
産婦健康診査（さんぷ けんこう しんさ）の 費用助成（ひよう  

じょせい）について 

 

産婦健康診査（さんぷ けんこう しんさ）について 

 

子（こ）どもを 産（う）んだあとの お母（かあ）さんは 体調（たいちょう）が 

大（おお）きく 変（か）わることが あります 

子（こ）どもが できたことで まわりの環境（かんきょう）も 大（おお）きく 変

（か）わります  

お母（かあ）さんの 

・こころと からだの 健康（けんこう）を 守（まも）る  

・産後（さんご）の うつを 防（ふせ）ぐなど 

そのための健診（けんしん）の 費用（ひよう）の 一部（いちぶ）を 助（たす）

ける 制度（せいど）です 

 

その健診（けんしん）を 受（う）けるための 受診票（じゅしんひょう）は  

２０１８年（ねん）８月（がつ）１日（にち）から 窓口（まどぐち）で 母子手帳

（ぼしてちょう）を 渡（わた）すときに 一緒（いっしょ）に 

「産婦健康診査受診票（さんぷ けんこう しんさ じゅしんひょう）」として 

渡（わた）してます 

 

 

対象（たいしょう）に なる人（ひと） 

（※1～3の すべてに 当（あ）てはまる人（ひと）） 

 

1.２０１８年（ねん）１０月（がつ）１日（にち）以降（いこう）に 子（こ）ども

を 産（う）んだ 人（ひと） 

（※２０１８年（ねん）は ９月（がつ）１日（にち）よりあとに 子（こ）ども

を 産（う）んだ人（ひと）で  

１０月（がつ）１日（にち）あとに 産婦健康診査（さんぷ けんこう しんさ）

を うけることができる人（ひと）も 対象（たいしょう）です； 

 

2.健診（けんしん）を 受（う）ける日（ひ）に 住民票（じゅうみんひょう）が  

船橋市（ふなばしし）に ある人（ひと） 

 



3.受診結果（じゅしん けっか）を 船橋市（ふなばしし）へ 知（し）らせること

に 賛成（さんせい）する人（ひと） 

 子（こ）どもを 産（う）んだ お母（かあ）さんたちを 助（たす）けるための 

参考資料（さんこう しりょう）になります 

 

 

対象（たいしょう）になる 健診（けんしん）の 時期（じき）・回数（かいすう） 

健診項目（けんしん こうもく） 助成額（じょせいがく） 

 

＜時期（じき）・回数（かいすう）＞ 

 

子（こ）どもを 産（う）んだあと ２週間（しゅうかん）に１回（かい） １か月

（いっかげつ）に１回（かい） 合計（ごうけい）２回（かい）まで 

（病院（びょういん）には ２週間（しゅうかん）に １回（かい）の 健診（けん

しん）が ないところもあります 

その場合（ばあい）は １か月（いっかげつ）に １回（かい）の 健診（けんしん）

だけに なります 

 

＜健診項目（けんしん こうもく）＞ 

（受診票（じゅしんひょう）に 書（か）いてある検査（けんさ）） 

 

・診察（しんさつ）： 

子宮復古（しきゅう ふっこ）・悪露（おろ）・乳房（ちぶさ）の状態（じょうたい）・

血圧（けつあつ）・尿蛋白（にょうたんぱく）・尿糖（にょうとう）・体重（たい 

じゅう）など 

 

・問診（もんしん）： 

生活環境（せいかつ かんきょう）・授乳状況（じゅにゅう じょうきょう）・育児

不安（いくじ ふあん）など 

 

・「お母（かあ）さんの 気持（きもち） 質問票（しつもんひょう）」を 書（か）

く 

こちらからダウンロード（だうんろーど）できます 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/ninshin/001/p064130_d/fil/okaasannokim

otishitumon.pdf 

 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/ninshin/001/p064130_d/fil/okaasannokimotishitumon.pdf
https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/ninshin/001/p064130_d/fil/okaasannokimotishitumon.pdf


＜助成額（じょせいがく）＝助（たす）けることができる 費用（ひよう）＞ 

（健診項目（けんしん こうもく）を すべて行（おこな）った 場合（ばあい）に 

出（で）ます） 

 

１回（かい） ５０００円（えん）まで 

※５０００円（えん）を 超（こ）えると 超（こ）えた 金額（きんがく）だけ 

自分（じぶん）の お金（かね）で 払（はら）います 

（保険診療（ほけん しんりょう）に ならない 産婦健康診査（さんぷ けんこう 

しんさ）が 対象（たいしょう）です） 

 

※赤（あか）ちゃんの 健診費用（けんしんひよう）や 受診票（じゅしんひょう）

に 書（か）いてない 健診（けんしん）をした 場合（ばあい）は 対象（たい 

しょう）ではないため 費用（ひよう）を 助（たす）けることはできません 

自分（じぶん）の お金（かね）で 払（はら）います 

 

※『「お母（かあ）さんの 気持（きもち） 質問票（しつもんひょう）」を 書（か）

かない ・ 健診項目（けんしん こうもく）の 検査（けんさ）を しない』 

場合（ばあい）は 対象（たいしょう）にならないので かかった費用（ひよう）は 

自分（じぶん）の お金（かね）で 払（はら）います 

 

 

受診方法（じゅしん ほうほう） 

 

・産婦健康診査（さんぷ けんこう しんさ）の 支援（しえん）に 協力（きょう 

りょく）してくれる 病院（びょういん）で 健診（けんしん）をすることで 費用 

（ひよう）を 助（たす）けることができます  

受診票（じゅしんひょう）と「お母（かあ）さんの 気持（きもち） 質問票（しつ

もんひょう）」の 提出（ていしゅつ）が 必要（ひつよう）です 

 

・産婦健康診査（さんふ けんこう しんさ）の 支援（しえん）に 協力（きょう 

りょく）しない 病院（びょういん）で 健診（けんしん）する 場合（ばあい）は  

健診（けんしん）したあと お金（かね）が 戻（もど）ってくる 制度（せいど）

が あります  健診（けんしん）のあと 申請（しんせい）してください 

受診票（じゅしんひょう）に 健診（けんしん） 結果（けっか）を 書（か）いて

「お母（かあ）さんの 気持（きもち） 質問票（しつもんひょう）」と一緒 

（いっしょ）に 提出（ていしゅつ）が 必要（ひつよう）です 



 

協力（きょうりょく）してくれる 病院（びょういん）など 

※必（かなら）ず 行（い）く前（まえ）に 電話（でんわ）などで 聞（き）いて

から 健診（けんしん）して ください 

 

＜船橋市内（ふなばし しない）医療機関（いりょう きかん）など＞ 

 

２０２０年（ねん）産婦健康診査（さんぷ けんこう しんさ） 

医療機関（いりょう きかん）など 

 

いりょう きかん なまえ じゅうしょ でんわばんごう 

あいいく れでぃーす くりにっく ふなばしし ならしの 5-8-16 047-476-1103 

きたじま さんふじんか いいん ふなばしし みやもと 2-2-2 047-424-6266 

きたはら さんふじんか ふなばしし ならしのだい 2-72-7 047-465-5501 

きょうりつ ならしのだい びょういん ふなばしし ならしのだい 4-13-16 047-466-3018 

くらもち れでぃーす くりにっく ふなばしし しばやま 3-1-8 047-463-5903 

ふたわ しんりょうじょ ふなばしし ふたわひがし 3-16-1 047-448-7660 

ふなばし しりつ いりょうせんたー ふなばしし かなすぎ 1-21-1 047-438-3321 

ふなばし ちゅうおう びょういん ふなばしし かいじん 6-13-10 047-433-2111 

やまぐち びょういん ふなばしし にしふな 5-24-2 047-335-1072 

 

 

＜船橋市内（ふなばし しない） 助産所（じょさんじょ）＞ 

 

２０２０年（ねん）産婦健康診査（さんぷ けんこう しんさ）  

協力助産所（きょうりょく じょさんじょ） 

 

じょさんじょ なまえ じゅうしょ でんわばんごう 

さくら じょさんいん ふなばしし たかねだい 1-1-20-209 047-463-3862 

たむら じょさんいん ふなばしし にしふな 4-17-1-301 090-8042-1054 

のぐち みちこ じょさんいん ふなばしし しんたかね 6-28-9 047-462-0368 

beanじょさんいん ふなばしし まるやま 5-22-12 080-1303-5805 

 

 

 



船橋市外（ふなばし しがい）・千葉県外（ちば けんがい） 

協力医療機関（きょうりょく いりょう きかん） 

 

船橋市外（ふなばし しがい）協力（きょうりょく）医療機関（いりょう きかん） 

2020年（ねん）産婦健診契約医療機関一覧（さんぷ けんしん けいやく いりょう

きかん いちらん）は こちらです  

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/ninshin/001/p064130_d/fil/shigaii.pdf 

 

船橋市外（ふなばし しがい） 協力助産所（きょうりょく じょさんじょ） 

2020年（ねん）産婦健診契約助産院一覧（さんぷ けんしん けいやく じょさん 

いん いちらん）は こちらです 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/ninshin/001/p064130_d/fil/shigai.pdf 

 

千葉県外（ちば けんがい）協力医療機関（きょうりょく いりょう きかん） 

2020年（ねん）産婦健診契約医療機関一覧（さんぷ けんしん けいやく いりょう 

きかん いちらん）は こちらです 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/ninshin/001/p064130_d/fil/kengai.pdf 

 

 

＜※健診（けんしん）について＞ 

 

・ふつうは 子（こ）どもを 産（う）んだ 病院（びょういん）や 助産院（じょ

さんいん）で 健診（けんしん）をします 

 

・子（こ）どもをうんでから ２週間（しゅうかん）の 健診（けんしん）がない  

病院（びょういん）も あるので 行（い）く前（まえ）に 電話（でんわ）して 

聞（き）いてください  

 

・「お母（かあ）さんの 気持（きもち） 質問票（しつもんひょう）」を 書（か）

いて 出（だ）すことが 必要（ひつよう）です 

提出（ていしゅつ）しないと 費用（ひよう）を 助（たす）ける 対象 

（たいしょう）には なりません 

 

 

 

 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/ninshin/001/p064130_d/fil/shigaii.pdf
https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/ninshin/001/p064130_d/fil/shigai.pdf
https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/ninshin/001/p064130_d/fil/kengai.pdf


 

船橋市（ふなばしし）に 転入（てんにゅう）した場合（ばあい） 

 

妊婦一般健康診査受診票（にんぷ いっぱん けんこう しんさ じゅしんひょう）

を 船橋市（ふなばしし）の 受診票（じゅしんひょう）と 交換（こうかん）する

ときに 対象（たいしょう）の お母（かあ）さんへ 渡（わた）します 

 

 

船橋市（ふなばしし）から 転出（てんしゅつ）した 場合（ばあい） 

 

船橋市（ふなばしし）の 外（そと）へ 住所（じゅうしょ）が 移動（いどう） 

した その日（ひ）から 船橋市（ふなばしし）が 発行（はっこう）した 受診票

（じゅしんひょう）は 利用（りよう）できません 

その市・区・町・村（し・く・まち・むら）によって 制度（せいど）が 違（ちが）

うので 新（あたら）しく 住（す）む 場所（ばしょ）の 役所（やくしょ）に  

聞（き）いてください 

 

 

＜問（と）い合（あ）わせ・申請窓口（しんせい まどぐち）＞ 

 

中央保健センター（ちゅうおう ほけん せんたー） ： 047-423-2111 

https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0001/0001/p0112

81.html 

 

東部保健センター（とうぶ ほけん せんたー）： 047-466-1383 

https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0002/0001/p0112

82.html 

 

北部保健センター（ほくぶ ほけん せんたー）： 047-449-7600 

https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0003/0001/p0112

83.html 

 

西部保健センター（せいぶ ほけん せんたー）： 047-302-2626 

https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0004/0001/p0112

84.html 

 

https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0001/0001/p011281.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0001/0001/p011281.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0002/0001/p011282.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0002/0001/p011282.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0003/0001/p011283.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0003/0001/p011283.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0004/0001/p011284.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/hokenfukushiiryo/0001/0004/0001/p011284.html


船橋駅前総合窓口センター（ふなばし えきまえ そうごう まどぐち せんたー） 

（フェイスビル 5階）（（ふぇいすびる 5かい）） 

https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/madoguchi/0001/0001/0001/p011003.htm

l 

 

 

受診票（じゅしんひょう） 協力医療機関（きょうりょく いりょう きかん）の 

問（と）い合（あ）わせ 

 

保健所（ほけんじょ） 地域保健課（ちいき ほけんか）： 047-409-3274 

午前（ごぜん）9時（じ） から  午後（ごご）5時（じ）まで 

土曜日（どようび） 日曜日（にちようび） 祝日（しゅくじつ） 12/29～1/3  

休（やす）み 

 

保健所（ほけんじょ） 地域保健課（ちいき ほけんか）の ホームページ（ほーむ

ぺーじ）はこちらです 

https://www.city.funabashi.lg.jp/soshiki/070000/070200/070205/index.html 

 

 

 

日本語(にほんご)が よくわからない人(ひと)や 自分(じぶん)の 国(くに)の  

言葉(ことば)で  話(はなし)を したい人(ひと)は   

船橋市外国人総合相談窓口（ふなばししがいこくじん そうごうそうだんまどぐち）

に 連絡(れんらく)してください  

 

 

船橋市外国人総合相談窓口（ふなばししがいこくじん そうごうそうだんまどぐち）  

電話（でんわ）：０５０－３１０１－３４９５  

午前(ごぜん) 9 時(じ) から 午後(ごご) 5 時(じ)  

土曜日(どようび)  日曜日(にちようび)  祝日(しゅくじつ)は 休(やす)みです  

 

 

2020.08.25 

 

  

https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/madoguchi/0001/0001/0001/p011003.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/madoguchi/0001/0001/0001/p011003.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/soshiki/070000/070200/070205/index.html

