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要介護者に対する
訪問看護の現状



〇積み上げ方式訪問看護

訪問回数 訪問時間
基本単位
（単位）

緊急時加算
（単位）

合計（単位）

訪問看護
週1回 30分 469 574 2,450（4回/月）

60分 819 574 3,850（4回/月）

リハビリ 週2回 40分 594 4,752（8回/月）

利用者様30名あたり 2,450単位…20名
3,850単位…10名

合計 87,500単位



〇定期巡回看護連携型 ※リハビリは必要に応じて訪問可能

訪問回数・時間 要介護度
基本単位
（単位）

緊急時加算
（単位）

合計（単位）

回数・時間制限なし
１～４ 2,935 574 3,509

５ 3,735 574 4,309

利用者様30名あたり
3,509単位…27名
4,309単位…3名

合計 107,670単位



〇定期巡回看護一体型 ※リハビリは必要に応じて訪問可能

訪問回数・時間 要介護度
基本単位
（単位）

緊急時加算
（単位）

合計（単位）

回数・時間制限なし

１ 8,267 315 8,582

２ 12,915 315 13,230

３ 19,714 315 20,029

４ 24,302 315 24,617

５ 29,441 315 29,756

利用者様30名あたり

8,582単位…8名
13,230単位…9名
20,029単位…5名
24,617単位…6名
29,756単位…2名 合計 495,085単位



訪問看護業務

他にも利用者のご希望に沿った
療養生活を送るため、

様々な支援・調整を実施

・日常生活の支援
・心理的な支援
・家族等介護者の相談、助言
・病状悪化の防止（予防的看護）
・社会資源の活用支援
・認知症者の看護
・精神障がい者の看護
・リハビリテーション看護
・重症心身障がい児者の看護
・エンドオブライフケア

〇療養上の世話 〇診療の補助

・健康状態のアセスメント
・医療的ケア
・入退院時の支援

利用者が入院する事がないよう、
訪問看護師は、保健・医療・福祉などの多職種と連携して在宅療養を支えます。



積み上げ式訪問看護と定期巡回訪問看護の違い

積み上げ式訪問看護 定期巡回訪問看護

訪問時間帯 日中のみ 日中・夜間問わず訪問可能
（24時間随時対応）

訪問回数 回数制限あり 回数制限なし

リハビリ 回数制限あり 回数制限なし(ADLに合わせて必要なだけ提供可能)

訪問時間変更 ケアマネに連絡必要 ケアマネに連絡不要

移動時間 報酬なし 報酬あり

電話訪問 緊急事態宣言中のみ特例で可
（普段は不可）

可

売上変動 コロナ禍において減少傾向

（基本単位×訪問回数で請求するため、
軽度者が休みがちになる）

コロナ禍においても変動少ない

（訪問の回数による請求額の変動がない
ため）

その他 ・急な新規依頼時調整が困難、また訪問
時間が重なった場合複数のスタッフが訪
問する必要があるため多くのスタッフが必
要になる
・三密になりやすい

・利用者様の容態や要望に合わせて滞在
時間や訪問時間を柔軟に変更する事が出
来、急な新規依頼時調整が容易なため積
み上げ式に比べて少人数での運営が可能
・三密になりにくい



連携 移行

定期巡回

訪問看護単体の事業所 積み上げ式訪問看護

可能であれば

一体型事業所の検討を！

看護の幅を広げ、在宅の限界点を上げる

医療訪問看護を増やす



看護小規模多機能型居宅介護

メリット



対象者比較

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス

(1) 退院直後の利用(病院・老健)

内科的な疾患あるいは要介護状態での入院・入所し、その間に

運動能力・認知機能が低下した人在院日数が短くなっていることから、

医療的なニーズを抱えたまま自宅に帰る人

⑵ 別表第7、別表第8の要介護者

⑶ 在宅での介護・医療保険サービスを利用している終末期の要介護者

⑷ サービス付き高齢者住宅・住宅型有料老人ホームに入居して

いる要介護者

⑸ 服薬の遵守が困難・環境整備が困難・食事量が安定しない

⑹ 夜間の見守り・転倒の危険性のある要介護者

⑺ 独居・老々介護世帯・2世帯で子供夫婦が就労している要介護者

⑻ 白内障の術前・術後の点眼が遵守困難な要介護者

⑼ 通所サービスを休みがちな利用者

⑽ 居宅サービスを拒否する認知症要介護者

⑾ 訪問介護の報酬が定期巡回の報酬を超えている、或いは近い要介護者

看護小規模多機能型居宅介護

⑴ 退院直後の利用（病院・老健）

内科的な疾患あるいは要介護状態で入院・入所し、その間に運動

能力・認知機能が低下した人在院日数が短くなっていることから、

医療的なニーズを抱えたまま自宅に帰る人

⑵ 別表第７ 別表第８の要介護者

⑶ 在宅で介護・医療保険サービスを利用している終末期の要介護者

⑷ サービス付き高齢者住宅・住宅型有料老人ホームに入居している

要介護者

⑸ 服薬の遵守が困難・環境整備が困難・食事量が安定しない

⑹ 夜間の見守り・転倒の危険性のある要介護者

⑺ 独居・老々介護世帯・2世帯で子供夫婦が就労している要介護者

⑻ 白内障の術前・術後の点眼が遵守困難な要介護者

⑼ 在宅で介護保険サービスを使っている人の急性増悪時の緊急

ショートステイ（登録者以外）

⑽ 在宅医療を受けている急性増悪時の緊急ショートステイ（登録者以外）

⑾ サービス付き高齢者住宅・住宅型有料老人ホームに入居して

いる利用者の急性増悪時の緊急ショートステイ・終末期の要介護者



1 重度要介護者を獲得しやすい。
2 医療ニーズがある患者を獲得しやすい。
3 比較的簡単な手続きで利用しやすい。
4 在宅支援診療所の緊急入院としての窓口になる。
5 要介護者のその日の病状やADLの状況で泊り・通い・訪問の組み換えが直ぐ
に出来る。

6 居宅サービス（訪問介護・訪問看護・定期巡回・デイ）の緊急ショートステイが出
来る。 ※急性増悪時には特指示で医療保険の利用になり、別枠収入になる。

7 住宅型有料老人ホームや、サ高住の入居者も終末期に利用ができる。
8 定期巡回介護・看護の利用者を増やしやすい。
9 介護の現場の人材確保がしやすい。
➢ 無資格者：日勤、夜勤も可能、また訪問看護(医療保険)の看護補助者として

も可能。

看護小規模多機能型居宅介護のメリット

メリット



1 重度要介護者を獲得しやすい。

2 毎日1日複数回・夜間サービスを使いやすい。

3 比較的短時間なのでコロナ対策になる、緊急事態宣言が出ても電話

訪問等工夫がしやすい。

4 デイを休んでも直ぐに訪問で対応できる。

5 利用者のADLに合わせて支援できる。

6 訪問看護は看護師の判断により時間変更や回数変更が可能である。

7 訪問看護STは定期巡回看護と医療訪看だけにすると利益が高く、

効率的である。

メリット

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスのメリット(1)



8 脱水予防や転倒予防の計画が立てやすく、実質、必要な時に必要なだけ
の対応になる。
・食事の時間に合わせて訪問し、食事をしている時の様子を観察することが
できる。
・「近くを通ったので寄った」などと、気兼ねなく訪問することも可能。

9 訪問看護業務は診療の補助・療養上の世話なので、本来の業務
(質の高い看護)が提供できる。

10 介護も看護も少ない人員で、多くの人を助ける事が出来る事から、
国の政策に合っている。

11 2024年～2029年の国の政策に合っている。
(寧ろ定期巡回をしない訪問介護や訪問看護は倒産の危機にあう。
未来の基本サービス、地域包括ケアシステムの要である。)

12 排便コントロールがしやすい（浣腸や摘便を定期的に行う患者）にあっている。

メリット

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスのメリット(2)



13 認知症の問題行動、サービス拒否があるの人を支えやすい。
14 精神疾患を併せ持つ要介護者を支えやすい。
15 包括報酬なので計算がしやすく、災害や感染など緊急事態が

起こっても収入は維持できる。
16 実地指導でも書類管理がしやすく、比較的返戻が少ない。
17 実地指導側も日誌で身体や生活などといった細かい記載が必

要ない。
18 訪問介護のサ責は人数制限があるが、定期巡回の作責は人数

制限がない。
19 青空天井で介護士がいれば人数制限がない。
20 利用者を自立度が上がれば訪問回数が減り、利用者を増やす事

が出来る。結果売り上げが上がり、人件費率が下がる。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスのメリット(3)

メリット



運用方法



• 訪問を中心に組み立てる。
• 通いは看多機終了時に居宅サービス区分支給限度額内に収まるような回数(週2回～
4回)に留める。

• 泊りは1泊から3泊を基本にする。
• 連泊は退院直後や急性増悪時（特指示期間）にする。
• 看多機利用中から夜間介護・看護で訪問して定期巡回に1か月から3か月以内に移行
する。

• 看多機利用中に定期巡回プランを作成し、サービスが安定したら居宅へ渡す。
• 終末期は看多機で登録する。
• 訪問に出れる職員を確保するため、通いは1日9人から12名迄とし、出来るだけ短時
間利用を基本とする。

• 泊りは最大6名～8名として、常に1～2名の泊りは空けておく。
• 看多機登録者29名に対し、定期巡回利用者90名を確保する。
• 平均介護度を3.5～4.5位を目指す。

運営 看護小規模多機能型居宅介護



定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス
運営

• 訪問回数や内容をケアマネに任さない。計画作成責任者と看護師とケアマネ、利用
者・家族で決める。

• 1日何回訪問するかは何時間に1回訪問する必要性があるかを考える。
(例) 朝6時から21時までの間で4時間ごとであれば4回

• 随時がある時はどうして随時対応になったかの理由を明確にして呼ばれない定期巡
回を運営する事が介護・看護の質が高い。

• お世話型の介護ではなく自立支援型の介護を目指す。
• 1事業所45名から50名を上限にする。
• 1か月1人の介護職員が5名が基準であるが6～７名を目指す。
• シフトの作成は介護職5名日勤者がいるとしたら4名で回すことを基本とする。
• 定期巡回の契約は出来るだけ介護・看護での契約をする。



定期巡回・随時対応型訪問介護看護

看護小規模多機能居宅介護

小規模多機能型居宅介護

新経営戦略



・泊りは緊急ショートステイを利用
・卒業後は地域のケアマネにプランを依頼

小規模多機能型居宅介護

〇問題点

訪問介護 通い 泊り

・半数以上の事業所が赤字経営
・平均介護度が2.2
・平均介護度を上げるしかないが、重度要介護者は
医療ニーズがある

〇解決策
・訪問看護と連携して余っている単位数で訪問看護
を使う
・18時以降或は別表7、別表8の患者を登録して訪
問看護に毎日訪問してもらう（医療保険だと患者負
担金は比較的安い）
・登録期間を3か月迄とする
・在宅限度額を考えながら支援する
・基本的に通いは9人以下で調整を行い、訪問介護
中心で支援する

〇目指す在り方

小多機利用中から定期巡回プラン作成・訪問

夜間訪問できる
人員体制を作る

卒業(定期巡回へ)

安定してきたら

地域の居宅も平均介護度が上がり
WIN-WINの関係に



・泊りは緊急ショートステイを利用
・卒業前から定期巡回プランの作成、運用
・卒業後は地域のケアマネにプランを依頼

看護小規模多機能型居宅介護

訪問介護 訪問看護 通い 泊り

〇特徴
・訪問介護、訪問看護、通い、泊りの四つの機能が
すべて揃っている
・平均介護度３で黒字経営

〇運営方針
・登録期間を3か月迄にし、定期巡回とデイへと卒業させる
・在宅限度額を考えながら支援する
・通いは9人以下で調整を行い、訪問中心で支援する
・夜間も定期訪問が出来る人員体制を作る

看
多
機

定
期
巡
回

安定してきたら

卒業

地域の居宅も平均介護度が上がり
WIN-WINの関係に



定期巡回・随時対応型訪問介護看護

訪問介護 訪問看護 〇運営方針
・平均介護度を3以上にする
・訪問とデイを併用する
・1回の訪問で複数のケアを行わない
（訪問を1回で終わらせようとしない）
・体調不良時は緊急ショートステイを利用
（宿泊サービスがないため）
・サービス開始時は定期訪問のみでなく、
空いた時間で介護看護共に随時訪問する
・介護度による訪問回数の変動はない
・訪問看護は極力週に短時間複数回訪問し
医療者の目で生活を看る
・訪問は利用者が30名程になれば居宅を
点で結ぶことで移動時間が減る

訪問毎に優先順位が高いケアを行い、
訪問を出来るだけ複数回にする

普段の様子が分かり、変化に気付き
やすくなり異常の早期発見に繋がる

看護師

療法士介護士

脱水・転倒予防を
共同で支援

24時間の定期訪問体制ができ、地域全体で施設・病院のようになる


