体制加算について委託契約を結び、週１

回程度の訪問で健康チェック・相談・指導を行っています。今回、入居者のかかりつ

け医からインスリン注射(トルリシティ アテオス注１回/週 注射)の処方がありまし

たが、訪問時に健康管理の一環として当ステーションが注射を実施するのは問題ない

ことなのでしょうか。 



【参考文献】 

訪問看護業務手引き（令和２年度４月版）P47 

訪問看護お悩み相談室（令和２年版）P192～P194 198 199 

「高齢者施設等と訪問看護数テーションとの連携ガイド」（一般社団法人全国訪問看護事業

協会 HPに掲載）P14～P16、P29、P34～P35 

 

Ｑ７－３ ケアハウスへの訪問看護 

軽費老人ホームはケアハウスに分類されます。精神科訪問看護は医療保険での算定とな

るため精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）または（Ⅲ）の算定は可能です。 

 

＜高齢者向け住まい・施設の概要＞ 

 
サービス付き 

高齢者向け住宅 
有料老人ホーム 

養護老人ホーム 

（特養） 

軽費老人ホーム 

（ケアハウス） 

認知症高齢者 

グループホーム 

根拠法 高齢者住まい法 老人福祉法 老人福祉法 

社会福祉法 

老人福祉法 

老人福祉法 

基本的性格 
高齢者の 

ための住居 

高齢者の 

ための住居 

環境的、経済的に困窮

した高齢者の入所施設 

低所得高齢者の 

ための住居 

認知症高齢者のた

めの共同生活住居 

介護保険上 

の類型 

なし 

外部サービスを活用 

特定施設入居者生活介護 

認知症対応型 

共同生活介護 

主な 

設置主体 

限定なし 

（営利法人中心） 

限定なし 

（営利法人中心） 

地方公共団体 

社会福祉法人 

地方公共団体 

社会福祉法人 

知事許可を受けた

法人 

限定なし 

（営利法人中心） 

【参考文献】 

全国訪問看護事業協会「高齢者施設等と訪問看護ステーションとの連携ガイド」P26図表

7 高齢者施設等と介護保険サービスの関係 

厚生労働省 訪問看護ステーションと居宅系施設等との連携 ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114467.pdf

（令和 2.4.29閲覧） 

訪問看護実務相談 Q＆A(令和２年版) P353 Q14-1 

 

 

 

 

 

 軽費老人ホーム（看護師１名在勤）の入居者への精神科訪問看護の提供は可能でし

ょうか。 



Ｑ７－４ グループホーム（共同生活援助）への訪問看護 

おっしゃる通りです。高齢者のグループホームと同様に、障害者グループホームにおいて

も施設と訪問看護ステーションが契約を取り交わし訪問看護を提供することになります。 

契約については全国訪問看護事業協会から出されている「高齢者施設等と訪問看護ステ

ーションとの連携ガイド」に詳しく書かれているので参考にすると良いでしょう。 

【参考文献】 

全国訪問看護事業協会 HP 「高齢者施設等と訪問看護ステーションとの連携ガイド」 

【医療介護あれこれ】障害者グループホームでの医療連携体制加算について（ＱＡより） 

http://www.sasakigp.co.jp/column/10014582 （2020.1.5閲覧） 

 

Ｑ７－５ 介護付き有料老人ホームへの訪問看護 

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)には、一般型と外部サービス利用型

の二種類があります。一般型は、その特定施設の従業者が介護サービスを提供します。その

ため当該介護サービスを受けている間は、居宅療養管理指導を除いて、他の在宅サービスの

利用は保険給付の対象外となります。 

ただし、施設が夜間看護体制加算を算定する場合は、算定要件である 24時間連絡体制の

確保のため、訪問看護ステーションとの委託契約は可能です。外部サービス利用型の場合は

訪問看護を提供することは可能ですが、その際も委託契約が必要となります。 

医療保険による訪問看護は以下の場合、提供できます。 

1.特別訪問看護指示書の交付があった場合 

2.「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合 

3.精神科訪問看護基本療養費を算定できる者(認知症を除く。ただし精神科重症患者早期集

中支援管理料を算定する患者にあってはこの限りではない) 

【参考文献】 

 訪問看護実務相談 Q＆A(令和２年４月版)  P353 Q14-1、P359 Q14-18 

 全国訪問看護事業協会 HP 

 ・高齢者施設等と訪問看護ステーションとの連携ガイド P28～29 

 ・介護サービス・障害福祉サービスにおける事業所・施設への看護の提供 

  ～委託契約を中心に～ P9～11 

 知的障害者が入居しているグループホーム（共同生活援助）より、薬の管理、転

倒・転落などの安全管理、体調の変化の見極めなど、介護職だけでは難しくなってき

ており看護職の協力が必要だと相談がありました。この場合、認知症対応型グループ

ホームのように事業所間で契約を取り交わして、訪問することになるのでしょうか。 

 介護付き有料老人ホームへ訪問できる対象は医療保険の方のみときいています。そ

の場合、どんな方が対象になりますか。 

http://www.sasakigp.co.jp/column/10014582


Ｑ８－１ 自立支援医療保有者の介護給付費について 

ご相談の利用者様の年齢、疾患名、申請している保険の有無等情報が少ないため、 次の

ように仮定してお答えします。 自立支援医療受給者証を持っていて、かつその受給者証に

指定医療機関として訪問看護ステーション名が記載されている場合、自己負担上限額に達

するまで訪問看護費は自己負担です。上限に達していれば訪問看護費の自己負担分は全額

公費請求となり、利用者負担は 0円となります。この条件を満たしていなければ、介護保険

の自己負担分は利用者負担となります。 

【参考文献】  

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版）P163～P164、巻末「訪問看護における介護 保険・

医療保険の区分／加算の算定に関連する疾病等」  

訪問看護お悩み相談室（平成 30年版）P276 286、P278 288 

 

Ｑ８－２ 特定医療費と福祉医療費助成制度について 

難病法の医療費助成を受けることができるのは、都道府県・指定都市から指定を受けた難

病指定医療機関（病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション）のみです。それ以外の医療

機関を受診しても、給付の対象になりませんので、訪問診療をしている主治医の属する医療

機関が難病指定医療機関ではない可能性があります。その場合は、福祉医療費助成制度を活

用していると思われます。一度、そのあたりを確認してみると良いでしょう（難病情報セン

ターのホームページに対象医療機関が記載されています）。 

訪問看護ステーションが難病指定医療機関の届出をしていれば、自己負担上限額管理票

に記入をして、上限額までは難病法の医療費助成制度より給付を受けてください。市町村に

よりますが、難病の医療費助成制度と福祉医療費助成制度の併用が可能という場合があり

ますので、その場合には自己負担分を福祉医療費助成制度からの給付にすると自己負担は

ゼロになります。 

以上のように、２種類以上の公費負担医療の対象者の場合は、優先順位に従っての適用と

なるため、それに沿って請求するようにしましょう。 

８ 公費負担医療制度に関する事項 

 自立支援医療(更生医療)と介護保険併用の本人負担金について教えてください。 

例えば、要介護１(区分支給限度基準額 16,692 単位/月)で、月の単位数を超えた場合から

自立支援医療の負担金が上限に達していれば、本人負担が 0円ということでしょうか。そ

れとも自立支援医療受給者証保有者は、介護保険利用分すべてが本人負担 0円ということ

でしょうか。 

 

 パーキンソン病（ヤールの分類５）で特定医療費をもち、福祉医療費助成制度の該当者

でもある利用者の訪問看護を開始することになりました。保険証を確認したところ、一度

も特定医療費の自己負担上限額管理票に記載がされておらず、訪問診療など全て福祉医療

費助成制度による請求でした。保険の優先順位からすると、特定医療費から利用されると

思うのですが、訪問看護はどうすれば良いでしょうか。 

 

  



【参考文献】 

・訪問看護業務の手引き（令和２年版） P160～165 

・訪問看護実務相談 Q&A（令和２年版）P331 Q8-7 

・難病情報センターホームページ（2021.3.30 閲覧） 

 

  



Ｑ９－１ 衛生材料の保管や持ち出しについて 

在宅療養上必要かつ十分な量の衛生材料および保険医療材料は、訪問看護ステーション

の看護師等が訪問看護を提供するにあたり必要な分も含め、患者の診療を担う保険医療機

関が提供するものです。衛生材料等提供加算は在宅療養において衛生材料等が必要な患者

に対し、訪問看護ステーションから提出された訪問看護計画書及び訪問看護報告書を基に、

療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合

に算定します。ただし、在宅療養指導管理料等を算定している場合は算定できません。算定

要件として、訪問看護指示書または精神科訪問看護指示書を交付した患者に対して、在宅療

養において必要かつ十分な量の衛生材料を提供するとしています。 

なお、医師の指示に基づく指定訪問看護の提供に要する衛生材料等については、患者への

実費請求はできません。これらの衛生材料・消毒薬等は医療機関が提供することが義務付け

られています。 

＜訪問看護事業所で卸売販売業者から購入し、保管できる医薬品＞ 

 

＜訪問看護事業所で購入、保管できるものの例＞ 

衛生

材料 

ガーゼ、脱脂綿、綿棒、綿球、滅菌手袋、絆創膏、油紙、リント布、包帯、テー

プ類、医療用粘着包帯、ドレッシング材、使い捨て手袋 

医療

機器

等 

採尿・痰・血容器、イルリガードル、胃瘻・経管栄養チューブ、注射器（ディス

ポ）、畜尿バッグ、カテーテルチップ、注射針、ポート針、点滴用ルート・フィ

ルター、酸素カニューレ、吸引カテーテル、気管カニューレ、膀胱留置カテーテ

ル、導尿カテーテル、延長チューブ、三方活栓・キャップ、ポンプ用ルート、鑷

子、ステート、ＳＰＯ２モニター、血圧計、ペン型インスリン注射器、吸入器、

吸引器、血糖測定器、人工呼吸器/関連機材、在宅酸素療法機材、輸液ポンプ、

経管栄養注入ポンプ、シリンジポンプ、ＰＣＡポンプ 

 

【参考文献】 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版）P141～142 P157～159 P628～631、P675  

訪問看護実務相談 Q＆A（令和２年版）P337 Q10-5 

消毒エタノール、ポピドンヨード液、滅菌グリセリン、グルコン酸クロルヘキシジン、

グリセリン浣腸液、オリーブ油、塩化ベンザルコニウム、白色ワセリン、生理食塩水、

精製水、滅菌蒸留水 

９ 具体的な処置に関する事項 

「衛生材料等提供加算」で医療機関側が出してくれる衛生材料を教えてください。また、

訪問看護ステーションが保管可能な「衛生材料」と、それらの中で持ち出し可能なものが

あれば教えてください。 



Ｑ９－２ NPPV装着中の利用者訪問中にリハビリ職員が行う水分摂取 

理学療法士及び作業療法士法の第 15条 1項において、「理学療法士または作業療法士は、

保健師助産師看護師法第 31 条第 1 項および第 32 条の規定にかかわらず、診療の補助とし

て理学療法または作業療法を行うことを業とすることができる」とあります。また医師法第

17 条において「医師でなければ医業をなしてはならない」とあります。すなわち、理学療

法士が診療の補助を行うとされる医行為は、利用者に生じる可能性のある生命および保健

管理上の危険性、効果的な理学療法のための考慮されるべき医学的所見、適用されるべき理

学療法手段に関する担当医師の意見等についての指示を受けておく必要があります。そし

て、その旨は訪問看護指示書に記載していただくと良いでしょう。 

 また理学療法士は、専門職として医師の指示を理解し、その行為に使用する機器の安全確

保することはもとより、治療行為を行う場の安全を管理し、対象の治療時における、疾患、

傷害の特性よりもたらされる危険、事故の防止について配慮することが求められます。さら

に、これらの対策にもかかわらず発生する事故などの対処方法についても、あらかじめ在宅

医療チームで検討しておくことが大切です。 

これらを網羅し、利用者のバイタルサインや呼吸器症状といった患者要因、呼吸の同調性

や換気量などの NPPV 装着時の状況や機器の作動状況等の判断材料から、訪問看護師の評価

を踏まえた上で、理学療法士がマスクの脱着を行うことは良いと考えます。 

【参考文献】 

理学療法士及び作業療法士法 第 15条１項  

理学療法士ガイドライン 9.【安全性の配慮・事故の防止】について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NPPV装着している利用者に理学療法士が週２回の訪問看護を提供しています。リハビリ

が終了後に水分摂取を行うため、マスクを外す行為を理学療法士が行っても良いでしょう

か。脱水予防のために必要なのですが、理学療法士が行ってはいけない医行為なのかどう

か教えてください。 



Ｑ１０－1 定期巡回・随時対応型訪問間介護看護（連携型）に必要な書類  

① 連携型定期巡回・随時対応型訪問看護を行う場合の訪問看護契約書、重要事項説明書に

ついて 

医師の指示に基づく看護を提供する利用者は、訪問看護費を介護報酬により介護度に応

じて、所定額を請求します。一方、訪問看護を利用しない者・医療保険適用者については、

看護職員による定期的なアセスメントの部分を委託された場合については、施設と契約を

結び、委託料をもらうことになります。医師から指示を受けて、訪問看護を行う利用者に対

しては、その額等について利用者に説明し、同意を得ることが必要となります。通常の介護

保険の訪問看護利用時の契約書に追加で書き加えることも可能ではありますが、異なる部

分がおおいため、「定期巡回・随時対応型」の訪問看護利用者向けに契約書を作成したほう

が、良いかと思われます。 

② 連携型定期巡回・随時対応型訪問看護の緊急訪問時の訪問看護費について 

医師の指示に基づく看護を提供する者については、訪問回数に関係なく月額定額での訪

問看護費を算定します。もし、状態が悪化するなどして、計画外の訪問を行っても所定の単

位数以外に算定することはできません。ただし、状態が悪化し主治医より特別訪問看護指示

書がでるなど医療保険に切り替わった場合はその期間に応じて医療保険での対応になりま

す。 

【参考文献】 

介護報酬の解釈２指定基準編（平成 30年４月版）P357 右段(2)指定訪問看護護事業者との

連携（基準第３条の 42） 

訪問看護業務の手引き（令和２年４月版） P87、 P365(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する事項 

 今回初めて定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携を申請することになりました。訪問

看護契約書、重要事項説明書は従来のものではなく、定期巡回の契約書を新たに作成する

必要がありますか。また、利用料は固定額になりますが、緊急対応や追加訪問となった場

合、利用者の同意のうえ、当ステーションで設定している実費分をいただいてもよいもの

でしょうか。 
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