
２４時間対応 在宅療養支援診療所
医療法人 沖縄聖蹟会
ライフケアクリニック那覇



◆（医）沖縄聖蹟会
ライフケアクリニック那覇

（医）沖縄聖蹟会 ライフケアクリニック那覇は、「在宅療養支援診療所」の届出医療機
関です。
「在宅療養支援診療所」とは、従来の在宅医療をより一層充実させ、24時間体制での
ぞみ、また皆様のQOL（Quality of life=日常生活の質）の維持、向上を目的とした診療
を実施する診療所の事です。

2014年5月 那覇市久茂地に開院

２４時間対応型在宅療養支援診療所として訪問診療開始。看取り、緊急往診、定期訪問診療実施。

2016年2月 那覇市泉崎に移転

◆理念◆

●患者様が住み慣れた環境で、自分らしく生きる道を歩めるように、サ
ポートします。

●病気の悪化を事前に防ぎ人生の質をよりよいものにするように、医療
サービスを提供します。

1



◆クリニック概要
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★名称

（医）沖縄聖蹟会 ライフケアクリニック那覇

理事長：長嶺 勝

★住所

沖縄県那覇市泉崎２－３－８

ロイヤルハイツ泉崎４Ｆ

★最寄りの交通機関

ゆいレール「県庁前駅」より徒歩7分

バス停「琉銀本店前」より徒歩7分

バス停「県庁北口」より徒歩5分

★設立

2014年5月7日

★訪問診療曜日

月曜日～金曜日 事務受付（9:30～17:00）

★その他

TEL：(098)832-1721 FAX：(098)832－1723

URL：http://naha.lifecare-clinic.jp



◆介護・医療 関係図
個 人 宅 ・ 各 入 居 施 設

グループホーム ケアハウス 小規模多機能
有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 など

訪問看護ステーション

訪問看護・褥瘡処置

インスリン注射・持続
点滴等の施行・血糖
測定・終末期の看護
（ターミナルケア）他

訪問看護師は、利用
者さん自身が選択し
た在宅という療養場
所で、自分らしい生活
を継続できるよう、看
護ケアを提供します。

連携病院

那覇市立病院 他

連携訪問歯科診療所

（虫歯治療・嚥下訓練・口腔ケア）
たかみね歯科クリニック

医療法人秋桜会 さくら歯科クリニック

（ファーストデンタルクリニック）

居宅介護支援事業所

ケアマネージャー・ケアプラン作成
訪問利用者紹介・各サービスの調整

（医）沖縄聖蹟会
ライフケアクリニック那覇

入院要請

訪問診療

往 診

訪問看護指示

在宅医療へ

緊急時入院
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「訪問診療（往診）」範囲
（医）沖縄聖蹟会 ライフケアクリニック那覇を中心とし半径16ｋｍ以内まで訪問診療可能

南部地区は網羅しています。※訪問診療の範囲は厚生局の定めによるものです。

（南部地区）

那覇市

浦添市

豊見城市

糸満市

南城市

与那原町

南風原町

八重瀬町

（中部地区）

西原町

宜野湾市

中城村

北谷町
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「医療体制」 ※平成２９年４月現在

医 師：２名

看護師：４名

内科 院長 長嶺 勝
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看護師長 川瀬 景子 看護師主任 成島 祐子 看護師 伊計 法子 看護師 弓田 弓子

内科 副院長 與那嶺 睦



訪問診療サービス「定期訪問診療」

★訪問診療は原則医師１名と看護師１名で行います。

★患者様１人につき月１～２回以上の訪問診療を行います。

但し訪問診療を行う曜日が月に５日ある場合は、１日を休診とし

ます。

★血液検査や尿検査のほか、心電図検査などの検査が自宅や施設

内で受ける事ができ、患者様の健康状態に沿って検査を行います。

その他に褥瘡処置、カテーテル交換、定期処方も前の医療機関か

ら引き継ぐ事が出来ます。

★「在宅療養計画書」を作成し施設様とご家族へご提供致します。

★入院が必要となった場合は、協力医療機関またはご希望する医

療機関へ連携を図り情報提供し入院調整を致します。
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「訪問検査」

★血液検査／尿検査

・血液検査は当クリニックの医師または看護師にて行います。

・血液検査に必要な物品は当クリニックにて準備致します。

・患者様の検査結果はご家族又は施設へお渡しします。

★心電図検査

・心電図検査は当クリニックの医師または看護師にて行います。

・ポータブル型の検査機器を使用しますので自宅や施設で検

査できます。
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「予防接種」

★インフルエンザワクチン

時期による予防接種を実施

患者様、患者様ご家族、施設スタッフへの実施（通常の外来

料金より割引価格）

★肺炎球菌ワクチン

年間を通じてワクチン接種を実施

患者様への実施（市町村役場にて受診券の申込みが必要

です。）

★その他の予防接種

患者さまのご希望により様々な予防接種を実施しています。
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「２４時間対応」
◆24時間、個人宅や施設からのご連絡を受ける体制を整えて
います。

◆緊急対応は状況に応じて病院への救急搬送、臨時往診やお
看取りの対応を行います。

◆緊急連絡のオンコールは医師や看護師が受けるため気兼ね
なく連絡を行える体制を整えています。

◆定期訪問診療日以外でも、緊急時には臨時往診を行える体
制を整えています。

土日・夜間・休日においても臨時往診が可能です。
※先に医師または、看護師より状況確認し、医師からの判断にて行います。

「臨時・緊急往診」
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「お看取り」

◆施設様にてお看取りを行う場合について、以下の流れを行います。

1.お看取りに関しての説明（終末期同意書）をご家族様、施設様へ

行います。

2.ご家族様より終末期同意書に同意を得られた時点で、当クリニッ

クにてお看取り体制を整えます。

※終末期同意書については、同意書作成後もご家族様の意向により変更が可能です。

※死亡診断書については、その時の２４時間対応を行っている担当医師にて作成致します。
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◆ご契約までの流れ

◆施設入居の方◆

1．施設担当者様や、ケアマネージャー

様と事前打ち合わせ※訪問診療曜日や
診療サービスの説明

2．情報収集。医療保険証、介護保険証、

在宅医療へ移行する為にそれまでか
かっていた、または入院していた医療機
関から診療情報提供書を発行してもらい
ます。（採血結果、お薬情報、その他の
検査結果）

3．患者様、ご家族様への資料説明

4．患者様、ご家族様への契約のご説明

5．契約

6．主治医の決定

7．カンファレンスの開催

8．訪問診療開始

◆ご自宅の方◆

1．ケアマネージャー様と事前打ち合わせ※
訪問診療曜日や診療サービスの説明

2．情報収集。医療保険証、介護保険証、

在宅医療へ移行する為にそれまでかかっ
ていた、または入院していた医療機関から
診療情報提供書を発行してもらいます。（採
血結果、お薬情報、その他の検査結果）

3．患者様、ご家族様への資料説明

4．患者様、ご家族様への契約のご説明

5．契約

6．主治医の決定

7．カンファレンス

8．訪問診療開始
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◆利用料金（医療保険）

訪問診療や往診や検査などで発生した料金は月まとめでご請求させてい
ただきます。毎月12日頃から請求書の送付を行います。支払方法について
は、お振込みとなります。

●料金例 １割自己負担金限度額 月に14,000円

3割自己負担金限度額 57,600円
①在宅時医学総合管理料（24時間体制）・・・・・

4,600円（1割負担）、13,800円（3割負担）月１回のみ

施設時医学総合管理料（24時間体制）

1名3300円（1割負担）、2～9名1800円（1割負担）10名以上1300円（1割）

②訪問診療 月２回（定期訪問）・・・・・・・・・・・・・

1名・833×2 1,666円（1割負担）、2名以上203円×2 406円（1割負担）

4,998円（3割負担）回数に応じて

③往診料（定期訪問以外に希望された場合）・・

720円（1割負担）、2,160円（3割負担）回数に応じて

（緊急往診+850円、夜間・休日+1,700円、深夜+2,700円）

※施設に入居されている方、九州厚生局より「機能強化型・在宅療養支援診療所」の認定を
受けた場合は金額に変動があります。その時は前もってご連絡致します。 12
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※交通費に関しては医療保険請求が出来ないため。訪問診療や往診に要した交通費は
実費(ご本人負担)となります。那覇・浦添地区については交通費は要求致しません。

それ以外の地区に関しては、バスの乗車料金往復相当（１回の往診、訪問診療につき）を負
担して頂きます。

（バス乗車料金例）

北谷 770円×2、宜野湾 530円×2、糸満 580円×2

与那原 660円×2、美里 660円×2、玉城 780円×2

※お振込み先金融機関※口座振替手続きをお願いしております。

◆沖縄銀行

本店 店番号１０１ 普通預金口座 （口座番号２４８５２２２）

口座名義 (医)沖縄聖蹟会 ライフケアクリニック那覇 理事長 長嶺 勝

◆ゆうちょ銀行

(医)沖縄聖蹟会 ライフケアクリニック那覇

【店名】七〇八（ナナゼロハチ） 【店番】７０８

他銀行からゆうちょ ： 普通預金 【記号】 １７０６０ 【口座番号】 １６５９１７９

同じゆうちょ ： 普通預金 【記号】 １７０６０ 【口座番号】 １６５９１７９１

◆利用料金（交通費）
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◆（医）沖縄聖蹟会 ライフケアクリニック那覇
電話問合せ一覧

医師 ：０８０－６４８１－９９４１
看護師 ：０８０－６４８１－９９４２

※往診等により医師携帯へ繋がらない場合は看護師携帯へご連絡ください
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★緊急時連絡先（２４時間対応）

★月曜日～金曜日 日中（9:00～18:00）

(０９８)８３２－１７2１


