
在宅訪問診療時に発生する費用について

注意：すべてのケースに下記の資料が該当しない場合があります。
あくまで参考資料としてご活用下さい。

R3.5改定



医療費の一部負担（自己負担）割合について

75歳以上の者は1割（現役並み所得3割）
70歳から74歳までの者は2割（現役並み所得：3割）
70歳未満の者は3割、6歳（義務教育就学前）未満は2割

1割負担

3割負担
2割負担

＊平成26年4月以降70歳になる者から

3割負担

2割負担

一般・低所得者 現役並み所得者

6歳
（義務教育就学前）

70歳

75歳



費用対象クリニック

●アイル在宅医療クリニック

●アイルすまいるクリニック

●アイルほーむけあクリニック



居宅（1ヶ月の目安：1割負担）

＝ 7,022点（月2回）

（医療費総額：70,220円）

1割負担： 7,022円/月
2割負担：14,044円/月

＊なしの場合：6,610点（在宅）
1割負担：6,610円、2割負担：13,220円

＋

包括的支援加算（対象患者）
いずれかに該当する患者
（1）要介護2以上に相当する患者
（2）認知症症例者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者
（3）月4回以上の訪問看護をうける患者
（4）訪問診療時又は訪問看護時に注射や処置を行っている患者
（5）特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて
看護師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者
（6）医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等
関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

訪問診療 居宅：888点

処方箋料を含む（お薬代別）

合計1,186点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

継続して訪問診療する場合に発生する費用

処方箋料を含む（お薬代別）

合計5,83６点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

訪問診療 居宅：888点

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

包括的支援加算
月1回：150点

在医総管（定期訪問のみ）
居宅：2520点、4,100点（2回）

難病：5,000点

＊在宅緩和ケア充実診療所
居宅：400点 施設：300点（1人）

＊「在宅緩和ケア充実診療所」とは
緊急往診や在宅でのがん性疼痛の適切な鎮痛薬投与で痛みのコントロールを行っている実績が十分にあると認められた医療機関です。（該当医療機関：アイルすまいるクリニック）
・個人居宅＋400点 ・施設300点（1人）、150点（2～9人）、75点（10人～）



居宅（1ヶ月の目安：1割負担）

＋1,630点/回

1割負担：1,630円/回
2割負担：3,2６0円/回

合計：8,652点

1割負担：8,652円/月
2割負担：17,304円/月

訪問診療 居宅：888点

処方箋料を含む（お薬代別）

合計1,186点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

夜間往診で往診を実施した場合に発生する費用

処方箋料を含む（お薬代別）

合計5,836点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

訪問診療 居宅：888点

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

包括的支援加算
月1回：150点

在医総管（定期訪問のみ）
居宅：2520点（1回）、4,100点（2回）

難病：5,000点

＊在宅緩和ケア充実診療所
居宅：400点 施設：300点（1人）

再診（時間外）
加算（入院外）

明細書発行体制等加算
78点

緊急、夜間往診加算
（1,500点）

処方箋料（お薬代は別）

合計：1,600点

在外来管理加算
往診：52点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

夜間往診

緊急往診加算750点（9時～18時） 夜間往診加算1500点（18時～22時、6時～8時）
深夜往診加算2500点（22時～6時） 休日往診加算1500点



70歳以上：高額医療費

【】内の金額は、過去12か月に3回以上高額医療費の支給を受けた場合の4回目の限度額【多数該当】

平成30年8月～

区分 適応区分
限度額
（世帯毎）外来（個人）

現役並み

年収1160万円～
252,600円＋（医療費-842,000）×1％

（多数回 140,100円）

年収770万～約1160万円
167,400円＋（医療費-558,000）×1％

（多数回 93,000円）

年収370万～約770万円
80,100円＋（医療費-267,000）×1％

（多数回 44,400円）

一般 年収156万～約370万円 18,000円
年間上限14.4万円

57,600円
（多数回44,400円）

低所得者

Ⅱ 住民税非課税

8,000円

24,600円

Ⅰ 住民税非課税
（年金収入80万以下）

15,000円



居宅（1ヶ月の目安：３割負担）

＝ 7,022点（月2回）

（医療費総額：70,100円）

３割負担：21,066円/月

＊なしの場合：6,610点（在宅）
3割負担：19,830円

＋

包括的支援加算（対象患者）
いずれかに該当する患者
（1）要介護2以上に相当する患者
（2）認知症症例者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者
（3）月4回以上の訪問看護をうける患者
（4）訪問診療時又は訪問看護時に注射や処置を行っている患者
（5）特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて
看護師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者
（6）医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等
関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

訪問診療 居宅：888点

処方箋料を含む（お薬代別）

合計1,186点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

継続して訪問診療する場合に発生する費用

処方箋料を含む（お薬代別）

合計5,836点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

訪問診療 居宅：888点

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

包括的支援加算
月1回：150点

在医総管（定期訪問のみ）
居宅：2520点（1回）、4,100点（2回）

難病：5,000点

＊在宅緩和ケア充実診療所
居宅：400点 施設：300点（1人）

＊「在宅緩和ケア充実診療所」とは
緊急往診や在宅でのがん性疼痛の適切な鎮痛薬投与で痛みのコントロールを行っている実績が十分にあると認められた医療機関です。（該当医療機関：アイルすまいるクリニック）
・個人居宅＋400点 ・施設300点（1人）、150点（2～9人）、75点（10人～）



居宅（1ヶ月の目安：3割負担）

＋1,630点/回

3割負担：4,890円/回

合計：8,622点

3割負担：25,866円/月

訪問診療 居宅：888点

処方箋料を含む（お薬代別）

合計1,186点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

夜間往診で往診を実施した場合に発生する費用

処方箋料を含む（お薬代別）

合計5,836点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

訪問診療 居宅：888点

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

包括的支援加算
月1回：150点

在医総管（定期訪問のみ）
居宅：2520点（1回）、4,100点（2回）

難病：5,000点

＊在宅緩和ケア充実診療所
居宅：400点 施設：300点（1人）

再診（時間外）
加算（入院外）

明細書発行体制等加算
78点

緊急、夜間往診加算
（1,500点）

処方箋料（お薬代は別）

合計：1,600点

在外来管理加算
往診：52点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

夜間往診

緊急往診加算750点（9時～18時） 夜間往診加算1500点（18時～22時、6時～8時）
深夜往診加算2500点（22時～6時） 休日往診加算1500点



対象者 自己負担限度額 多数該当

年収約1,160万円以上 252,000円＋（医療費－842,000円）×1％ 140,100円

年収770万円～1,160万円 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％ 93,000円

年収370万円～約770万円 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

44,400円

年収約370万円以下 57,600円

住民税非課税 35,400円 24,600円

★高額長期疾患患者（慢性腎不全、HIV、血友病の患者）：自己負担限度額（月）はⅠ万円
ただし、人工透析に要する上位所得者（標準報酬月額53万円以上）は2万円

健保：同26万円以下
国保：同210万円以下

高額療養制度：70歳未満の自己負担限度額（月額）

（1）70歳未満の自己負担限度額は①医療機関ごと、②医療・歯科別、③入院・外来別に適応
（2）多数該当：直近1年間における4回目以降の自己負担限度額（月）

健保：同28～50万
国保：同210～600万

健保：同53～79万円
国保：同600～901万円

健保：標準報酬月額83万円以上
国保：年間所得901万円超



多数該当高額療養費

高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間（直近12ヵ月間）で3月以上あったときは、4月目（4回目）から自己負担限度額が
さらに引き下げられます。なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費
を受けた回数は考慮しません。

※多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合などから協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
※多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。

12ヵ月

93,000円

167,400円

支給4ヵ月目から軽減

（総医療費-558,000円）×1%＋



高額医療費でよく頂く質問

同じ月で複数の医療機関にかかった場合等はどうなりますか？

高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算定されて21,000円以上のもの
（70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で全部の自己負担額）が対象となります。
このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。

医療機関等 受診（入院）期間 自己負担額 合算の可否

A病院 入院 4月20日～4月30日 70,000円 21,000以上のため合算可能

B医院 通院
4月1日 15,000円

同一医療機関・同一診療科の外来支払い額の合計が
21,000円以上のため合算可能

4月5日 10,000円

C歯科 通院 4月10日 10,000円 21,000円未満のために合算不可

〈例〉70歳未満の方で、入院・通院がある例

高額療養費制度の支給申請の期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年となります。
例）2017年1月に医療費が高額となった場合、2017年2月1日～2019年1月31日までが申請期限となります。



患者さん
ご家族様

アイルクリニック

居宅 上限合算のポイント（1ヶ月の目安：３割負担）
上限80,100円の場合/月

2回/月
21,000円●
20,000円✖

CL
上限

80,100円●
（44,400） 7回/月

Nr
上限

21,000円●
20,000円✖

80,100円●
（44,400）

配達費
居宅

薬剤費

1,500円✖

10,000円●

HP
外来

30,000円●

入院 80,100円✖

薬剤費

CL
上限

Nr
上限

10,000円

80,100円

80,100円

HP
外来

30,000円

合算合計

還付対象
約３～４か月後

合算対象：21,000円/月以上



費用対象クリニック

●アイルゴークリニック
●アイルさんだクリニック



居宅（1ヶ月の目安：1割負担）

＝ 6,222点（月2回）

（医療費総額：62,220円）

1割負担： 6,222円/月
2割負担：12,444円/月

＊なしの場合：6,610点（在宅）
1割負担：6,610円、2割負担：13,220円

＋

包括的支援加算（対象患者）
いずれかに該当する患者
（1）要介護2以上に相当する患者
（2）認知症症例者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者
（3）月4回以上の訪問看護をうける患者
（4）訪問診療時又は訪問看護時に注射や処置を行っている患者
（5）特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて
看護師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者
（6）医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等
関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

訪問診療 居宅：888点

処方箋料を含む（お薬代別）

合計1,186点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

継続して訪問診療する場合に発生する費用

処方箋料を含む（お薬代別）

合計5,036点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

訪問診療 居宅：888点

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

包括的支援加算
月1回：150点

在医総管（定期訪問のみ）
居宅：2,300点（1回）、3,700点（2回）

難病：4,600点



居宅（1ヶ月の目安：1割負担）

＋1,630点/回

1割負担：1,630円/回
2割負担：3,2６0円/回

合計：8,622点

1割負担：8,622円/月
2割負担：17,244円/月

訪問診療 居宅：888点

処方箋料を含む（お薬代別）

合計1,186点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

夜間往診で往診を実施した場合に発生する費用

処方箋料を含む（お薬代別）

合計5,836点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

訪問診療 居宅：888点

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

包括的支援加算
月1回：150点

再診（時間外）
加算（入院外）

明細書発行体制等加算
78点

緊急、夜間往診加算
（1,500点）

処方箋料（お薬代は別）

合計：1,600点

在外来管理加算
往診：52点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

夜間往診

緊急往診加算750点（9時～18時） 夜間往診加算1500点（18時～22時、6時～8時）
深夜往診加算2500点（22時～6時） 休日往診加算1500点

在医総管（定期訪問のみ）
居宅：2,300点（1回）、3,700点（2回）

難病：4,600点



70歳以上：高額医療費

【】内の金額は、過去12か月に3回以上高額医療費の支給を受けた場合の4回目の限度額【多数該当】

平成30年8月～

区分 適応区分
限度額
（世帯毎）外来（個人）

現役並み

年収1160万円～
252,600円＋（医療費-842,000）×1％

（多数回 140,100円）

年収770万～約1160万円
167,400円＋（医療費-558,000）×1％

（多数回 93,000円）

年収370万～約770万円
80,100円＋（医療費-267,000）×1％

（多数回 44,400円）

一般 年収156万～約370万円 18,000円
年間上限14.4万円

57,600円
（多数回44,400円）

低所得者

Ⅱ 住民税非課税

8,000円

24,600円

Ⅰ 住民税非課税
（年金収入80万以下）

15,000円



居宅（1ヶ月の目安：３割負担）

＝ 6,222点（月2回）

（医療費総額：62,220円）

３割負担：18,666円/月

＊なしの場合：6,610点（在宅）
3割負担：19,830円

＋

包括的支援加算（対象患者）
いずれかに該当する患者
（1）要介護2以上に相当する患者
（2）認知症症例者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者
（3）月4回以上の訪問看護をうける患者
（4）訪問診療時又は訪問看護時に注射や処置を行っている患者
（5）特定施設等の入居者の場合には、医師の指示を受けて
看護師が痰の吸引や経管栄養の管理等の処置を行っている患者
（6）医師の指導管理のもと、家族等が処置を行っている患者等
関係機関等との連携のために特に重点的な支援が必要な患者

訪問診療 居宅：888点

処方箋料を含む（お薬代別）

合計1,186点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

継続して訪問診療する場合に発生する費用

処方箋料を含む（お薬代別）

合計5,036点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

訪問診療 居宅：888点

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

包括的支援加算
月1回：150点

在医総管（定期訪問のみ）
居宅：2,300点（1回）、3,700点（2回）

難病：4,600点



居宅（1ヶ月の目安：3割負担）

＋1,630点/回

3割負担：4,890円/回

合計：7,822点

3割負担：23,466円/月

訪問診療 居宅：888点

処方箋料を含む（お薬代別）

合計1,186点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

夜間往診で往診を実施した場合に発生する費用

処方箋料を含む（お薬代別）

合計5,036点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

訪問診療 居宅：888点

居宅療養管理指導
居宅298単位 （介護保険）

包括的支援加算
月1回：150点

再診（時間外）
加算（入院外）

明細書発行体制等加算
78点

緊急、夜間往診加算
（1,500点）

処方箋料（お薬代は別）

合計：1,600点

在外来管理加算
往診：52点

・検査(採血）
・酸素
・点滴
・etc

別途費用

夜間往診

緊急往診加算750点（9時～18時） 夜間往診加算1500点（18時～22時、6時～8時）
深夜往診加算2500点（22時～6時） 休日往診加算1500点

在医総管（定期訪問のみ）
居宅：2,300点（1回）、3,700点（2回）

難病：4,600点



対象者 自己負担限度額 多数該当

年収約1,160万円以上 252,000円＋（医療費－842,000円）×1％ 140,100円

年収770万円～1,160万円 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％ 93,000円

年収370万円～約770万円 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

44,400円

年収約370万円以下 57,600円

住民税非課税 35,400円 24,600円

★高額長期疾患患者（慢性腎不全、HIV、血友病の患者）：自己負担限度額（月）はⅠ万円
ただし、人工透析に要する上位所得者（標準報酬月額53万円以上）は2万円

健保：同26万円以下
国保：同210万円以下

高額療養制度：70歳未満の自己負担限度額（月額）

（1）70歳未満の自己負担限度額は①医療機関ごと、②医療・歯科別、③入院・外来別に適応
（2）多数該当：直近1年間における4回目以降の自己負担限度額（月）

健保：同28～50万
国保：同210～600万

健保：同53～79万円
国保：同600～901万円

健保：標準報酬月額83万円以上
国保：年間所得901万円超



管理料自宅に酸素濃縮器を導入した場合

7380点＋300単位


