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（約款の目的） 

第１条  訪問看護ステーションアンジェロ（以下「当事業所」という）は、要支援また要介

護状態と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣

旨に従って、かかりつけの医師の指示の下、利用者の心身の機能の維持回復を図ると

ともに、生活の質の確保を重視した在宅療養生活が継続できるように、適正な指定訪

問看護または指定介護予防訪問看護、指定介護予防・生活支援サービス（以下「指定

訪問看護等」という）を提供し、一方、利用者及び利用者を扶養するもの（以下「扶

養者」という）は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払う事について取り

決める事を本約款の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が介護予防・生活支援サービス、介護予防、訪問看護利用同意書

を当事業所に提出したときから効力を有します。但し、扶養者に変更があった場合は、

新たに同意を得ることとします。 

２ 利用者は､前項に定める事項の他､本約款及び重要事項説明書の改定が行われない限

り､初回利用時の同意書提出をもって､繰り返し当事業所を利用することができるもの

とします｡ 

 

（利用者からの解除） 

第３条 利用者及び扶養者は、当事業所に対し、利用中止の意思表明をすることにより、本

約款に基づく利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び扶養

者は、速やかに当事業所及び利用者の居宅サービス計画作成者または介護予防サービ

ス計画作成者、介護予防ケアマネジメント計画作成者（以下「サービス計画作成者」

という）に連絡するものとします。但し、利用者が正当な理由なく、指定訪問看護実

施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用い

ただいた費用を当事業所にお支払いいただきます。 

 

（当事業所からの解除） 

第４条 当事業所は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく利用

を解除・終了することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

② 利用者の居宅サービス計画または介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメン

ト計画（以下「居宅サービス計画」という）が作成されている場合には、その計画

で定められた当該利用日数を満了した場合 

③ 利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を２か月分以上滞納し、その支払を

督促したにもかかわらず 14日間以内に支払われない場合 

④ 利用者又は扶養者が、当事業所、当事業所の職員に対して、利用継続が困難となる

程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 
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⑤ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、利用が不可能とな

った場合 

（利用料等） 

第５条 利用者及び扶養者は、連帯して、当事業所に対し、本約款に基づく指定訪問看護等

の対価として、重要事項説明書に記載する料金をもとに計算された月ごとの合計額及

び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務

があります。 

２ 当事業所は、利用者及び扶養者が指定する者に対し、前月料金の合計額の請求書を、

毎月 25日までに発行し、利用料金支払者にお届け致します。お支払い方法については

口座振替でのお支払いとなります。尚、お支払日は、利用月の翌々月の 12日（休日の

場合は、翌営業日）にご指定の預金口座から自動的に利用料金を振替にてお支払い頂

きます。 

３ 当事業所は、利用者又は扶養者から、１項に定める利用料金の支払いを受けたとき

は、利用者又は扶養者の指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。 

 

（主治医との関係） 

第６条 当事業所は、指定訪問看護等の提供を開始する前には、主治医の指示を文書で受け

取ります。 

  ２ 当事業所は主治医に訪問看護計画または介護予防訪問看護計画、介護予防・生活支

援サービス計画（以下「訪問看護計画等」という）及び訪問看護報告書を提出し、主治

医との密接な連携を図ります。 

 

（訪問看護計画等） 

第７条 当事業所は主治医の指示、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問

看護計画等を作成し、訪問看護計画等を作成後も当該実施状況の把握に努めます。 

２ 訪問看護計画等には療養上の目標や目標達成のための具体的間サービス内容等を記

載します。 

３ 訪問看護計画等は、居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って

作成します。 

４ 訪問看護計画等は、次のいずれかに該当する場合は、計画の変更を行います。 

・利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、当該訪問看護計画

等を変更する必要がある場合。 

・利用者またはその家族が指定訪問看護等の内容や提供方法の変更を希望する場合。 

  ５ 訪問看護計画当を作成し、または変更した際にはこれを利用者または利用者の家族

に説明し、その同意を得、これを交付します。 

 

（記録） 

第８条 当事業所は、利用者の指定訪問看護等の提供に関する記録を作成し、その記録を利

用から５年間保管します。 
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２ 当事業所は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、こ

れに応じます。但し、扶養者その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、

利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

（身体の拘束等） 

第９条 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐

れがある等緊急やむを得ない場合は、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を

行うことがあります。この場合には、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得な

かった理由及び時間を記録することとします。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第 10条 当事業所と指定訪問看護等にあたる職員（以下「看護師等」という）は、当法人の

個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に

関する個人情報の利用目的を別紙 1 のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な

理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介

護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこと

とします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所、地域包括支援センター（介護予防支援事業所）等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村へ

の通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供

する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

（緊急時の対応） 

第 11条 指定訪問看護等利用中に利用者の心身の状態が急変した場合は、必要に応じて臨時

応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い、指示を求めます。 

   

（事故発生時の対応） 

第 12条 サービス提供等により事故が発生した場合、当事業所は、利用者に対し必要な措置

を講じます。 

２ 前１項のほか、当事業所は利用者の家族等利用者又は扶養者が指定する者及び保険

者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

（要望又は苦情等の申出） 

第 13条 利用者及び扶養者は、当事業所の提供する指定訪問看護等に対しての要望又は苦情

等について、当法人の窓口に申し出ることができます。 
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（賠償責任） 

第 14条 指定訪問看護等の提供に伴って当事業所の責に帰すべき事由によって、利用者が損

害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当事業所が損害を被った場合、利用者及び

扶養者は、連帯して、当事業所に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第 15条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、利用者又は扶養者と当事業所が誠意をもって協議して定めることとします。 
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重要事項説明書 

指定介護予防 

介護予防・生活支援サービス 

訪問看護 

（平成 30 年 4 月 1 日） 

 

（1）運営主体の概要 

・運営主体        医療法人あすか会  

・法人開設日       平成 14年 8月 28日 

・所在地         〒631－0062 奈良市帝塚山二丁目 21番 21号 

・代表者        理事長 榎木 晋作 

・TEL 番号       0742-44-3300  

・FAX 番号             0742-44-2100  

・法人の行う他の業務   診療所（あすかホームクリニック） 

            介護老人保健施設、短期入所療養介護、介護予防短期入所

療養介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビ

リテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リ

ハビリテーション、訪問看護、介護予防訪問看護、居宅介

護支援事業所、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模

多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防

認知症対応型共同生活介護、ヘルパーステーション、サー

ビス付き高齢者向け住宅 

（2）事業所の概要 

   ・事業所の名称     訪問看護ステーションアンジェロ 

   ・開設年月日      平成 25年 5月 1日 

   ・管理者        長野 よし子 

   ・所在地        〒631-0062 奈良市帝塚山二丁目 21番 21号 

   ・TEL 番号       0742－44－3300 

   ・FAX 番号          0742‐44－2100     

 

（3）訪問看護の目的、運営方針 

1 当事業所は利用者の心身の特性を踏まえ、訪問看護計画等に基づいて、利用者の心身の

機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援に努めます。 
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２当事業所の理学療法士等が提供しているサービスは、訪問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ので、利用開始時や状態の変化等に合わせた定期

的な看護職員による訪問を行います。 

 ３ 当事業所は、サービス提供の際、利用者のプライバシーの確保に配慮して行います。 

 ４ 当事業所では、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護

状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況等を把握

しながら、適切に行います。 

５ 当事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを

得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。 

６  当事業所は、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービス提供者及び関係

市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において総合的サービスを受けることが

できるよう努めます。 

７  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を

得て実施するよう努めます。 

８ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則

り、事業所が得た利用者及び家族の個人情報については、事業所のサービスの提供にか

かる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応

じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 

９ 情報開示につきまして 

当事業所は、利用者の求めに従って、利用者ご自身に関する情報(ご利用者記録、サー

ビス提供記録、その他)を開示しております。遠慮なくお尋ねください。ただし、ご本人

あるいは身元引受人でない方(他のご家族様等)からのご請求につきましては、当施設所

定の書面によりご本人のご了解を得てからの情報提供になります。あらかじめご了承く

ださい。 

 

（4）訪問看護ステーションの職員体制 

     管理者（看護師）                 1名 

     看護師                     2名以上 

 

（5） 営業日及び営業時間 

   ・毎週日曜日から土曜日までを営業日とします。休日は設けておりません。 

・営業日の午前 9時 00分から午後 5時 30分までを営業時間とします。 

・電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとっております。 

 

（6）指定訪問看護等の内容 

指定訪問看護の内容は以下の通りです。 

● 病状・障害の観察 

● 清拭・洗髪等による清潔の保持 

● 食事及び排泄等に日常生活の世話 

● 褥瘡の予防・処置 

● リハビリテーション 
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● ターミナルケア 

● 療養生活や介護方法の指導 

● カテーテル等の管理 

● その他医師の指示による医療処置 

 

（7）通常の事業の実施範囲 

  通常の事業の実施範囲は次の通りです。 

             奈良市（JR関西本線以西）、生駒市 

 

（8）要望及び苦情等の相談 

 当法人が行う事業に関して苦情や相談がある場合には、以下までご連絡ください。 

窓 口 担 当 者 連 絡 先 

医療法人あすか会相談窓口 

TEL ０７４２－４４－３３００ 

FAX  ０７４２－４４－２１００ 

（受付時間 9：00～17：30） 

担当：飯田 正子 

 

  介護保険の苦情や相談に関しては他に、下記の相談窓口があります。 

窓   口   連 絡 先   

 

奈良市保健福祉部介護福祉課 

(要介護認定の方) 

奈良市保健福祉部福祉政策課 

（介護予防・生活支援サービスの

方） 

TEL   ０７４２－３４－５４２２ 

FAX   ０７４２－３４－２６２１ 

TEL  ０７４２－３４－５１９６ 

FAX   ０７４２－３４－５０１４ 

（受付時間 8：30～12：00 13：00～17：15） 

 

窓   口  連 絡 先 

奈良県国民健康保険団体連合会 

TEL   ０７４４－２１－６８１１ 

FAX    ０７４４－２１－６８２１ 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－２１－６８９９ 

（受付時間 9：00～12：00 13：00～17：30） 

 

（9）緊急時の対応 

サービス提供中に、利用者の心身の状態に急変などがあった場合は、速やかに利用者の

主治医、救急隊、利用者または扶養者が指定する緊急時連絡先、居宅サービス計画を作

成した居宅介護支援事業者等へ連絡をします。 
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（10）事故発生時の対応 

サービス提供時に事故が発生した場合、当事業所は、利用者に対し、状況に応じて必要

な措置を講じます。また、利用者の家族等、利用者又は扶養者が指定する者及び保険者

の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

（11）利用料金 ～介護保険利用の場合～ 

   （医療保険対象の利用者の負担額は別途定められています） 

１ 介護給付の自己負担額  

（介護予防）訪問看護費 1回あたり       1割負担  2割負担  3割負担   

 

所要時間 20分未満               313円      626円   938円 

所要時間 30分未満                467円   934円  1,401円 

所要時間 30分以上 1時間未満           820円    1,640円    2,460円 

所要時間 1時間以上 1時間 30分未満       1,126円    2,251円    3,376円 

       

理学療法士等による訪問の場合             

（1回 20分・1週間 6回を限度）             298円   596円   894円 

 

複数名訪問加算 （Ⅰ）  

同時に 2名の看護師等が訪問看護を実施した場合 

 

所要時間 30分未満            265円      530円      794円 

所要時間 30分以上                 419円   838円  1,257円 

   

複数名訪問加算  （Ⅱ） 

同時に看護師等と看護補助者が、 

訪問看護を実施した場合 

 

  所要時間 30分未満            210円      419円      629円 

所要時間 30分以上                 331円   661円   991円 

 

 

予防緊急時訪問看護加算 1  

24時間連絡できる体制と必要に応じて 

緊急訪問を行える体制に有る場合（1月につき）  599円   1,197円   1,795円 

   

長時間訪問看護加算 

特別な管理が必要な利用者に対し 1時間 30分を 

超える訪問看護を実施した場合（1回につき）   313円      626円   978円 
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夜間・早朝及び深夜に訪問看護を行った場合 

         午後 6時から午後 10時まで     所定料金の 25％ 

         午前 6時から午前 8時まで     所定料金の 25％ 

         午後 10時から午前 6時まで     所定料金の 50％ 

 

                         1割負担  2割負担  3割負担 

 

予防訪問看護特別管理加算（Ⅰ）         521円   1,042円   1,563円 

予防訪問看護特別管理加算（Ⅱ）                261円     521円      782円   

特別な管理を必要とする利用者の場合（1月につき） 

 

   初回加算                   313円      626 円   938円 

新規に訪問看護計画を作成し訪問看護を 

行った場合（1月につき）              

       

   退院時共同指導加算               626円    1,251円  1,876円 

病院、施設等に入院・入所中の利用者が 

退院・退所するにあたり、共同指導を 

実施した場合(1回につき) 

                 

      サービス提供体制強化加算             7円       13円    19 円 

     勤続 3年以上の職員が 30％以上 

配属されている場合（1回につき） 

                 

   看護体制強化加算 (Ⅱ)              313円      626円   938 円 

中重度の利用者の緊急時訪問看護加算、 

特別管理加算やターミナル加算のいずれに 

ついて,一定割合以上の実績がある場合(1月につき) 

 

                

介護予防・生活支援サービス費         利用者負担なし 

    所要時間 40分程度（1回あたり）        

 

（11）利用料金 ～介護保険利用の場合～ 

   （医療保険対象の利用者の負担額は別途定められています） 

１ 介護給付の自己負担額  

（要介護）訪問看護費 1回あたり                 1割負担  2割負担  3割負担  

 

 所要時間 20分未満               324円      648円   972円 

所要時間 30分未満                487円   974円  1,460円 

所要時間 30分以上 1時間未満           851円    1,701円    2,551円 

所要時間 1時間以上 1時間 30分未満        ,165円    2,330円    3,495円 

 

理学療法士等による訪問の場合             

（1回 20分・1週間 6回を限度）               309円   617円   926円 
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                                                    1割負担  2割負担 3割負担  

複数名訪問加算  （Ⅰ） 

同時に 2名の看護師等が訪問看護を実施した場合 

所要時間 30分未満                265円      530円      794円 

所要時間 30分以上                       419円   838円  1,257円 

 

 

複数名訪問加算 （Ⅱ）                                                 

同時に看護師等と看護補助者が、                   

訪問看護を実施した場合 

  所要時間 30分未満                210円      419円      629円 

所要時間 30分以上                 331円   661円   991円 

 

緊急時訪問看護加算 1                              599円   1,197円    1,795円 

24時間連絡できる体制と必要に応じて 

緊急訪問を行える体制に有る場合（1月につき）  

  

長時間訪問看護加算 

特別な管理が必要な利用者に対し 1時間 30分を 

超える訪問看護を実施した場合（1回につき）     313円      626円   978円 

 

 

訪問看護特別管理加算（Ⅰ）                 521円   1,042円   1,563円 

訪問看護特別管理加算 (Ⅱ)                          261円     521円      782円   

特別な管理を必要とする利用者の場合（1月につき） 

 

初回加算                          313円      626円   938円 

新規に訪問看護計画を作成し訪問看護を 

行った場合（1月につき）  

 

退院時共同指導加算                    626円    1,251円  1,876円 

病院、施設等に入院・入所中の利用者が 

退院・退所するにあたり、共同指導を 

実施した場合(1回につき) 

 

看護・介護職員連携強化加算                 261円      521円   782 円  

訪問介護事業所の訪問介護員と連携し 

特定行為業務を円滑に行うための支援を 

行った場合（1月につき） 

 

サービス提供体制強化加算               7円       13円   19円 

勤続 3年以上の職員が 30％以上 

配属されている場合（1回につき） 
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                          1割負担  2割負担  3割負担                         

看護体制強化加算（Ⅰ）                 626円    1,251円  18,76円 

看護体制強化加算（Ⅱ）                 313円      626円   938円 

中重度の利用者の緊急時訪問看護加算、 

特別管理加算やターミナル加算のいずれに 

ついても一定割合以上の実績がある場合(1月につき) 

 

ターミナルケア加算                  2,084円    4,168円  6,252円 

利用者が亡くなる前ターミナルケアを 

行った場合（1回につき）  

 

夜間・早朝及び深夜に訪問 看護を行った場合次の料金が加算されます。 

       午後 6時から午後 10時まで       所定料金の 25％ 

        午前 6時から午前 8時まで       所定料金の 25％ 

       午後 10時から午前 6時まで       所定料金の 50％ 

                         

                     2 

         

 

 

２ その他の利用料 

交通費／片道                   

通常の事業の実施地域を超えて行う訪問看護には、要した旅費（実費）に対する支払

いが必要になります。また、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を頂戴いたし

ます。 

実施地域を超えた地点から片道 

2km未満               300円   

 2km～4km未満            500円 

4km～6km未満             700円 

6km以上の場合は 2km毎に   200円加算 

 

   遺体の処置料                            10,000円 

 

（12）支払い方法 

ご利用料金は、ご利用月末日締めを致しております。代金のお支払いについては、口

座振替でのお支払いをお願い致しております。請求書は、利用者及び扶養者が指定す

る方に対し毎月 25日までに請求書を発行します。お支払いについては、ご利用月の翌々

月の 12日（休日の場合は翌営業日）にご指定の預金口座から自動的に利用料金を振替

えてお支払い頂きます。 

 

（13）この重要事項に定めのない事項 

この重要事項に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに

より、ご本人・扶養者と当事業所が誠意を持って協議して定めることとします。 
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（別紙１） 

個人情報の利用目的 

（平成 30年 4月 1日現在） 

 

訪問看護ステーションアンジェロでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する法人理念の下、

お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔当事業所内部での利用目的〕 

・当事業所が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当事業所の管理運営業務のうち 

－入退去等の管理 

－会計・経理 

－事故等の報告 

－当該利用者の介護サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当事業所が利用者等に提供する介護サービスのうち 

－利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業

所等との連携、照会への回答 

－利用者の診療等に当たり、医師等の意見・助言を求める場合 

－家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

－保険事務の委託 

－審査支払機関へのレセプトの提出 

－審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当事業所の内部での利用に係る利用目的〕 

・当事業所の管理運営業務のうち 

－医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

－当事業所において行われる学生の実習への協力 

－当事業所において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当事業所の管理運営業務のうち 

－外部監査機関への情報提供 

 

 


