あかちゃんを

産（う）む前（まえ）の

PCR 検査（けんさ）について

新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）を
心配（しんぱい）している
PCR 検査（けんさ）を

妊娠中（にんしんちゅう）の人（ひと）が

希望（きぼう）する

妊娠（にんしん）につき

場合（ばあい）

１回（いっかい）だけ

出産前（しゅっさんまえ）に

新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）の
の

お金（かね）で

検査（けんさ）の

１回（いっかい）の

検査（けんさ）を

国（くに）

受（う）けることができます
前（まえ）に

注意（ちゅうい）すること

※大事（だいじ）です
１．検査（けんさ）を
行（い）っている

希望（きぼう）する

場合（ばあい）は

お医者（いしゃ）さんへ

いつも

相談（そうだん）をしてから

申込（もうしこみ）してください
２．検査（けんさ）をするとき

次（つぎ）のことに

ついて

同意（どうい）が

必要（ひつよう）です
＜検査（けんさ）について＞
感染（かんせん）しているのに
感染（かんせん）していないのに

結果（けっか）が

陰性（いんせい）になること

結果（けっか）が

陽性（ようせい）になること

があります
＜検査結果（けんさけっか）が
1. 症状（しょうじょう）が
入院（にゅういん）や

有（あり）・無（なし）に

場合（ばあい）＞

関係（かんけい）なく

宿泊療養（しゅくはくりょうよう）

（じたくりょうよう）となる
2. 症状（しょうじょう）が

可能性（かのうせい）が

有（あり）・無（なし）に

入院先（にゅういんさき）が
ゃ）さんと

陽性（ようせい）となった

自宅療養

あります
関係（かんけい）なく

出産予定（しゅっさんよてい）の

ならない場合（ばあい）が

あります

お医者（いし

また 出産方法（しゅっさんほうほう）が
画分娩（けいかくぶんべん）などに

帝王切開（ていおうせっかい）や

変（か）わる

可能性（かのうせい）が

計
あ

ります
3. 症状（しょうじょう）が
感染（かんせん）が

有（あり）・無（なし）に

広（ひろ）がらないように

関係（かんけい）なく

入院中（にゅういんちゅう）

の 面会（めんかい）や

出産（しゅっさん）のときの

制限（せいげん）される

場合（ばあい）が

あります

また 出産後（しゅっさんご）

お母（かあ）さんと

（べつべつ）の部屋（へや）で

分（わ）けられて

会（あ）えなくなり
たりすることが

あかちゃんに

できなくなる

4. 希望（きぼう）により
（ていきょう）する

あかちゃんが

授乳（じゅにゅう）し

可能性（かのうせい）が

助産師（じょさんし）や

別々

しばらくの間（あいだ）

触（さわ）ったり

退院後（たいいんご）

健康支援（けんこうしえん）や

立会（たちあい）が

あります

自治体（じちたい）が

提供

保健師（ほけんし）などによる

相談支援（そうだんしえん）を

受（う）ける

ことができます
そのため

検査結果（けんさけっか）について

ある 自治体（じちたい）に

住民票（じゅうみんひょう）の

提供（ていきょう）する場合（ばあい）が

あります
（1）対象者（たいしょうしゃ）
熱（ねつ）があるなど

感染（かんせん）を

疑（うたが）う 症状（しょうじょう）

がない 妊婦（にんぷ）の人（ひと）
※発熱（はつねつ）などの
（むしょうじょう）でも
と

症状（しょうじょう）がある人（ひと）や
医師（いし）から

判断（はんだん）された人（ひと）は

検査（けんさ）が

無症状

この検査（けんさ）の

必要（ひつよう）
対象

（たいしょう）ではありません
帰国者（きこくしゃ）・接触者（せっしょくしゃ）外来（がいらい）などに
（そうだん）のうえ
を

感染症法（かんせんしょうほう）に

受（う）けてもらう

ことになります

相談

もとづく検査（けんさ）

（2）対象期間（たいしょうきかん）
2020 年（ねん）8 月（がつ）1 日（にち）～2021 年（ねん）3 月（がつ）31 日（にち）
までに 行（おこな）う
（3）検査（けんさ）の

検査（けんさ）
申込（もうしこみ）・

検査場所（けんさばしょ）

出産予定（しゅっさんよてい）の お医者（いしゃ）さんが
ごとに 対応（たいおう）が
1. 市内（しない）の

ある場所（ばしょ）

違（ちが）います

お医者（いしゃ）さんで

出産予定（しゅっさんよてい）の

人（ひと）
① はじめに

いつも行（い）っている

お医者（いしゃ）さんへ

相談（そうだん）してください
② 「妊婦 PCR 検査受付窓口（にんぷ PCR けんさうけつけまどぐち）へ
申込（もうしこみ）してください
（妊婦 PCR 検査（にんぷ PCR けんさ）についての

相談（そうだん）も

できます）
申込方法（もうしこみほうほう）：
電子申請（でんししんせい） または
電子申請（でんししんせい）は

電話受付（でんわうけつけ）

こちらから

https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/reserve/offerList_detail.actio
n?tempSeq=113
電話（でんわ）：

070-1051-7355

受付時間（うけつけじかん）：
月曜日（げつようび）～
③ 予約（よやく）した
します

10：00

～

15：30

金曜日（きんようび）
日時（にちじ）に

（お金（かね）は

来（き）て

検査（けんさ）を

０円（えん）です）

検査場所（けんさばしょ）：
船橋市保健福祉センター（ふなばししほけんふくしせんたー）

検査方法（けんさほうほう）：
唾液（だえき）を

用（もち）いた PCR 検査（けんさ）をします

④ 検査結果（けんさけっか）は
から

５日（にち）くらいで

検査（けんさ）した

次（つぎ）の日（ひ）

本人（ほんにん）へ

知（し）らせます

くわしくは リーフレット（りーふれっと）
「新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）感染症（かんせんしょう）に
不安（ふあん）をかかえる

妊娠中（にんしんちゅう）の人（ひと）へ」を

みてください
こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/funakkonavi/guide/8011/8071/p082961_d/fil/reefr
et1.pdf
2. 県内（けんない）：

市外（しがい）の

お医者（いしゃ）さんで

出産予定

（しゅっさんよてい）の人（ひと）
いつも行（い）っている

お医者（いしゃ）さんに

さい （お金（かね）は

０円（えん）です）

3. 県外（けんがい）：

市外（しがい）の

問（と）い合（あ）わせてくだ

お医者（いしゃ）さんで

出産予定

（しゅっさんよてい）の人（ひと）
いつも行（い）っている

お医者（いしゃ）さんか

PCR けんさせんようでんわ）へ

妊婦 PCR 検査専用電話（にんぷ

問（と）い合（あ）わせてください

電話（でんわ）： 070-1051-7355
受付時間（うけつけじかん）：
月曜日（げつようび）～

10：00

～

15：30

金曜日（きんようび）

＜妊婦（にんぷ）の

人（ひと）が

検査費用（けんさひよう）を

払（はら）った

場合（ばあい）＞
検査（けんさ）のあと 船橋市（ふなばしし）へ
２万円（まんえん）まで

申請（しんせい）していただくと

検査費用（けんさひよう）を

返（かえ）しします

1. 対象期間（たいしょうきかん）：
２０２０年（ねん）８月（がつ）１日（にち）以降（いこう）に

行（おこな）

った 検査（けんさ）
2. 助成内容（じょせいないよう）：
出産前（しゅっさんまえ）に
の

感染（かんせん）の

行（おこな）った

新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）

有無（あり

なし）を

PCR 検査（けんさ）に

限度額（げんどがく）

確認（かくにん）するために

かかった費用（ひよう）

２万円（まんえん）まで

3. 申請方法（しんせいほうほう）：
申請（しんせい）に

必要（ひつよう）な

書類（しょるい）全部（ぜんぶ）を

船橋市地域保健課母子保健係（ふなばししちいきほけんかぼしほけんがかり）
まで 提出（ていしゅつ）してください
4. 申請（しんせい）に

必要（ひつよう）な

書類（しょるい）

（1） 船橋市（ふなばしし）不安（ふあん）を抱（かか）える
への

妊婦（にんぷ）

分娩前（ぶんべんまえ）PCR 検査費用（けんさひよう）助成金申請

書（じょせいきんしんせいしょ）
申請書（しんせいしょ）の

ダウンロード（だうんろーど）はこちらです

https://www.city.funabashi.lg.jp/funakkonavi/guide/8011/8071/p082961_d/fil/shins
eisho.pdf
（2） PCR 検査（けんさ）に

かかった費用（ひよう）の

領収書（りょうしゅうしょ）（原本（げんぽん））
（3） 振込先口座（ふりこみさきこうざ）が
通帳（つうちょう）の

確認（かくにん）できるもの

写（うつ）しなど

（4） 検査（けんさ）について

申出書（もうしでしょ）はこちらです

https://www.city.funabashi.lg.jp/funakkonavi/guide/8011/8071/p082961_d/fil/KENNSAMOUS
IDE.pdf

5. 申請期限（しんせいきげん）：検査（けんさ）を
ら ３０日（にち）以内（いない）

までに

行（おこな）った日（ひ）か

申請（しんせい）してください

6. 提出先（ていしゅつさき）：
〒273-8506
船橋市北本町（ふなばししきたほんちょう）1 丁目（ちょうめ）16-55
船橋市地域保健課母子保健係（ふなばししちいきほけんかぼしほけんがかり）
【医療機関（いりょうきかん）の人（ひと）へ
船橋市（ふなばしし）では
（う）ける前（まえ）の

おねがい】

上（うえ）に書（か）いてある「検査（けんさ）を

注意事項（ちゅうい

い）のうえで PCR 検査（けんさ）を
費用（けんさ ひよう）の

じこう）」について

受（う）けた

助成（じょせい）を

行（おこな）います

説明（せつめい）にあたり

へ「検査説明書（けんさ

せつめいしょ）（妊婦（にんぷ）へ

使（つか）っていただき

妊婦（にんぷ）の人（ひと）が

説明（せつめ

妊婦（にんぷ）に対し、検査

検査前（けんさまえ）の
類（しょるい））」を

受

妊婦（にんぷ）の方（かた）
おわたしいただく書

検査（けんさ）を

受（う）けた

助成（じょせい）を受（う）けられるよう

ご協力

（きょうりょく）をお願（ねが）いいたします
検査説明書（けんさ
妊婦（にんぷ）へ

せつめいしょ）はこちらです：

お渡（わた）しください

https://www.city.funabashi.lg.jp/funakkonavi/guide/8011/8071/p082961_d/fil/IRYOUKIKANY
OU.pdf

（4）検査（けんさ）の

結果（けっか）

された人（ひと）への

陽性（ようせい）が

支援（しえん）

確認（かくにん

希望（きぼう）により
（ていきょう）する

退院後（たいいんご）

自治体（じちたい）が

提供

助産師（じょさんし）・保健師（ほけんし）などによる

健康支援（けんこうしえん）や

相談支援（そうだんしえん）を

受（う）けること

ができます
そのため 検査結果（けんさけっか）について
自治体（じちたい）に

住民票（じゅうみんひょう）のある

提供（ていきょう）する場合（ばあい）が

あります

くわしくは リーフレット（りーふれっと）
「新型コロナウイルス（しんがたころなういるす）に

感染（かんせん）した

妊産婦（にんさんぷ）の人（ひと）へ」を
みてください こちらです
https://www.city.funabashi.lg.jp/funakkonavi/guide/8011/8071/p082961_d/fil/reefr
et2.pdf

問（と）い合（あ）わせ
保健所地域保健課（ほけんじょちいきほけんか）
電話（でんわ）： ０４７－４０９－３２７４
FAX：０４７－４０９－２９１４

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
言葉(ことば)で

国(くに)の

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)

土曜日(どようび)

から

午後(ごご)

日曜日(にちようび)

5 時(じ)
祝日(しゅくじつ)は

休(やす)みです
2020.10.16

