
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス

CAREGIVER STAFF　-ケアギバースタッフ- 4級地

連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス(１か月当たりの利用料金）

○訪問看護を利用しない場合の介護報酬・自己負担額 （訪問看護を利用する場合、連携先訪問看護事業所にて算定）

1ヵ月に 訪問介護 自己負担 自己負担 自己負担 1ヵ月に 訪問看護 自己負担 自己負担 自己負担
つき 介護報酬単位数 【１割】 【２割】 【３割】 つき 介護報酬単位数 【１割】 【２割】 【３割】

要介護１ 5,666 ¥61,419 ¥6,142 ¥12,284 ¥18,426 要介護１
要介護２ 10,114 ¥109,635 ¥10,964 ¥21,927 ¥32,981 要介護２
要介護３ 16,793 ¥182,036 ¥18,204 ¥36,408 ¥54,611 要介護３
要介護４ 21,242 ¥230,263 ¥23,027 ¥46,053 ¥69,079 要介護４
要介護５ 25,690 ¥278,479 ¥27,848 ¥55,696 ¥83,544 要介護５ 3,735 ¥39,964 ¥3,997 ¥7,994 ¥11,990

○初期加算　利用開始後30日間 ○ターミナルケア加算
加算介護報酬単位数 介護報酬額 【１割負担】 【２割負担】 【３割負担】 死亡月 加算介護報酬単位数 介護報酬額 【１割負担】 【２割負担】 【３割負担】

30 ¥325 ¥33 ¥65 ¥98 のみ 2,000 ¥21,680 ¥2,168 ¥4,336 ¥4,336

▽訪問看護サービスを利用せず通所介護を利用した場合の ▽訪問看護サービスを利用し、かつ通所介護を利用した場合の
　一日当たりの減算額 　一日当たりの減算額

１日に 一日当たりの 介護報酬 減額料金 減額料金 減額料金 １日に 一日当たりの 介護報酬 減額料金 減額料金 減額料金
つき 減算介護報酬単位数 減算額 【１割】 【２割】 【３割】 つき 減算介護報酬単位数 減算額 【１割】 【２割】 【３割】

要介護１ -62 ¥-672 ¥-68 ¥-135 ¥-202 要介護１ -91 ¥-986 ¥-99 ¥-198 ¥-296
要介護２ -111 ¥-1,203 ¥-121 ¥-241 ¥-361 要介護２ -141 ¥-1,528 ¥-153 ¥-306 ¥-459
要介護３ -184 ¥-1,994 ¥-200 ¥-399 ¥-599 要介護３ -216 ¥-2,341 ¥-235 ¥-469 ¥-703
要介護４ -233 ¥-2,525 ¥-253 ¥-505 ¥-758 要介護４ -266 ¥-2,883 ¥-289 ¥-577 ¥-865
要介護５ -281 ¥-3,046 ¥-305 ¥-610 ¥-914 要介護５ -322 ¥-3,490 ¥-349 ¥-698 ¥-1,047

▽訪問看護サービスを利用せずショートステイを利用した場合の ▽訪問看護サービスを利用し、かつショートステイを利用した場合の
　一日当たりの減算額 　一日当たりの減算額

１日に 一日当たりの 介護報酬 減額料金 減額料金 減額料金 １日に 一日当たりの 介護報酬 減額料金 減額料金 減額料金
つき 減算介護報酬単位数 減算額 【１割】 【２割】 【３割】 つき 減算介護報酬単位数 減算額 【１割】 【２割】 【３割】

要介護１ -186 ¥-2,016 ¥-202 ¥-404 ¥-605 要介護１ -272 ¥-2,948 ¥-295 ¥-590 ¥-885
要介護２ -332 ¥-3,598 ¥-360 ¥-720 ¥-1,080 要介護２ -424 ¥-4,596 ¥-460 ¥-920 ¥-1,379
要介護３ -552 ¥-5,983 ¥-599 ¥-1,197 ¥-1,795 要介護３ -648 ¥-7,024 ¥-703 ¥-1,405 ¥-2,108
要介護４ -698 ¥-7,566 ¥-757 ¥-1,514 ¥-2,270 要介護４ -798 ¥-8,650 ¥-865 ¥-1,730 ¥-2,595
要介護５ -844 ¥-9,148 ¥-915 ¥-1,830 ¥-2,745 要介護５ -967 ¥-10,482 ¥-1,049 ¥-2,097 ¥-3,145

▽同一建物減算

1ヵ月に 加算介護報酬単位数 介護報酬額 【１割減額】 【２割減額】 【３割減額】
つき -600 ¥-6,504 ¥-651 ¥-1,301 ¥-1,952
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2,935 ¥9,422¥31,404 ¥3,141 ¥6,282
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