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パパさん ・ ママさんをキラキラ笑顔に！

はじめに

地域の皆さんのチカラを少しずつお借りし
て、守谷でゴキゲンな子育てを応援します

守谷で安心したお産・子育てができますよ
うに…と、願いをこめて、少しだけ守谷で
先輩ママのままもりスタッフが “ 医療機関

年に発足した守谷市を中心とした近隣エリアで活動する子育て
ま まもりは、2011
中のパパ＆ママ達のボランティア団体です。パパ＆ママが楽しく育児できるよう

イドブックを作りました。

な情報を発信、また子どもと一緒に成長できるようなイベントなども実施します。地
域みんなで子育て、育児を楽しみ、キラキラ笑顔になりましょう♪

越された方々のお役に、少しでもたてたら

【活動概要】

これから初めて出産される方や守谷市に引

家族で参加しやすい地域コミュニティの創造・活性化

B

地域に住むいろんな人とコラボする企画の提案とイベントの開催

後ママをサポートする行政サービスを取材

C

情報提供活動（子育て情報誌の発行など）パパ・ママの情報交換活動

させて頂き、ママ目線でまとめてみました。

D

育児休業中や子育てしながら就労を考えているママの支援

行政で行っている事業に参加する事は、同
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じ月齢の赤ちゃんを持つママ友を作る絶好
のチャンスです。ママ友がいると、妊婦ラ
イフ、育児ライフが格段に楽しくなります。
ぜひ、そういったチャンスを積極的に、ご
活用頂けたらと思います！
今回各病院の先生、助産師の皆様及び守谷
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市役所、保健センターの皆様並びにご協力

守谷で子育て、

頂いた全ての皆様には、ご多忙に関わらず
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私たちの子育て支援活動への暖かい励まし

【発行】
2014 年 4 月 1 日

【協 力】
掲載医療機関及び院長の皆様/守谷助産師会メン
バーの皆様/守谷市保健センター/守谷市子育て支援
センター/ 守谷市役所/保健センターの両親学級・母
親学級・乳児３・４ヶ月検診で、取材にご協力いただ
いた皆様/子育てサークル‘とらうさ’の皆様/アンケー
トにご協力いただいた皆様/茨城県守谷市松並地区
土地区画整理事業まちづくり協議会様
● 本誌の掲載事項は 2014 年 2 月現在のものです。
 誌掲載の記事の無断転載、複製、転写を禁じ
●本
ます。

【発行元】
もりや子育てネットワーク ままもり
【スタッフ】
代表：柳澤留美 / 宮下嘉代子 / 雨谷恵
取 材・ 編 集： 増 記 多 佳 子 / 鴻 巣 聡 子 / 清 水 徹 /
屋形茜 / 宮下嘉代子 / 柳澤留美 / 雨谷恵
レイアウト・DTP：ひーくん＆矢澤由布
2

のお言葉とご協力をいただきましたこと、

ドラマチックエピソード「お産編」

ここに謹んで御礼申し上げます。

３．出産おめでとうございます………… P45
3-1. 出産手続き編 in 守谷
3-2. サポートサービス事業編
3-3.地域の助産師さんと上手に付き合おう
3-4. 子育て便利情報一覧
これから妊娠をのぞまれる方
Topics 座談会★里帰り出産したママ
特集 今
 ドキのお産のサービス
…
～産後ケアをご存知ですか？
3

出産おめでとうございます

２．妊娠したら…………………………… P23
2-1. お
 産のできる病院リスト
2-2. 各
 病院のご紹介
2-3. 行政サポート（妊娠から子育て年表）
2-4. 妊娠したら
2-5. 出産にかかる費用のこと
Topics ド
 ラマチックエピソード「妊娠編」

妊娠したら・・・

< 今後の予定 >
5 月 9 日、
10 日、11 日
木のおもちゃ広場 In イオンタウン守谷
11 月…いいお産の日
春・秋…田植え・稲刈りイベント

守谷市 & 近隣地域
小児科・産科 MAP … …………………… P4

また、守谷市で実施している妊婦さんや産

A

< 2013 年の活動 >
5 月…… 親子田植えイベント
8 月…… 保育園・幼稚園ガイドブック（改訂版）発行
10 月… パパと一緒に稲刈りキャンプ
11 月… いいお産の日 In イオンタウン守谷開催
2014 年４月 本誌発行

Contents

いいなと思っております。

はじめての小児科選び

に関する情報 ” と “ お産に関する情報 ” のガ

守谷市 小児科 & 産科 MAP

守谷市 小児科 & 産科 MAP

←至

p12
1下もりや小児科医院…………………
館
2 しばたキッズクリニック………… p14
4 下村医院…………………………… p10（※）

5 よしみ内科胃腸科医院…………… p10（※）

6 ゆりがおかクリニック…………… p10（※）

郷州小学校
夢っ子ひろば
みずきの

7 守谷メディカルクリニック……… p10（※）

新守
8 竹内医院…………………………… p10（※）
谷駅

9 川島クリニック…………………… p10（※）
文化会館

関東

鉄道

常総

国道
294
号

3

線

アピタ

谷駅

南守

中央公民館

11

5

7

6

守谷市役所
中央図書館

1
B

10

高野公民館

常総ふれあ

い道路

10 メイヨークリニック……………………………… p10（※）
11 もりもとクリニック……………………………… p10（※）
12 総合守谷第一病院………………………………… p10（※）

13 カオリクリニック………………………………… p10（※）
A 総合守谷第一病院………………………………… p26
B お産の森 いのちのもり 産科婦人科 篠﨑医院

※一覧の情報になります。
4

イオン取手

5

p27

出産おめでとうございます

アクロスモール
守谷

地域子育て支援センター
夢っ子

南守谷児童センター
ミ・ナーデ

ジョイフル本田

ス
プレ
クス
ばエ
つく

出産おめでとうございます

もりや学びの里

イオンタウン
守谷

9

2

北守谷公民館

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

12 A

4

守谷駅

駅

戸頭

郷州公民館

保健センター

西松屋

市民交流プラザ
もりやファミリーサポートセンター
キ・ターレ北守谷児童センター

13

手→

至取

8

線

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

小絹
p16
3 寺本こども赤ちゃんクリニック…
駅

守谷市近隣地域 産科 MAP

守谷市近隣地域 産科 MAP
19

19

藤代 藤代

19

藤代

取手警察署
取手警察署

取手市

取手警察署 6

はじめての小児科選び

西取手
西取手

D

西取手

C

6

6

229

229

229

取手 取手

C 医療法人社団 寿幸会

取手
269 269

かんの産婦人科クリニック……… p28
11
11
D JA とりで総合医療センター…
…… p29

269

11

国立科学博物館
国立科学博物館
筑波実験植物園
筑波実験植物園

つくば市

国立科学博物館
筑波実験植物園

妊娠したら・・・

F

研究学園
研究学園
研究学園

237

237

237

244

244

科学万博E
科学万博
244
記念公園
記念公園
408 408

柏市

出産おめでとうございます

354
3
3

268

柏タカシマヤ

273

柏

柏

273

16

I

273 つくばJCT
つくばJCT

つくばJCT

つくば
つくば

E なないろレディースクリニック……… p30
谷田部 IC

つくば

F 筑波大学附属病院……………………… p31

※一覧の情報になり
ます。

G 筑波学園病院…………………………… p32
H 東京慈恵会医科大学附属柏病院……… p24（※）
I 医療法人社団

16

16

3

谷田部
谷田部
IC IC

北柏

柏タカシマヤ
柏タカシマヤ

つくば中央
354

268

268

H

柏

G

北柏 北柏

6

6

科学万博
つくば中央
つくば中央
記念公園
408

354

6

窪谷産婦人科………… p24（※）
6

1-2. 小児科の一覧… …………………………………P10
1-3. 守谷市内の小児科専門医のご紹介… …………P12
1-4. 子どもが病気のとき… …………………………P18
1-5. 予防接種について… ……………………………P20

妊娠したら・・・

1-1. 「先生と上手におつきあいしましょう」
… ……P 8

はじめての小児科選び

１．
はじめての
小児科選び

1-6. インフルエンザ予防接種の助成について… …P22

出産おめでとうございます

7

１-1．
「先生と上手におつきあいしましょう」

１-1．
「 先生と上手におつきあいし

ましょう」

赤ちゃんの病気は、
いつも突然です。病気になってから「さて、どこの病院に行こう？」
病院を探しておくと安心です。また、先生には、赤ちゃんが病気になったときの他に、
赤ちゃんの成長をママと一緒に見守ってくれる、そんな先生と出会えるといいですね。

と迷ったりせずにすむように、いざという時すぐに行ける
健診や予防接種を通じてお世話になる機会があります。

【話しやすい雰囲気、納得できる説明や診察】
何でも相談できる雰囲気だから。
診察時に先生と話をしてみて、
「わかりやすい言葉で説明してくれる」
と感じたから。

【 行きやすい】
自宅から近いと歩いていけたり、車に乗る時間が短くてすむから。
運転に自信がないので、車庫入れが楽な駐車場の病院。
守谷に住む多くのママは自動車が足代わり。赤ちゃんは具合の悪いと
き、チャイルドシートで泣いたり、ぐずる事があります。赤ちゃんの
泣き声に気をとられてしまうことがありますので、自宅から時間がか
かりすぎるのも心配です。

【 予約システムの有無、診察時間 】
予約システムがあると、事前に混み具合が分かり、病院の待ち時間が短
くて済むから。

【口コミ情報】
ご近所に住んでいる信頼できる先輩ママのアドバイス
子育てサークルのママ友のアドバイス
など…

仕事をしているため診療時間が遅くまで対応してくれると、その日の帰
りに寄れるから。

【 その他 】

小児科専門医である。
風邪を一緒にひいた時は、親子一緒に診てもらえる病院。
持病があるため、他科と連携体制のある総合病院。

親子で診察してほしい場合と、子どもだけの場合等も考慮し、地域
に信頼できる病院が 2 つあるというのもよいかもしれませんね！
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電話予約以外にも PC や携帯の専用ページから予約を入れることがで
きる病院も。初診だと受け付けられない場合もあるので気をつけま
しょう。予約をいれたら、時間を守って受診します。都合で予約時間
に間に合わない時は、必ず連絡を入れましょう！

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

薬の説明を丁寧にしてくれるから。
など…

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

「みんなどんなポイントで病院をえらんでいるの？」
守谷のママたちに、病院の選び方のポイントを聞いてみました！

1-2. 守谷市内小児科の一覧

1-2. 守谷市内小児科の一覧
協力医療機関
（※印：小児科専門医院は
詳細ページあり）

基本情報
住所

TEL

診療科

20 － 6737

立沢 235 － 7

21 － 0811

小児科

立沢 2058 － 6

44 － 5563

小児科・新生児内科

駐車
台数

小児科

もりや小児科医院（※）

②

しばたキッズ
クリニック（※）

③

寺本こども赤ちゃん
クリニック（※）

④

下村医院

本町 403

48 － 0078

内科・小児科

⑤

よしみ内科胃腸科医院

百合ケ丘
2 － 2694 － 41

48 － 4891

内科・胃腸科・小児科

⑥

ゆりがおかクリニック

百合ヶ丘
3 － 2660 － 11

47 － 1144

内科・消化器内科・
循環器内科・小児科

⑦

守谷メディカル
クリニック

百合ヶ丘
47 － 0213
3 ー 249 － 1
イオンタウン守谷 2F

内科・小児科・外科・
皮膚科

⑧

竹内医院

みずき野
5 － 11 － 1

48 － 6077

内科 , 小児科

⑨

川島クリニック

けやき台
6 － 16 － 14

46 － 3273

メイヨ－クリニック

けやき台
3 － 12 － 3

45 － 8115

○

17

○

20

○

16

○

7

ネット
予約

－

○

○

○

○

○

○

○

－

－

－

－

－

－

○

－

8:45 ～ 11:45 ／ 15:30 ～ 18:00
※月・火（０歳児のみ）
・水…14：30 ～ 15：20 ⇒予防接種
※火・金…14:30 ～ 15:20 ⇒乳児健診（要予約）
（午後休診）木・土（休診）日・祝日
9:00 ～ 12:00 ／ 15:00 ～ 17:30 ※月・水・金…14:00 ～ 15:00 ⇒予防接種
※火…14:00 ～ 15:00 ⇒乳幼児健診（午後休診）土（休診）木・日・祝
9:00 ～ 12:00 ／ 15:00 ～ 17:30
※月・火・木・金 14:00 ～ 15:00 ⇒予防接種、乳幼児健診
（午後休診）水・土（休診）日・祝
9:00 ～ 13:00 ／ 15:00 ～ 18:30 （午後休診）土 （休診）木・日・祝
9:00 ～ 12:00 ／ 15:00 ～ 18:00 （午後休診）水・土（休診）日・祝

18

○

8

○

有

－

15

内科 ・小児科・耳鼻咽喉
科・アレルギー科

－

有

9:30 ～ 12:30 ／ 12:30 ～ 18:00
（午後休診）木・土（休診）第 2･4･5 土・日・祝

○

－

内科・小児科・
アレルギー科

○

有

9:00 ～ 12:00 ／ 15:00 ～ 18:00
（午後休診）土（休診）水・日・祝

－

－

－

－

－

－

－

－

整形外科・内科・
呼吸器科・
リハビリテーション科

－

25

9:00 ～ 12:00 ／ 14:30 ～ 18:30（※土曜日午後 14:00 ～ 17:00 診療）
（休診）木・日・祝
10:00 ～ 13:00 ／ 15:00 ～ 18:30（休診）火・土・祝
※ただし祝日が日曜日の場合は診療を行い、翌日の月曜日が休診となります。
詳細はお問い合わせください。
9:00 ～ 12:00 ／ 14:00 ～ 17:30（休診）木・日・祝

診療しています。各種・予防接種も承りますので、どうぞお気軽にご相談ください
9:00 〜 12:00 ／ 14:30 〜 18:00
（午後休診）土（休診）日・祝

丁寧な診察を心がけています。また、お子様には優しく対処させて頂いております。
⑫

⑬

総合守谷第一病院
カリオクリニック

松前台１ー 17

45 － 5111

小児科・耳鼻咽喉科等
※他診療科は HP 参照

○

260

松前台
1－1－6

48 － 8448

内科・呼吸器内科・
小児科・アレルギー科・
リウマチ科

○

10

カリオクリニックではかかりつけ医として赤ちゃんからお年寄りの方に安心、親身の医療を幅広い

10

9:00 ～ （受付）08:00 ～ 11:30 ／ 15:00 ～ （受付） 14:30 ～ 16:30
（午後休診）火・水・金・土（休診） 日・祝
9:00 ～ 12:30 ／ 16:00 ～ 18:30
（午後休診）水・土（休診）日・祝
知識、根拠に基づき、提供致します。また、漢方薬も必要に応じ使用します。
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⑪

もりもとクリニック

45 － 3500

電話予約

－

内科・小児科・アレルギー科を標ぼうしておりますが、ファミリー クリニックとして、幅広く
薬師台
１ー３－５

診療時間

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・
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⑩

HP
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松ケ丘
4－2－5

診 察

MAP

1

1-3. 守谷市内の小児科専門医のご紹介

もりや小児科医院
方針

金子先生の Profile

  住

所	〒 302-0127	 …
松ケ丘 4-2-5

  ＴＥＬ	0297-20-6737

先生のプライベートについて

教えていただきました！

家族構成
妻、長男、長女、次男と私の５人家族
↑奥様（写真の向かって左端）は、守谷助産師会メンバーの助産師さんです♪

最近、熱がでた、鼻水が出始めたとすぐ病院に駆け込む方がとても多くなりました。すぐに病院を受診して
も診断がつかないことがほとんど。
「先生のところのお子さんは病気になっても早めに検査して、お薬も飲め
るのでいいですね」と言われることがあります。これが実は正反対。元気があればほったらかし、2 日くらい
熱が続くと重い腰を上げて咽を診て溶連菌の疑いがあれば検査するくらい。咳も鼻水も苦しそうでなければ
1 週間以上は様子見。親しい小児科医達もこんな感じ。
「熱があったら抗生剤を飲まないと肺炎や中耳炎にな
る。こんな咳をほっといたら喘息になる。
」等と不安な言葉を並べ不要な薬をたくさん処方する先生だって自
分の子どもにはそんなに薬を飲ませてはいないはず。でもね、医療機関を受診することは決して悪いことで
はありません。検査や薬を求めることよりも今は病状の確認とアドバイスを求めることが大事！ もっと「お
おらかでゆるく、大ざっぱに子育て」を楽しみましょう！

趣味を極めるために茨城に引っ越してきたはずなのにちょっと危険過ぎるので封印さ
れている。毎朝行っているジョギングは単なる苦行だし、今、趣味と言えるのは「こ
の守谷で子ども達を育て上げること」くらい。育て上げた暁には・・・。

休日の過し方
休日はクリニックの残務整理か、子ども達や妻への「接待」に追われて過ごしている。日
曜朝はカスミの 10％引きの買い物も定番、冬の祝日は医院を開けて祝日診療している時も
ある。

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

先生の趣味

ママにメッセージ

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

地域の子ども達にとって「安全で副作用の少ない医療」を、
さらに加えて「おおらかな小児科、ゆるい小児科」を目指し
ております。最近は予防接種の普及により重症感染症が激減
しました。小児ぜんそくの疾患概念も大きく変わりつつあ
り、感冒時にゼーゼーする子ども達（episodic viral wheeze）
に対する長期に渡る喘息治療の必要性が疑問視されてきまし
た。アレルギー血液検査結果だけで過度な食物制限を行うと
逆に食物アレルギーを引き起こす可能性も指摘されておりま
す。すなわち予防接種をしっかり行っていれば発熱しても元
気があれば慌てることはなく、軽くゼーゼーしても年単位で
喘息薬を継続する必要もないようです。当院では発熱数時間
後に受診された子どもに咽が赤い、扁桃が腫れている等と適
当に理由をこじつけて安易に抗生剤を処方しません。時には
副作用を起こす可能性がある薬は、それが必要と判断された
時にしか処方しません。我が子を見守るような慎重な経過観
察（wait and see approach）を第一とし、さらに次世代の子
育てにつなぐため の親御さんへのアドバイスを診療の基本
としております。

日本大学医学部卒業、
日本大学医学部附属板橋病院小児科学教室に入局、
以後同大や春日部市民病院、横須賀市立市民病院、
東京共済病院等に出向、
平成 10 年 9 月に守谷市内において
小児科クリニックを開設し現在に至る。
平成 4 年に医学博士を取得。

夢

子どもの医療費はほぼ無料と勘違いしていませんか？ 国民皆保険制度があるわが国では未就学児の場合は
医療費の 2 割が自己負担になります。たとえば病院で￥6,000、調剤薬局で￥4,000 がかかった場合、本来な
らば患者側は病院に￥1,200、薬局に￥800 円を支払います。今、守谷市では子どもの自己負担は一病院に付
き月 2 回まで 600 円を支払い、3 回目からは無料です。薬局への支払いは免除。これらの差額は各健康保険
組合や国民健康保険と自治体が補填しています。今、健康保険組合の 9 割が赤字、更に我が国の借金は 1000
兆円を超過。無料だと思っていた子どもの医療費は単に先送りし、子ども達の未来に押し付けているだけな
のです。ちなみに休日や夜間に医療機関をコンビニ受診すると加算が加わり 1 回受診で軽く１万５千円以上
の医療費がかかることも。過去にもらった明細書（1 点 10 円）を確認するとかなり高額なお金がかかってい
ることに驚くことでしょう。子ども達の未来のためにパパ達もママだけに任せないで子どもの病状をよく観
察できる目を養いましょう。
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悲しみのない自由な世界を作りたい。私自身には世界に貢献できるような素質もないのでその志は自分の子
ども達に委ねようと勝手に考えている。なお、当院は 2002 年より公的予防接種の委託費用の一部を「世界の
子どもにワクチンを 日本委員会」や「国連 WFP 協会」、「国境なき
医師団」、
「日本ユニセフ」
、
「国連 UNHCR 協会」
、
「メイク・ア・ウィッ
シュ オブ ジャパン」等に寄付を行い、2011 年よりは震災遺児を支
援するために宮城・岩手・福島県にも『ふるさと納税』をさせて戴
いております。
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出産おめでとうございます

出産おめでとうございます

パパにメッセージ

MAP

1-3. 守谷市内の小児科専門医のご紹介
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しばたキッズクリニック
方針

しばた院長先生の Profile

子育てのお役立ち情報が満載！
『しばたキッズニュース』の一部をご紹介します。
～しばたキッズニュース

● B 型肝炎ワクチンについて
守谷市では 0 歳児に B 型肝炎ワクチンに公費助成が
でるようになり、接種する赤ちゃんがかなり増えています。
その他の市町村では助成がありませんが、
「B 型肝炎ワクチン

  住

所	〒 302-0118 	 …
守谷市立沢 235-7

  ＴＥＬ	0297-21-0811

筑波大学医学専門学群卒業
筑波大学関連病院で研修後、
総合守谷第一病院勤務、
2007 年開業。
日本小児科学会認定小児科専門医。医学博士。

日本では、1980 年代からお母さんがキャリア（B 型肝炎ウィルスを体内に保有した状態）の場合の
み、生まれた赤ちゃんにワクチンを接種してきました。これによって、B 型肝炎に感染する乳幼児

付

待合室

診察室

絵本と積み木のある明るい待合
室です。

患者様の症状を詳しくお伺い
し、医師がわかりやすくご説明
いたします。気になっている症
状があれば、何でもお知らせく
ださい。

WHO( 世界保健機関）では、世界中
の子ども達に対して、生まれたらす
ぐにこのワクチンを接種するよう勧
告しており、多くの国々で、定期予
防接種として生後間もない赤ちゃん
全員に接種されています。守谷市外
の方は自費で 3 回接種することにな
りますが、是非ご検討ください。

パパ & ママにメッセージ
毎日、来院するたくさんの子どもたちに接していると、みんな個性豊かで楽しいです。
親はどうしても自分の価値観を子どもに押し付けてしまいがちですが、持って生まれた
個性を大切に伸ばしていってあげてください。
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教えていただきました！

家族構成

先生の趣味

休日の過し方

夫・子供２人

ピアノ

家事・ショッピング等
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出産おめでとうございます

出産おめでとうございます

先生のプライベートについて

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

受

って、受けた方がいいんですか ?」と、聞かれることが多く
なってきました。そう聞かれると答えは「Yes ！ 」

はかなり減りましたがゼロにはなりませんでした。お母さん以外の家族からの感染や、感染経路が
不明で B 型肝炎ウィルスに感染する例もあるからです。
B 型肝炎ウィルスに感染した場合、大人と乳幼児では、経過が異なります。図に示すように、3 歳
以下の子が感染すると、
キャリアになりやすく、
慢性肝炎になることがあります。慢性肝炎になると、
長期にわたる治療を要し、肝硬変や肝臓がんになるリスクをかかえることになります。また、急性
肝炎から劇症肝炎を起こし、死に至る場合もあります。

診察の様子

入口を入ると、受付スタッフ
が明るい笑顔で お迎えします。
わからないことがあれば遠慮な
く聞いてください。

第 20 号（2013/8/1) より～

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

" 適切な診断とわかりやすい説明 " をモットーに、丁寧な診
察を心がけています。子どもの病気は自然に治るものが多い
もの。検査や投薬は必要最小限にし、経過観察を大切にして
います。
また、一昨年から『しばたキッズニュース』という院内報を
毎月発行しています。その時々に流行っている病気の解説や
ワクチンスケジュールの立て方などの話、感染症流行状況、
絵本の紹介など、子育て中の皆さんのお役に立ちそうな情報
を発信しています。

MAP

1-3. 守谷市内の小児科専門医のご紹介

3

寺本こども赤ちゃんクリニック

病院（施設）のご紹介
授乳室

診察室

方針

寺本院長先生の Profile

所	〒 302-0118 …
守谷市立沢 2058-6

  ＴＥＬ	0297-44-5563

青空をイメージした診察室。み
んなが元気になりますように。

ゆっくりと授乳や
おむつ交換ができます。

寺本こども赤ちゃんクリニック入口近くにある

ドライブスルー薬局のご紹介

【営業時間】
月曜・火曜・木曜・金曜 9:00 ～ 18:00
水曜・土曜 9:00 ～ 13:00
( 定休日 ) 日・祝・祭日

●利用したままもりスタッフの感想

待合室・キッズコーナー
子供たちの
大好きを
集めました。

利用方法はファーストフード店のドライブスルーと同じ
【住所】〒 302-0118
要領で、最初の窓口で呼び鈴を鳴らし、出てきた薬剤師
茨城県守谷市立沢 2058-3
さんに処方箋を渡します。処方箋を渡したら車を受け取
【電話】0297-44-5605
り窓口へ移動し、薬が出来上がるのを車内で待ちます。
【FAX】0297-46-3921
薬の調合などがあるので、ファーストフード店の様にす
ぐに出てくるという訳ではありませんが、薬が出来上
がったら窓口から薬剤師さんが薬の説明をした後、薬を渡してくれます。薬の出来上がる時間は変
わりませんが、熱を出してグズっている子供をチャイルドシートから降ろし、またチャイルドシー
トに乗せ、という事をしなくて済むので助かりました。

パパ & ママにメッセージ
こどもたちの笑顔と健康のために、いつでもお力になれるクリニックを目指しており
ます♪生まれたばかりの赤ちゃんから、こどもの病気・発育・発達について、なんで
もご相談下さい。
こども達が健康で元気にすくすく成長するための手助けができるよう、スタッフ全員
一丸となって努力してまいります。

16
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出産おめでとうございます

出産おめでとうございます

ゆったりとした
空間で、安心して
お待ち頂けます。

森の中に深呼吸をして、
ハイ、パチリ☆

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

東京慈恵会医科大学卒業 / 同大学非常勤講師 / 同大学看護学
科非常勤講師
【 資 格 】医 学博士 / 日本小児科学会認定 小児科専門医 /
日本周産期・新生児医学会認定 周産期（新生児）
専門医 / 日本医師会認定 産業医
【所属学会】日本小児科学会 / 日本未熟児新生児学会 / 日本周
産期・新生児医学会

  住

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

大学病院に勤務中は、小児科診療及び高度新生児集中医療に
従事して参りました。
私自身、三児の父親として子育てに奮闘しており、ひとりの
父親としても地域の子どもたちの健康と健全な発達を切に
願っております。
これまでの経験を活かし、生まれたばかりの赤ちゃんから、
付き添いの保護者の方の一般診療まで対応致します。また、
育児の不安も気軽にご相談いただけるクリニックを目指して
おります。

レントゲン室

1-4. 子どもが病気のとき

1-4. 子どもが病気のとき
赤ちゃんや子どもは、元気にしているように見えても、「急に熱を出す。食べ物を吐く。」など、驚か
も心配。慌てて病院に行ってしまうことも多いですよね。しかし、実際は「家庭で適切なケアを行い、
そこで、子どもの急な病気やケガに対し、適切な対応や受診のタイミングを判断するため、茨城県や
べてみました。

されることがよくあります。特に一人目のお子さんは、初めてのことばかりでママ
少し様子をみて、病院でみてもらう。」という対応で大丈夫な場合が多くあります。
厚生労働省、守谷市で提供されているホットライン（インターネットや電話）を調

②子どもの夜間休日の救急医療

① -1

② -1

茨城子ども救急電話相談【電話】

休診・夜間の急な子どもの病気に「どう対処したらよいのか」、「病院の診療を受けたほうがいいの
か」など判断に迷った時に、小児科医師・看護師などの専門家に相談できるサービス。
●受 付
毎日の夜間 18:30-24:30
休日の昼間 9:00-17:00（日・祝・12/29-1/3）

プッシュ回線の固定電話、携帯電話から ＃ 8000
すべての電話から 029-254-9900
※通話料は利用者負担

●受

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

①どう対応したらよいか、相談したい…

救急医療情報【診察】
付

水曜日：総合守谷第一病院

電話

0297-45-5111

水曜日以外：JA とりで総合医療センター
電話
夜間 18:00 ～翌朝 8:00 日・祝 8:00 ～ 18:00

0297-74-5551

平日の昼間の診療は従来どおり、事前に電話連絡が必要です。

②子どもの夜間休日の救急医療
妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

③ -1（茨城県）茨城県救急医療情報コントロールセンター【電話】
救急医療を行っている近くの病院や診療所（歯科以外）を案内してくれます。
オペレーターが年中無休、24 時間体制で茨城県内の診療情報を提供します。
029-241-4199（「 24 時間、いつでもよい救急」と覚えるといいです。）
③ -2（茨城県提供）いばらき医療機関情報ネット【インターネット】
・子どもがケガや病気になった時
・救急車を呼ぶほどではないとき
・診療してくれる病院がわからないとき
▲いばらき医療機関情報
ネット HP

に利用できる 病院検索サイトです

便利機能で、自宅の住所を予め設定しておくと、クイック検索ができます。クイック検索では、受診し
たい科目、曜日、時間帯などを入力すると、自宅から近い順に検索結果を表示してくれます。かかりつ
け医登録機能もあり、かかりつけの診察時間等を確認するときにも便利です。

※以上、厚生労働省の HP より複写・引用した内容になります。

いざというときのために近隣の緊急時対応の病院の連絡先を、電話機のそばなど見やすい場

① -2

所にリストアップして貼り出しておくと慌てなくてすみますよ。
「広報もりや」毎月 10 日号
の巻末や保健センター予定表には夜間救急案内が、また市役所ホームページには同じ内容の
救急医療の紹介ページがありますのでチェックしてみてくださいね。

こどもの救急【インターネット】

厚生労働省研究班／社団法人 日本小児科学会により監修されています。
夜間や休診等の診療時間外に病院を受診するかどうか、判断の目安を提
供しています。
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▲こどもの救急 HP

19

出産おめでとうございます

出産おめでとうございます

・休診や夜間でも受診できる病院を探したいとき

1-5. 予防接種について

1-5. 予防接種について
〈予防接種のスケジュール管理、どうしよう？〉
予定どおりには行かない場合もあります。先生と相談しなが
種スケジュールを管理するアプリが沢山あるようですので、
索してみてください。
）

●《定期予防接種》と《任意予防接種》の違いと、助成について。

●予診票の入手について。

予防接種には、定期予防接種と任意予防接種があります。
定期予防接種は、もれなく接種してもらいたい予防接種で、受けられる方の接種に
かかる費用は原則無料です。

予防接種する際に必要な予診票は、出生届を守谷市役所総合窓口課で提出した時に
綴りがもらえます。他市町村で出生届を出された方や転入された方は保健センター
でもらうことができます。

一方、任意予防接種は定期予防接種以外の予防接種です。
守谷市では、お子様の健康保持と疾病予防及び保護者の経済的負担の軽減を図るた
め、3 種類の任意予防接種について費用の助成を実施しています。

●予防接種の時の持ち物について

《定期予防接種》
【対象接種】
ヒブ感染症、小児肺炎球菌、四種混合、三種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん
風しん、日本脳炎、二種混合

・予診票
・保険証

予防接種を受ける前に『予防接種と子どもの健康 』を読んでおきましょう。予
防接種を受ける際に知っておきたい予防接種の知識や注意点がのっている冊子
です。出生届を守谷市役所総合窓口課で提出した時に予防接種予診票と一緒に
もらえます。必ず事前にこれから受ける予防接種について一読してから受けま
しょう。

●守谷市の定期予防接種の助成について

守谷市

定期予防接種の
助成関連 HP

《助成対象の任意予防接種》

助成対象期間が過ぎてしまうと、自費となり痛い出費になります！
また、集団生活がはじまる前にお子様が各接種の対象月齢に達したら、
早い時期に接種することをお勧めします。

【対象接種】
乳児 B 型肝炎、水痘 ( みずぼうそう )、おたふくかぜ
守谷市

20

任意予防接種の助成関連 HP
（助成内容・医療機関等）
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守谷市 定期予防接種の助成関連 HP に
接種の種類、持ち物、医療機関等が
掲載されています。

・母子健康手帳

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

どちらの予防接種も受けるか受けないかの最終的な判断は保護者に任されています。
感染症やワクチンの特徴、副反応について納得した上でお子さんの体調がよい時に
予防接種を受けましょう。

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

赤ちゃんが体調のよいときばかりとは限りません。スケジュールを立てても、すべて
ら、子どもの様子をみてあせらずに取り組むのが良いですね。また、スマホで予防接
上手に利用するのも良いかもしれません。
（“ 予防接種 ”、” スケジュール管理 ” で 検

1-6. インフルエンザ予防接種の助成について

1-6.インフルエンザ予防接種…
の助成について
平成 25 年度のインフルエンザ予防接種の助成について、保健センターで教えていただきました！
平成 26 年度も助成を実施する予定があります。詳細は保健センターにご確認ください。

はじめての小児科選び

インフルエンザで、保育所、幼稚園、小中学校などで流行すると休校になることも
少なくありません。予防策の一つとして、予防接種があります。守谷市では接種費
用の一部を助成しています。
●公費助成期間
平成 25 年度は、平成 25 年 10 月 1 日（火）から平成 26 年 1 月 31 日（金）までです。
●対象
次の 1 から 3 の全てに該当する方
1. 接種日において、守谷市の住民基本台帳に記録されているかた
2. 接種日において、1 歳以上中学 3 年生までのかた（平成 10 年 4 月 1 日以前に生まれたかたは除く）
3. 保護者が任意の予防接種であることを認識し、予防接種を希望する方

妊娠したら・・・

●接種（助成）回数
・1 歳から 13 歳未満は年 2 回
・13 歳以上は年 1 回
●公費助成額
1 回目
2,000 円
2 回目
1,000 円
個人負担額は，医療機関の接種料金から公費助成額を差し引いた金額になります。
●持ち物

出産おめでとうございます

・健康保険証（必ず持参）
・母子健康手帳など予防接種の記録が記入できるもの

ママ自身、インフルエンザになると
家事ができなくなったり、子どもの
面倒を見るのが辛かったりと大変な
ことも多くなるのではないでしょうか。イ
ンフルエンザは家族の大敵です。親子で安
心してインフルエンザシーズンを乗り切る
ためにも、予防接種や予防対策と上手に付
き合ってみてくださいね。
22

～政府広報オンライン暮らしのお役立ち情
報（内閣府）から～
インフルエンザから身を守るために
（1）正しい手洗い
（2）ふだんの健康管理
（3）予防接種を受ける
（4）適度な湿度を保つ
（5）人混みや繁華街への外出を控える

はじめての小児科選び

２．
妊娠したら…
in 守谷
2-1．お産のできる病院リスト… ……………………P 24
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2-5. 出産にかかる費用のこと………………………P37
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妊娠したら・・・

2-3. 行政サポート（妊娠から子育て年表）
…………P33
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2-1．お産のできる病院リスト

2-1. お産のできる病院リスト
初めて妊娠したら…まずは病院はどこにしようかな？と考える方が多いと思い

ます。守谷在住の利用者が多いお産のできる病院をご紹介

させていただきます。また、詳細ページ数がある病院は更に詳しい情報も掲載

されています。併せて産院選びの参考になさってください。

住所

総合守谷第一病院

守谷市内

松前台 1-17

TEL

詳細

HP

駐車台数

P26

○

260

9:00 ～ ( 受付 ) 8:00 ～ 11:30
14:00 ～ ( 受付 )13:00 ～ 15:30
（午後休診）水・土 （休診）日・祝

30

月、火、水、金、土 9:00 ～ 18:00
※木曜日（癌検診のみ）9:00 ～ 12:00
（エコー検査）14:00 ～ 18:00
（休診）日・祝（※年末年始及び盆休診あり）

0297-45-5111

大柏 1067-1

0297-44-6203

医療法人社団 寿幸会
かんの産婦人科クリニック

取手市藤代 1076

JA とりで総合医療センター

取手市本郷 2-1-1

0297-74-5551

なないろレディースクリニック

つくば市西大沼 637-6

029-860-7716

筑波大学附属病院

つくば市天久保２丁目 （代表）
１番地１
029-853-3900
（予約）
029-853-3570

P27

○

0297-83-0321
P28

○

75

9:00 ～ 12:00 ／ 15:00 ～ 18:00
（午後休診）日 （休診）水・祝
※火曜日午後は予防接種のみ
※土曜日午後は婦人科外来のみ

P29

○

500

（初診受付）8:30 ～ 10:30 ※（土）8:30 ～ 10:00
（休診）日・祝・第 2 土・第 4 土

P30

○

100

9:00 ～ 12:00 ／ 15:00 ～ 18:00
（午後休診）水・土 （休診）日・祝

取手市

妊娠したら・・・

つくば市

つくば市上横場
2573-1

（代表）
029-836-1355
（予約）
029-836-6688

東京慈恵会医科大学附属柏病院

柏市柏下 163 番地 1

04-7164-1111

医療法人社団 窪谷産婦人科

柏市中央 2-2-12

04-7164-2230

○

P32

○

～

○

～

○

810

430

診療受付時間
( 平日 ) 8:00 ～ 11:00 /12:00 〜 15:00
( 土曜日 ) 8:00 〜 11:00
( 休診 ) 日・祝・年末年始（12 月 29 日〜 1 月 3 日）

510
9:00 ～ （受付）8:00 ～ 11:00
（有料） （休診）日・祝・年末年始 及び 5/1・10/15
55

（受付時間）8:30 ～ 11:30 ／ 13:30 ～ 15:30
（午後休診）火・木・土 （休診）日・祝

本冊子では病院を対象とさせて頂きました。

24

25

出産おめでとうございます

出産おめでとうございます

柏市

一般財団法人筑波麓仁会
筑波学園病院

P31

( 産科初診受付 ) 火・木 8:30 ～ 11:30 ＜予約制＞
( 妊婦健診）月・火・木・金の午前 ＜完全予約制＞
( 休診 ) 土・日・祝、年末年始（12 月 29 日から 1 月 3
日まで）

妊娠したら・・・

お産の森 いのちのもり
産科婦人科 篠﨑医院

診療時間

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

協力医療機関

MAP

A

MAP

医療法人社団 光仁会

篠﨑医院

方針

自然分娩、母乳育児支援を理念にした妊娠

〈基本方針〉

中～産後の女性に寄り添うクリニックです .

①患者様の権利を尊重します。②科学的根拠に基づいた高水準な医療の提供
の向上に努めます。④常に安全に配慮した医療環境の実現に努めます。⑤地
域における保健、医療、福祉の連携を推進します。
所：守谷市松前台 1- 17

TEL：0297- 45-5111

ウェブサイト：http://www.moriya.daiichi.or.jp/
診療時間：
（受付時間）
（午前）8:00 ～ 11:30
（午後）13:00 ～ 15:30

診療時間：14:00 ～

（午後休診）水・土（休診）日・祝

立会出産
呼吸法
入院時の部屋の種類
個室の差額
入院期間と出産費用目安
入院中の過ごし方

エコー
4D

帝王
切開
受入

立会
出産

小児科
呼吸法
併設

大部屋

個室

入院
育児
指導

母親
学級

入院
母乳
指導

初診＝平日（月～金）の 16:00 ～ 17:00 の間に電話予約
※次回診察予約は外来にて予約可
※里帰り分娩の方の初診予約は金曜午後のみ
通常定期検診：無料
初期、中期、後期の血液検査時：追加検査分は自費。2,000 円～ 12,000 円
妊娠１６W 頃に分娩予約
妊娠３４W までに紹介状をもって受診
４D エコー（有料・希望者のみ）
毎月第二、第四火曜日
・第二火曜＝妊娠中期の方対象（妊娠中のマイナートラブルについて）
・第四火曜＝妊娠後期の方対象（分娩補助動作、病棟見学）
夫（子供の立ち会いはしていません。
）
呼吸法といって、特別な呼吸をしなければいけないわけではありません。呼吸法はリラッ
クス法の一つです。パニックにならないよう、助産師が誘導します。
個室、2 人部屋 X6 部屋、3 人部屋 X1 部屋
10,000 ～ 21,000 円
入院 5 日の場合、約 50 万円
1 日目 11：00 ~20：00 まで母子同室
2 日目より 24 時間母子同室
( 体調等により預かり可能 )
母子同室指導、沐浴指導、退院指導、調乳指導
母乳または混合。ご希望に合わせて指導しています。

ママにメッセージ
みなさまが、安心して、出産、育児ができるようスタッフがサポートいたします。
お産の時には、希望に応じてご主人さまの立ち会いができます。お産後は出産の疲れが癒せるよう、ゆったりとしたお部
屋をご用意しております。ママが退院後に自信を持って育児が出来るよう、おっぱいのあげ方、お風呂の入れ方など、赤
ちゃんとの過ごし方について、個別的にアドバイスいたします。スタッフ一同みなさまがステキなお産が出来るよう、手
助けさせていただきます。

診療時間：月、火、水、金、土

9:00 ～ 18:00

※木曜日
（癌検診のみ） 9:00 ～ 12:00
（エコー検査） 14:00 ～ 18:00
（休診）日・祝（※年末年始及び盆休診あり )
予約
診療費用
分娩予約
里帰り出産
エコー検査
母親学級

マタニティクラス内容
立会出産
呼吸法
入院時の部屋の種類
個室の差額
家族宿泊について
入院期間と出産費用目安

入院中の過ごし方
入院時サービス内容
育児指導内容
母乳指導内容
母乳外来のマッサージ金額

帝王
切開
受入

立会
出産

LDR

呼吸法

入院
育児
指導

入院
母乳
指導

母乳
外来

産後
クラス

初めてのことで、わからないことも多いと思います。まずは、ご都合があえば妊婦健診に一緒にいらしていただき、赤ちゃ
んの心臓の音や成長している姿をママと一緒に確かめて下さい。お産の時には、ご希望に応じて、立ち会いもできます。
是非、ママと一緒に、赤ちゃんの誕生の喜びを味わってください。
26

母親
学級

マタニ
ティ
クラス

個室

入院
サー
ビス

電話にて完全予約制
通常定期検診：助産師外来のみ自費なし
医師検診時、エコー、血液検査時、3,000 ～ 6,000 円程度の負担あります。
月の分娩数が決まっていますので、出来る限り初期。遅くとも 10 週頃までに受診ください。
妊娠初期に受診され、分娩許可を受けて頂いた後、妊娠心得クラス受講してその後は妊娠
28 週までに里帰りして頂きます。
４D エコー
※当院に受診中の妊婦に限り 15 分 6,000 円／回
妊娠初期…妊娠の心得クラス
妊娠中期…アロマクラス、安産のツボクラス
妊娠後期…おっぱい勉強会、お産の勉強会
アロマクラス、安産のツボクラス（20 週以降）
夫のみ ※必ずお産のお勉強会を受講頂く事が条件です。
フリースタイル分娩（ご本人の体に合わせた分娩時の呼吸法）
個室（満床の場合一時的にお２人部屋を使用）
室料 5,000 ～ 15,000 円※差額ベッド ( 保険適応 )6,000 ～ 15,000 円
不可※但し分娩進行中は夫のみ可
入院 5 日間 ( 平均 )
初：60 ～ 70 万
経：55 ～ 60 万
※分娩状況によって金額が変わります。( 産科医療補償 3 万含 )
母子共に問題なければ分娩当日より母児同室制
母乳育児確立や育児ノイローゼ予防の為必要と考えています。
カット、シャンプー、ブロー、鍼灸 ( 有料 )
基本的な育児指導。母乳育児に関しては安心してご退院頂けるまでスタッフが共に指導し
ます。
母乳のみ ※必要時ミルクを補足。基本的に母乳を推奨
マッサージ 5,000 円／回

ママにメッセージ
お産のプロとして、先輩として、家族として、妊産婦さんに寄り添う事を大切にしているスタッフが皆さんのお産のお手
伝いをします。

パパにメッセージ

助産師 エコー
4D
外来

パパにメッセージ
技術的なことや精神的なことに対して出来る限りサポートいたします。
27
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育児指導内容
母乳指導内容

検診
のみ
OK

検診
のみ
OK

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

分娩予約
里帰り出産
エコー検査
母親学級

TEL：0297-44-6203

ウェブサイト：http://www.shinozaki-clinic.org/

里帰
受入

診察時間：9:00 ～

所：守谷市大柏 1067-1

里帰
受入

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

住

に努めます。③予防医学から在宅療養まで、一貫して患者様の「生活の質」

診療費用

産科婦人科

方針

患者様に安心していただくことが私たちの使命です。

予約

2-2．各病院のご紹介

お産の森 いのちのもり

総合守谷第一病院

住

B

MAP

C

MAP

医療法人社団 寿幸会

D

2-2．各病院のご紹介

茨城県厚生連

かんの産婦人科クリニック

JAとりで総合医療センター

方針

方針

患者様のニーズにお答えできる様、対応させていただいています。待ち時間

当院の理念

がやや長くなる傾向はありますが患者様一人一人に満足していただける様な

① 診療の質の向上、② 倫理面・精神面への配慮、③ 情報開示、

診察を心掛けています。

里帰
受入

TEL:0297-83-0321

ウェブサイト：http://www.kanno-sanfujinka.com

帝王
切開
受入

診療時間：
（午前）9:00 ～ 12:00
（午後）15:00 ～ 18:00
（午後休診）日（休診）水・祝

入院
サー
ビス

※火曜日午後は予防接種のみ
※土曜日午後は、婦人科外来のみ

予約
診療費用
分娩予約
里帰り出産

マタニティクラス内容
立会出産
呼吸法
入院時の部屋の種類
個室の差額
家族宿泊について
入院期間と出産費用目安
入院中の過ごし方

入院
母乳
指導

呼吸法 大部屋
母乳
外来

個室

産後
クラス

初回は電話予約、以降はインターネット、院内タッチパネル、電話予約可
通常定期検診：自費なし
初期・中期・後期等血液検査時：1,000 円～ 2,000 円強
妊娠 28 週頃
28 週頃 TEL にて呼吸法の講習会の予約をお取り下さい。遅くとも 34 週からは必ず当院で
健診をお受け下さい。
３D エコー ※ 3,000 円 / 回
妊娠 16 週～ 27 週 → 栄養士の話、妊婦体操、病棟見学等
妊娠 28 週 → 分娩第１期の過ごし方・リラクゼーション（ご主人と一緒に参加できます。
）
マタニティヨガ
面会時間内であれば制限なし、面会時間外は原則 1 名のみ
リーブ法（中国の気功法を利用したお産の応援法）
※リーブ法講習会への参加が必要です
個室、2 人部屋 X3
差額ベッド代＝ 1,000 円～ 5,000 円／ 1 日
夫のみ。上のお子様については院長と面談の上許可がある場合は宿泊可能
入院 6 日 55 万円
当日：母子別室
1 日目：母子同室（希望あれば預かり可）2 日目：母子同室（全日）
フェイシャルエステ、シャンプーカット、寿膳
授乳指導（おむつ替え、抱き方など）
、沐浴指導、退院指導
可能な限り母乳育児
有：1 回 2,000 円（月木午後予約制）
ベビーマッサージ、育児クラス（生後 2 カ月～ 1 歳未満）
、産後骨盤ケア

ママにメッセージ
新しい命を授かり期待とともに不安もおありかと思いますが、わからないことや不安なことは当院受診時にスタッフとの
やりとりで解消していただいて無事ママになれる様にサポートしたいと考えています。

住

所：取手市本郷 2-1-1

TEL：0297-74-5551

ウェブサイト：http://www.toride-medical.or.jp/
診療時間：
（初診受付）8:30 ~ 10:30
※（土）8:30 ~ 10:00

里帰
受入

検診
のみ
OK

マタニ
ティ
クラス

帝王
切開
受入

呼吸法

（休診）日・祝・第 2 土・第 4 土

入院
育児
指導

予約
診療費用
分娩予約
里帰り出産
エコー検査
母親学級

マタニティクラス内容
立会出産
呼吸法
入院時の部屋の種類
個室の差額
家族宿泊について
入院期間と出産費用目安
入院中の過ごし方
入院時サービス内容
育児指導内容
母乳指導内容
母乳外来のマッサージ金額
産後クラスの内容

助産師 エコー
2D
外来
立会
出産

小児科
大部屋
併設
入院
母乳
指導

母乳
外来

母親
学級

無痛
分娩

LDR

個室

入院
サー
ビス

産後
クラス

初回は予約なし、以降は診察時に予約又は電話で予約
差額分追加：1,000 円～ 7,000 円
妊娠 20 週頃までに予約
34 週までに紹介状を持って受診（※帝王切開の可能性がある方は 32 週頃まで）
2D
①妊娠前期について（妊娠中の過ごし方、栄養、おっぱいのお手入れ）
②妊娠後期について（分娩のきざし、分娩の準備） マタニティヨガ
③分娩の経過、呼吸法と初期動作、病棟見学
マタニティビクス、マタニティヨガ
夫
自然体の中でお産ができる様、リラックス効果も兼ねてアロマの香りの中でゆっくりと深
呼吸を主にしています。不安なくできる様に助産師が誘導していきます。
個室・2 人部屋・4 人部屋
個室＝ 6,300 円、2 人部屋＝ 3,675 円
夫のみ（必要な場合のみ）
初産婦 約 53 万円、経産婦 約 50 万円
当日：母子別室
1 日目の 12 時から退院まで：母子同室（体調により預かり可）
乳房マッサージ、背部アロママッサージ、スタジオアリス（写真スタジオ）無料券
沐浴指導（体験指導）
・退院指導
混合（母乳育児をすすめている）
当院出産褥婦は 2,000 円、他院出産褥婦は 3,000 円
インファントマッサージ（赤ちゃんマッサージ）

ママにメッセージ
当院は LDR を 3 室ご用意しております。LDR は Labor・Delivery・Recovery の略で陣痛が始まってから分娩・回復まで一
つの家庭的なお部屋でゆっくり過ごしていただきます。安心して出産・育児ができる様にスタッフ全員でサポート致しま

パパにメッセージ
家族が増えることへの期待と不安があるかと思いますがパパのサポートがママにとっては非常に大切です。ご質問等は遠
慮なく当院スタッフになさってください。

す。ステキなお産をしましょう。

パパにメッセージ
LDR でご主人立会いの分娩ができます。赤ちゃんの誕生の感動をママと一緒に味わってください。

28

29

出産おめでとうございます

出産おめでとうございます

入院時サービス内容
育児指導内容
母乳指導内容
母乳外来のマッサージ金額
産後クラスの内容

入院
育児
指導

無痛
分娩

母親
学級

④ 療養環境の改善、⑤ 地域医療に貢献

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

エコー検査
母親学級

立会
出産

助産師 エコー
3D
外来

マタニ
ティ
クラス

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

住所 : 取手市藤代 1076

検診
のみ
OK

MAP

E

MAP

なないろ
レディースクリニック

F

2-2．各病院のご紹介

筑波大学附属病院
方針

方針

住

なないろレディースクリニックの７つの誓い

当院は、一人の女性が安心して出産・育児ができるように、助産師と産科医師、

所：つくば市西大沼 637-6

小児科医師が協働して支援しています。様々な女性と赤ちゃんの安全を守るこ

TEL：029-860-7716

① 患者様に優しいクリニックを目指します。
③ 親と子の絆作りを支援します。

住

診療時間：
（午前）9:00-12:00

④ 地 域の医療体制とも協力し高い医療技術により正確で安全な医療活動
を行います。
⑤ こころとからだに気持ちよいサービスの向上に努めます。

とができる環境として、MFICU や NICU、GCU を有しています。
所：つくば市天久保２丁目１番地１

（午後）15:00-18:00


TEL：029-853-3900（代表）／ 029-853-3570（予約センター）

（午後休診）水・土


ウェブサイト：筑波大学附属病院 http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/

（休診）日・祝


つくば市バースセンター

http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/

診療時間：
（産科初診受付） 火・木 8:30 ～ 11:30

⑦ 長くおつきあいできる安心したクリニックを目指します。

（妊婦健診）月・火・木・金の午前

＜予約制＞

＜完全予約制＞

( 休診 ) 土・日・祝、年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）

里帰
受入

検診
のみ
OK

エコー
4D

入院
サー
ビス

入院
母乳
指導

産後
クラス

母親
学級

マタニ
ティ
クラス

帝王
切開
受入

立会
出産

無痛
分娩

LDR

呼吸法 アクティ
ブバース

個室
予約

診療費用
初回は電話予約、以降はインターネット予約
必要
４D エコー
後期母親学級があります。
マタニティビクス、マタニティヨガ、ベリーダンス
希望により可能
ソフロロジー法 他
18,500 ～
特別室のみ可能
入院 4 ～ 5 日
母子同室
アロママッサージ、お祝いディナー
混合

産後クラスの内容

親子ビクス、ベビーマッサージ

ハイリスク出産
立会出産

アクティブバース
呼吸法
入院時の部屋の種類
個室の差額
家族宿泊について
入院期間と出産費用目安
入院中の過ごし方
入院時サービス内容
育児指導内容
母乳指導内容

帝王
切開
受入

ハイリ
スク出
産受入

立会出産
※条件付

呼吸法

個室

入院
サー
ビス

入院
育児
指導

入院
母乳
指導

母乳
外来

予約制
初診予約にあたっては、他の医療機関より紹介状を得て診療予約をしてください。再診（妊
婦健診）予約は受診時に医師・助産師が行います
予約センター：029-853-3570
補助券を利用した場合の自費目安：0 円〜 20000 円
（行う検査の内容により異なります）
妊娠 34 週までに予約
妊娠 34 週までに受診（紹介状が必要）
通常の経腟エコーと経腹エコー（外来に 3D や 4D のエコーはありません。
）
全 3 回のコースで、妊娠について、母乳育児について、お産について参加型のクラスを行っ
ています。もちろんご主人や産婦の実母、実父の参加も可能です。
すべてのハイリスク出産を受け入れています。ベッドが空いている限り、お断りすること
はありません。
通常不可ですが、つくば市バースセンターでの出産でのみ、2 名まで立会い可
※必ず妊婦さんと一緒に外来を受診。
夫、産婦の実母、実父、実の兄弟姉妹、実子（小学生以下は不可）
つくば市バースセンターでの出産でのみ、可
特に決まった呼吸法はありません。
個室（トイレ・シャワー完備）
、個室的多床室 4 人部屋（部屋毎に専用トイレ )
個室 A（12,600 円）
、個室的多床室 4 人部屋（1,575 円）
不可
6 日間入院、平日（時間内）の正常分娩で約 55 〜 60 万円
赤ちゃんの状態が安定していれば、出産当日から母子同室。新生児室での観察が必要な場
合は、1 日目に医師が診察してから退院まで母子同室。
ねぎらい膳の提供
沐浴、おむつ交換、抱き方の指導、産後の生活の指導等
母乳が原則

ママにメッセージ
一人の女性が安心して出産・育児ができるように、全力で支援していきます。

パパにメッセージ
奥様の出産・育児への支援・積極的な参加をお願いします。
30

母親
学級

31

出産おめでとうございます

出産おめでとうございます

ママにメッセージ
こころから安心し、信頼いただける医療をスタッフとともに誠実に追求し続け、新しい命の誕生を見守っていきたいと思
います。当クリニックが、天空に架かる虹のような、希望あふれる未来への大きな架け橋となるよう頑張ります

分娩予約
里帰り出産
エコー検査
母親学級

助産師
外来

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

予約
分娩予約
エコー検査
母親学級
マタニティクラス内容
立会出産
呼吸法
個室の差額
家族宿泊について
入院期間
入院中の過ごし方
入院時サービス内容
母乳指導内容

検診
のみ
OK

小児科
大部屋
併設

outpatient/facility/birthcenter.html

⑥ 望児で頑張る方々を大切にします。

里帰
受入

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

② お産は個々の望まれるプランに沿ったオーダーメイドケアを行います。

ウェブサイト：http://www.nanairo.or.jp/

MAP

G

2-2．各病院のご紹介

一般財団法人筑波麓仁会

2-3．行政サポート

2-3. 行政サポート（妊娠から子育て年表）

筑波学園病院

妊娠が確定したら市役所か保健センターに、母子健康手帳を貰いにいきます。

方針

守谷市（行政）で、妊娠から子育てに向けて行っている様々な手続きと支援事業について

外来における妊婦健診から分娩前後の入院中の周産期管理まで一貫して扱っ
ています。安全と質の高い医療の提供のため、赤ちゃんは出生後はすべて小
児科医の管理となります。アメニティー面はできる限り配慮し、外来診療待

年表としてまとめてみました。ページ番号があるものは、
本冊子に詳細情報もありますので、
参考にしてみてください！

部門に大きく分けられます。当院では一部の診療（NICU= 新生児集中治療室
や放射線治療設備を必要とする診療）を除いて、それら各部門のほとんどの
疾患に対応しています。
住所：つくば市上横場 2573-1
TEL：029-836-1355（代表） 029-836-6688（診察予約）
ウェブサイト：http://www.gakuen-hospital.or.jp/
診療時間：診療受付時間
（平日）8:00 ～ 11:00 /12:00 〜 15:00
（土曜日）8:00 〜 11:00
（休診）日・祝・年末年始（12 月 29 日〜 1 月 3 日）

市役所各課：45-1111（代表） 保健センター：48-6000

里帰
受入

検診
のみ
OK

エコー
2D

ハイリ
スク出産
受入

立会
出産

小児科 大部屋
呼吸法
併設
個室

マタニ
ティ
ヨーガ

入院
サー
ビス

入院
育児
指導

母親
学級

入院
母乳
指導

帝王
切開
受入

母乳
外来

時期

妊娠中

内容

問い合せ

母子健康手帳の交付

保健センター

詳細

妊婦さん訪問

保健センター

母親学級

保健センター（要予約）

P36

両親学級

保健センター（要予約）

P36

P34
-

医療費助成制度（マル福・すこやか） 国保年金課

P38
P35

予約センターへの電話予約、次回診察予約
妊娠が確定した時 (8 週前後 )

里帰り出産

受け入れ条件がありますので、まず電話でお問い合わせしてご確認願います。
受け入れの場合、紹介状を持参して 34 週までに受診。

養育支援訪問事業

児童福祉課

-

助産師外来
エコー検査

H26 年開設予定
2D
ハッピーマタニティクラス（妊娠初期〜３０週頃まで）内容：妊娠中の過ごし方他

出生届

総合窓口課

P44

医療費助成制度

国保年金課

P45

児童手当

児童福祉課

P44

母親学級

中期（妊娠１６週頃から） 内容：おっぱいのお手入れ他
後期（妊娠３２週頃から☆ご主人もご一緒に） 内容：お産の流れと過ごし方他

出産

未熟児養育医療費の給付
小さく生まれた
小児慢性特定疾患治療研究事業
り、 病 気 が あ っ
（医療費助成）
た場合
自立支援医療（育成医療）

マタニティヨーガ、その他
多胎は、当院治療後妊娠者のみ。

立会出産
呼吸法

他ハイリスク出産につきましては、受け入れ条件あり。詳細はお問い合わせ下さい。
夫のみ
リーブ法

入院時の部屋の種類

個室・大部屋（4 人部屋）

入院期間と出産費用目安
入院中の過ごし方

産褥 4 日目退院、62 万円前後（個室料金も含まれる。時間外や分娩の状況により異なる。
）
基本的に母児同室（母児の状況により新生児室に預かる）

1 か月

入院時サービス内容
育児指導内容

祝膳の提供
沐浴指導、おむつ替え、抱き方指導、ミルクの作り方、退院後の生活について

2 か月

母乳指導内容
母乳外来のマッサージ金額

基本的に母乳のみであるが、児の体重増加、黄疸など様子を見ながら、必要な児はミルクで補足。
1000 円前後

産後クラスの内容

ベビーマッサージ ( 平成 26 年度開始予定）

ママにメッセージ
当院は助産師の数も多く、皆優しく明るいスタッフ達ばかりです。母親学級、マタニティヨーガなども無料で行っています。
産後は希望により分娩直後に母乳を与えたり、母児同室をしたりと母児の時間を大切にしています。
部屋は基本的に個室で、明るく綺麗だと好評を頂いています。
母乳についてはお母さんの意向に沿って柔軟な対応をしており、退院後も母乳外来で不安や疑問のない楽しい育児となるよう支援させ
て頂いております。

パパにメッセージ
産科は入りにくいイメージがあるかもしれませんが、妊婦健診や母親学級に顔を出して頂き、赤ちゃんの成長を感じながらママと一緒
に赤ちゃんを迎える準備をしませんか？
お産の時には陣痛中から付き添って頂き、赤ちゃんの誕生に立ち会うことによって、パパになった喜びをより多く感じられると思います。
退院前にはママが沐浴しているのをパパに見学して頂き、家に帰ってからも不安のないようにサポートさせて頂きます。
32

3・4 か月

保健センター
竜ヶ崎保健所健康増進課
（TEL）0297-62-2172
社会福祉課

新生児訪問

保健センター

療育支援訪問事業

児童福祉課

こんにちは赤ちゃん訪問

保健センター

3 ～ 4 か月児健康診査

保健センター（個別通知）

P46
P47

はじめての子育て教室

保健センター（要予約）

-

6 か月頃

離乳食教室（初期）

保健センター（要予約）

-

9 か月頃

離乳食教室（後期）

9 か月～ 11 か月 乳児健康診査

保健センター（要予約）

-

乳児一般健康診査受診票を
利用・各医療機関で受診

-

1歳

1 歳 6 か月児健康診査

保健センター（個別通知）

-

2歳

2 歳児歯磨き教室

保健センター（要予約）

-

3歳

3 歳 5 か月児健康診査

保健センター（個別通知）

-

育児健康相談会

保健センター

-

首がすわった頃
～就学前まで
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出産おめでとうございます

マタニティクラス内容
ハイリスク出産

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

予約
分娩予約

いばらき子育て家庭優待制度（「い
児童福祉課
ばらき Kids Club」カード）

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

ち時間の短縮のため妊婦健診は完全予約制としたり、入院においては個室の
充実などに努めています。また、産婦人科は『産科・婦人科・不妊科』の 3

2-4. 妊娠したら…

2-4. 妊娠したら
① 妊娠が確定したら…
「おめでとうございます」母子健康手帳をもらいましょう♪

② マタニティキーホルダーをもらおう！

「母子健康手帳」を眺めていると自分が「ママになるんだ～ 」って実感しますよね。母子健康手帳
は出産後も赤ちゃんの健康診断や予防接種の記録などの大切な控えとなります。また、子どもが小
学校に入学後も、学校の書類を書く際に必要となったり、パスポート発行の際にも必要です。紛失
しないように気をつけましょう。
また、赤ちゃんのためだけでなく、妊娠中のママの体を健康に保つためのもの

ルダーがない頃は妊娠に気付いてもらえず、つらい思いをしたママも、多くいらっ
しゃると思います。
早めにもらって、カバンの目立つところにつけておくことをお勧めします。
守谷市では、母子健康手帳交付の際にマタニティキーホルダーがもらえます。
また、TX 守谷駅はじめ、JR および私鉄各駅でももらえます。

でもあります。参考資料や役に立つ情報がのっているので一度必ず目を通しま
しょう。パパになる方にも見ておいてもらえると良いかもしれませんね。
お産や子供の成長の記録は、子育てが一段落した後のいい思い出にもなる
と思います（*^^*）
。
病院または助産所で、医師又は助産師の診察を受けて、出産予定日が
確定したら母子健康手帳を貰います。

●守谷市役所及び保健センターの受付時間
月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

③ いばらき Kids Club カードをもらって、優待を受けよう！
県内に在住する妊娠中の方や 18 歳未満のお子さんがいるご家庭を対象に、
「いばらき Kids Club」カードの交付が受けられます。
協賛店舗等で提示すると、料金割引や粗品進呈等、協賛店舗等が独自
に設定した優待サービスが受けられるという茨城県の制度です。
協賛サービスはサイトで検索できます！
また、他県との連携もありますので、詳細は HP でご確認ください。

《いばらき子育て家庭優待制度》

●申請に必要な書類
・印鑑
・健康保険証
・妊娠届出書（持っている方）

守谷市役所では日曜開庁業務（午前 8 時 30 分から正午／午後 1 時から午後 5 時 15 分）
を行っており、母子健康手帳の申請も可能です。夫婦共働きのママは、休暇を取
らずにすむので助かりますね！また、日曜日であればつわりで辛いママの代わ
りにパパが申請に行く事も、対応し易いですね！！
※日曜日は、守谷市役所総合窓口課のみ。

※いばらき Kids Club カードの情報は、茨城県ホームページに記載されている情報を転用させて頂いています。

34

35

出産おめでとうございます

出産おめでとうございます

●母子健康手帳に関するお問い合わせ先
守谷市保健センター、電話：0297-48-6000

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

交付場所（※守谷市の場合）
守谷市役所総合窓口課 または、保健センター窓口

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

最近、マタニティキーホルダーの認知度もあがってきています。
お腹が目立たない妊娠初期ほど、体調が悪い方が多いのですが、マタニティキーホ

《母子健康手帳について》

2-4. 妊娠したら…

2-5. 出産にかかる費用のこと…

2-5. 出産にかかる費用のこと…

④ 母親学級に参加しよう！
（予約制）

「出産ってお金がかかるみたい…」いったい何にどのくらいの費用がかかり、逆に受け取れる手当
や助成にはどんなものがあるのでしょうか？一般的な情報は、様々な出産本にも掲載されています
ので、ここでは、守谷市の最新の助成情報を保健センターで聞いてきました！！

●事業内容
（1 回目） 助産師による分娩の経過や母乳についてのお話
（2 回目） 栄養士によるお話と調理実習

※ H26 年 1 月現在の情報です。最新情報は保健センター・市役所にてご確認ください。

妊婦さん達の友達づくりの場にもなっています。
●対象

まず、出産にかかる費用には、以下の２種類があります。
①妊娠中に定期的に健診を受けるための妊婦健診費用

守谷市に住民票を有する妊婦（妊娠 20 週以降からご参加ください。）

②実際に子供を産むときの入院・分娩費用

①妊婦健診費用について

《参加したママの感想》
妊娠中の栄養管理が役にたちました。妊娠中の食事は母体はもちろん、赤ちゃんにも影響する
という認識をもって食事もするようになりました。また、3 回同じメンバーという事もあり、マ
マ友ができました。同じような悩みを共有できた事がよかったです。
母親学級でお友達になったママ達と、お産に関する情報交換やランチ会を何度かしました。出
産後はそのまま同じ月齢の子供を持つママ友として、家族ぐるみでお付き合いをしています♪

《償還払いについて》
基本的に、県外や契約外医療機関・助産院は利用できません。償還払いの手続きが必要です。

●対象
守谷市に住民票があり、初めて子育てを迎えられる夫婦。原則夫婦でのご参加です。
（妊娠 20 週目以降からご参加ください。）

そして実習です。
パパ、沐浴実習で
コツをつかんだよ！

36

でも里帰り出産等で、県外の契約外医療機関に変更することはよくありますよね。
「妊婦一般健康診査受診票」をそのまま使うことは出来ないのでしょうか？
これは重い！今
まで以上に
お手伝いがんばり
ます～

実習では、1 テーブルごとに担
当がついてくれるので、ちょっ
とした疑問もその場ですぐに質
問でき、解決できます！
妊 婦 体 験： 皆 さ ん、
想像以上の重さと
言ってました！

県外の契約外医療機関・助産院で受診する利用予定日の 1 か月前までに保健セン
ターにお問い合わせください。「妊婦一般健康診査受診票」をそのまま利用でき
る場合もございます。

さらに、守谷市では妊婦さんに
嬉しい助成があるんです！
腰のマッサージも
お願いします～
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まずは、沐浴の説明の座学です。
皆さん、熱心に聞いてます！

実際に
体験して自信が
もてたぞ！

えっ、お産はお金がかかるってきいてたけど…お産するまでにそんなにかかるんですか？

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

●事業内容
妊娠中から出産までの経過（講話）/ お父さんの妊婦体験 / 沐浴実習 /
夫婦で迎える子育て（グループワーク）

頼も
しい！

1 回あたりの健診費用が 5,000 円としても 7 万円。これに加え、初診料や各種検
査等の費用がかかります。

そんなに心配しなくても、大丈夫です。
妊婦健診費用を助成してくれる制度があります。母子健康手帳交付時に、母子健
康手帳（別冊）を一緒にお渡ししています。その中に「妊婦一般健康診査受診票」
が綴じてあります。この受診票を利用すれば守谷市の委託機関での妊婦健康診査
が妊娠週数に応じて 14 回を限度として、一部公費負担されます。

⑤ 両親学級に参加しよう！
（予約制）

《両親学級の様子》

妊娠中に妊婦健診を受ける回数は、平均して 14 回程度。

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

（3 回目） 歯科医師による歯科検診と歯科医師・歯科衛生士のお話
1 回目から 3 回目まで、通しての参加となりますので、

2-5. 出産にかかる費用のこと…

妊産婦医療福祉費支給制度（マル福・すこやか医療制度）
妊婦中に、妊婦検診以外の病気や怪我で医療機関にかかった場合に医療費助成が受けられるという
制度です。
（母子健康手帳交付日から）
助成制度 医療福祉費支給制度（マル福）
・すこやか医療費支給制度（すこやか医療）についての詳
しい内容は、守谷市公式ホームページをご覧下さい。

そのため、実際に自分で負担しなければならない分娩費用は、【実際にかかった分娩費用から
42 万円を引いた差額】のみとなります。また、職場によっては、付加金が付く場合もあるの
で確認してみてください。
※ 1：
「産科医療補償制度」に加入していない病院などで分娩した場合は、出産一時金は金額が

39 万円となります。
※ 2：直接、病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後に支払う制度を利用することも可能
です。
（その場合、一旦全額を病院などに支払うことになります。
）

※４：助産院でも利用できる制度ですが、念のため確認しておくことをお勧めします。

《助成についての簡単な説明》
1 回 600 円以上の保険分が助成されます。そのため、1 度の支払いは最
大で 600 円になります。月 3 回以上、同じ病院にかかった場合、3 回目
からは保険分が全て助成されます。また、お薬代は全て無料です。

出産にかかったお金の控除も忘れずに！

母子健康手帳をもらいにいくと、医療福祉支給制度の手続きの説明もし
てくれます。
必要な書類が揃っていればその場で発行手続きもできます。
守谷市マル福・すこや
か医療制度 関連 HP

《医療福祉支給制度の申請に必要な書類》
・健康保険証（受給対象者分）
・印鑑
・課税証明書（※転入の方や守谷市で所得確認ができない場合など。
詳しくは、国保年金課窓口にお問い合わせください。）

～実際に、妊産婦医療福祉費支給制度を利用したママの体験談のご紹介～
出産すると、歯が弱くなるといいます。出産後、赤ちゃんと一緒に歯科医院に通うのは大変だ
と思い、妊娠安定期に集中して全ての虫歯を治療しました。助成のお陰で、治療代も抑えるこ
とができて、本当に助かりました。

②子供を産むときの入院・分娩費用について

「…ってことは、合計で 50 万円以上も出産にかかってしまうの？？！」と驚いてしまいますが、助
成金制度があります。一般的な情報ですが、以下参考になさって下さい。
（※）ただし、帝王切開出産をした場合、分娩でも赤ちゃんが入院した場合等は健康保険が適用されますし、生命保険を契
約している場合、手術給付金、入院給付金等を請求できます。詳しくは契約している保険会社にお問い合わせ下さい。

【出産時の助成について】

費控除が受けられます。妊婦健診費用や分娩費用、入院費用などは、すべて加算して申告すること
ができます。（出産育児一時金や生命保険から支給されたお金は、合計金額から差し引いて申告）
医療費控除だけ確定申告を利用する場合は、医療費控除の申告書類を作成するだけなので、意外と
簡単です。また、税務署に行かなくても郵送で申告可能ですし、心配ならば守谷市役所窓口でも手
続きできます。医療費控除の申請をした翌年は住民税も下がりますので、是非億劫がらずに申請す
ることをお勧めします。

高額療養費
保険が適用される医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を
超えた部分が払い戻される制度です。
帝王切開など妊娠・分娩中に医療処置があった場合は保険が適用されるので、
申請をすれば戻ってくる場合があります。 社会保険に加入している方は、会
社が手続きを行って払い戻しをしてくれるところも多いので、特に何もしな
くてもよい方がほとんどです。
一部の手続きを行ってくれない会社や、国民健康保険に加入している方は、
自分で申告をする必要があります。

連 HP でご確認ください。

働くママ＆パパにうれしい…「手当て」
働くママを助ける、産休中の「出産手当金」
産前 42 日、産後 56 日の間、勤務先の健康保険から日給の 6 割相当額が支給
されるという制度です。正社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派
遣社員も貰うことができます。産休・育休後、
仕事に復帰する方のための手当てです。

■出産育児一時金制度
医療保険制度（健康保険や国民健康保険など）に加入もしくは扶養になっている方が病院等で
出産した場合、
医療保険者から直接病院等に対して出産育児一時金（42 万円）が支払われます。
38

詳しくは、厚生労働省関

全国健康保険協会の HP
に詳しい情報が掲載さ
れています。
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ご存知の方も多いと思いますが、妊婦健診や分娩にかかるお金には、原則として健康保険が適用さ
れません。なぜなら、健康保険は病気の治療をする場合に適用されるものであり、妊娠、出産は「病
気」とは扱われないからです。（※）

年間医療費 ( 家計を共にする家族の年間医療費総額）が 10 万円を超えたら、確定申告をすると医療

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

ままもりスタッフより

確定申告（医療費控除）

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

※ 3：出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額（原則 42 万円）の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、
被保険者から医療保険者に請求します。

2-5. 出産にかかる費用のこと…

Topics

働くママ・パパの育児を助ける！育児休業給付金
育児休業給付金は、赤ちゃんを育てる働くママの育児休業中の生活をサポートしてくれる雇用保険
の制度で、通常は赤ちゃんが 1 歳になるまで、事情によっては 1 歳 6 カ月までもらえます。
※事情：1 歳を超えて休業が取れるのは、保育所が定員オーバーで入所待ちの場合や、配偶者が病気
や亡くなった等の「特別な事情」がある場合のみです。期間が延長しても、延長した期間も育児休

妊娠することで、日に日に変化していくからだ。「私は、コレにいちばん驚きました」
「私は、こうして乗り切りました」等のエピソード
つわり

れます。ママだけでなくパパも育休をとる場合、通常でも 1 歳 2 カ月まで

●つわりや身体の変化について本などで学ぶことで赤ちゃんが生まれてくるための準備なんだと思
えるようになったことで怖さがなくなり、頑張れました。

取得可能になりました（「パパ・ママ育休プラス」）。

●つわりがひどかったので、とにかくいろいろな方に助けていただきました。親・姉・友達。がま

平成 21 年度の育児休業取得率は、女性が 85.6％、男性 1.72％とありました。
男性の取得も以前に比べるとほんの少し増えましたが、まだまだ低い水準

実際の手続きの際は、会社の人事担当の方と相談しましょう。
ご自身で制度をよく理解しておくことも大切ですよね！

ドラマチックエピソード「妊娠編」

厚生労働省に詳しい情
報が掲載されています。

んしないでツラいといいました。妊娠後半は適度に運動したり、マタニティヨガをして、妊娠中
を楽しみました。
食べ物
●つわりがひどく、苦しかった。すっぱいものがたべたくなるなど、本にのっている通りの変化に

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

業給付金を受給できます。
また、ママの代わりにパパが育児休業を取るケースでも、給付金は支給さ

ですね。

Topics ドラマチックエピソード「妊娠編」

驚いた。私は冷やし中華が食べたくなっていましたが、冬なので困りました。
我慢しないで、周りの人に SOS を出すことって大事だと思います♪
特に仕事をしているママは、周りに迷惑をかけないようにと頑張り過ぎちゃう方が多
いようですが、上司や同僚に早めに状況を伝え、無理しないようにしてください！

胎

動

●胎動が激しく、くすぐったくて笑ってしまう程お腹の中からおされました。
●私のつわりは眠くなるものでした。臨月近くになると、
定期的に数分間感じた胎動のようなものが、
赤ちゃんのしゃっくりだと分かり面白いなと思いました。

妊娠中、パートナーにしてもらったことでとても嬉しかったこと、感謝したこと。

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

●つわりはトマトや果汁系のアイス、ゼリーなど冷たいものを食べると気持ち悪さも半減しました。

●両親学級に参加してくれた。
●家事（洗い物・洗濯・掃除など）や育児（お姉ちゃんのお世話）を手伝ってくれた。私には、マッ
サージをしてくれた。

●家事を手抜きしても目をつぶってくれました。
●妊娠中期に旅行に連れて行ってくれたことです。生まれてからは二人でゆっくりなどはとてもで
きないので行ってよかったです。
赤ちゃんが生まれた後は、二人だけの時に比べると気軽に旅行に行くことは難しくな
るのは確かです。旅行が好きな方は、出産前に二人きりでゆっくりと思い出づくりを
するのもいいですよね～
●つわりでご飯がつくれない時、文句もいわずつくってくれたり、買ってきたもので満足してくれ
たことです。
●両親学級に一緒に行ってくれたことが嬉しかったです。妊婦体験をしたことで、少し大変さを分
かってもらえました。
40
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●いつも手伝い等はしない人ですが、私に靴下をはかせてくれました。

Topics ドラマチックエピソード「お産編」

Topics
ドラマチックエピソード「お産編」
妊娠にもまして、ドラマチックな変化が起こるお産から産後の守谷ママの体験談です。
お産の痛み・陣痛

はじめての小児科選び

●陣痛は赤ちゃんが生まれてくるのに一生懸命進んでいる証拠だと思うと頑張れました。
●何よりも最後５分間隔になってからの陣痛が一番つらかった、腰をマッサージしてもらったりして何とか乗
り切った。
●陣痛は、とにかく赤ちゃんに酸素をあげるんだ！と思い、呼吸を深くしました。
●陣痛は好きなアニメを見ながら気を紛らわせた。
●陣痛は想像以上に痛く、１人目の時は痛い痛いと叫び続けてしまった。二人目の時は落ち着いてゆっくり深
呼吸して痛みをのがすことができた。
●今回は念願だったフリースタイルでの分娩。陣痛が始まってからの経過も順調だったためか、１人目のとき
よりもとても楽に産むことができました。楽な姿勢でいいとのことだったので、横向きの体勢で出産。助産
師さんが陣痛中からずっと腰をオイルでマッサージしてくれていて、それが本当に心地よく、痛みがとって
も和らぎました。
皆さん、陣痛の痛みは想像以上だったようですが、赤ちゃんも一生懸命頑張っているんだとい
う思いで、ママも頑張れたようです。また、2 人目以降のお産では経験を生かし、落ち着いて、
自分なりのお産ができたママが多かったです。
オッパイ
●母乳は赤ちゃんがくわえればピューと出るようなものではないのにびっくりし、軌道にのるまでが大変でした。

妊娠したら・・・

●産後、はじめておっぱいをあげたときは感激しました。
●ブロッコリーを沢山食べた後に授乳したら、その後の赤ちゃんのウンチが緑色でした。自分で食べた栄養が、
おっぱいを通してそのまま赤ちゃんの栄養になるんだと実感し、さらなる一体感に感動したと同時に食べ物
には本当に気をつけようと思いました。
●おっぱいがつまりやすいのでとにかく食生活をきちんとしました。油もの、乳製品、甘いものはひかえて、ハー
ブティーをいっぱい飲んでいます。
おっぱいトラブルでは、地域の助産師さんに相談することをお勧めします。外出を控えたい時
等は、出張の相談にものってくれますよ。

出産後（育児中）、パートナーにしてもらったことでとても嬉しかったこと、感謝したこと。
●おむつがえや沐浴をすすんでやってくれたこと。

出産おめでとうございます

●日中は赤ちゃんと二人で慣れないことばかりで不安だったけど、いろいろ話をきいてくれたので気持ちが楽
になった。
日中、ママは赤ちゃんと二人っきりでお話をする相手がいません。お仕事で疲れていると思います
が、パパがママのお話をゆっくり聞いてくれるだけで、ママは嬉しい気持ちでいっぱいになります。
●赤ちゃんがうちにきて本当に幸せーと毎日嬉しそうに言ってくれる。
●夜、寝られない私の為に休日の昼間、子どもを見ていてくれて寝させてくれたこと。
●上の子も面倒をみてくれたり、外に連れ出してくれていたのでよかったです。
●新生児の時、夜中あやしてもらえたので、その間寝ることができ助かりました。子どもが大きくなると休日
に２人で散歩にでかけてくれると１人の時間ができ、有り難いです。
パパにお手伝いをしてもらった際、つい「こうしちゃダメ」「あーしちゃダメ」と言ってしまい
がちですが、男の人は褒められると、次も率先してやってくれることが多いです。パパにも気持
ちよくお手伝いしてもらえるよう工夫してみるといいですね！
●育児休暇をとってくれたことです。
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3-1. 出産手続き編 in 守谷

3-1. 出産手続き編 in 守谷
やっとお腹の赤ちゃんに会えてママは幸せいっぱい♪パパも新しい家族が増えて、
らっしゃるのではないでしょうか？家族が増えた場合、守谷市で必要な手続きにつ

①出生届

提出期日

手続きに必要なもの

・出生届 1 通（出生に立ち会った医師または助
生まれた日を
産師の出生証明書が必要）
含む 14 日以内 ・届出人の印鑑（スタンプ式は不可）
・母子健康手帳

窓口
総合窓口課

照。

④出産育児一
時金の支給

速やかに

児童福祉課

・保険証
・世帯主の印鑑（認
印可）
・死 産・ 流 産 の 場
国保年金課
医療機関へ直接支 合は医師の証明書
払 い を し な い 方、・医 療 機 関 等 か ら
又は直接支払いで の 領 収 書 又 は 請
差額が生じた方
求書
・直 接 支 払 合 意 文
書（直接支払を利
用しないことの
確認用）

・健 康 保 険 被 保 険
健康保険被扶養者 者・配偶者出産育
又は被保険者、か 児一時金請求書
社会保険等
勤務先
つ、妊娠 4 ヶ月以 ※勤 務先や社会保
上で出産した方

⑤健康保険
加入

国民保険
14 日以内
社会保険等

国民健康保険に加
入する場合

険事務所で貰え
ます。
・保険証
・住民異動届書
・印鑑

社会保険に加入す
勤務先に確認
る場合

国保年金課
（H P の URL
は上記参照）
勤務先

※ H26 年 1 月の情報です。詳しくは市役所の各担当課に確認してください。市役所電話番号：45-1111（代表）
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国保年金課

（転入者など）は必要です。

・住民票謄本（監護・養育している児童と別居し
ている場合、別居している児童を含
む世帯全員の本籍・続柄の記載のあ
る住民票謄本が必要となります。）
※その他、世帯の状況に応じて、必要書類の提
出が必要な場合があります。受給条件や支給
額、所得制限等の条件については、右記問い
合わせ先又は守谷市 HP( 児童手当の支給要件）
にて最新をご確認願います。

窓口

妊娠したら・・・
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手続きが遅れるとさか
のぼっては支給されま
せんので注意してくだ
さい！

手続きに必要なもの
・お子さんの健康保険証
・印鑑
・総所得金額、扶養人数、所得控除が記載されてい
る証明書
（例）住民税課税証明書など
（市町村によって名称が異なります。）
※源泉徴収票は不可
※守谷市で所得確認ができないかた

国民保険

【6 月から 12 月分の手当の申請時】
その年の 1 月 1 日時点で住民登録のあった市区
町村長発行のもの。守谷市に住民登録があった
場合は不要。
出産翌日から
【1 月から 5 月分の手当の申請時】
15 日以内
前年の 1 月 1 日時点で住民登録のあった市区町
村長発行のもの。守谷市に住民登録があった場
合は不要。

提出期日

出生の日から
※ 制 度 内 容 中学校 3 年生
に つ い て は、 の 学 年 末（3
（P38： 妊 産 婦 月 31 日）まで
医療福祉費支
給制度）を参

・印鑑
・請求者本人の健康保険被保険証の写し（請求者
が被用者（サラリーマン等）の場合のみ）
・請求者名義の銀行預金通帳等の写し（金融機関
名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人
が分かるもの）
・必要に応じて提出する書類
・課税証明書（所得・扶養人数が明記されている
もの）

②児童手当

手続き
③マ ル 福・ す
こやか医療

はじめての小児科選び
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手続き

嬉しさいっぱい、増々しっかりしないと…なんて自覚がより一層増す方もたくさんい
いてまとめてみました

3-2. サポートサービス事業編 in 守谷
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守谷市で実施している産後のお母さんや赤ちゃん向けのサポートサービス事業につ
いて、保健センターに聞いてみました！

①新生児訪問サービス

② 3 ～ 4 か月児健康診査
【事業内容】

退院後～生後２か月までの間に１～２回，無料で保健師又は
助産師さんが自宅に訪問し，体重測定や母乳栄養，育児相談を行います。
生後 1 か月までは、ついついこもりがちに
なってしまうママにとっては出産の体験を
聞いてもらったり、おっぱいケアの相談や
子育てについて不安なことを聞いてもらえ
たり、また地域の子育て情報について聞け
たりと、非常に有意義なサービスです。皆
さんも積極的に活用してください。

保健センターで行う、生まれてからはじめての健診です。
身体測定、内科、整形外科検診、保健師による子育て相談を行います。また、子育
て支援情報などのお話やブックスタートの配布もあります。
★対象の方には、健診の約 1 か月前に個別に通知がきます。
※ブックスタート「赤ちゃんとその両親が肌のぬくもりを感じなが
ら，ことばと心を通わせ合うかけがえのないひとときを『絵本』
を介して持つ」ことを応援するものです。健診に参加できなかっ
た方は，保健センターまでお問い合わせください。

連絡を入れてください。保健センターか
ら連絡が入る場合もあります。

ママの感想
職員さんが、沢山いらっしゃって、皆さん親切でした。赤ちゃんの身体の事でちょっと
した質問にもすぐに答えてくださり、心強く思いました。

ママの感想

妊娠したら・・・
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★赤ちゃんが生まれたら保健センターまで
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【事業内容】

和気あいあいとした雰囲気の中でゆっくりと健診していただけました！
ボランティアの方がブックスタートで絵本を配布してくださいました。また絵本の読み
聞かせや図書館の利用方法も教えてくださいました。ちょうど、赤ちゃんの絵本はどん
なものがいいのかなぁ～と考えていたので、いいアドバイスが貰えてよかったです。
同じ月齢の赤ちゃんを持つママのお友達ができたことが嬉しかったです。

私は子どもの頭の形が心配だったので、寝かせる向きについて聞きました。後は、ママ
友が欲しかったら、どこに行けばいいか等の質問にも、丁寧に答えてくれました。
新生児訪問を予約する際に、オッパイのトラブルの事を相談し
たいと伝えたところ、助産師さんがきてくださり、外出も控え
ていた時期だったので助かりました！
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普段なかなか聞けない…というより、どこに聞いていいかも分からないし、わざわざ電
話して聞くまでもないような些細なこと ( 自分や赤ちゃんの体の事、予防接種のこと等 )
を気軽に質問でき、とても良い機会でした。助産師さんに丁寧に説明していただいて、
不安だったことが解決して良かったです。

3-3. 地域の助産師さんと上手に付き合おう

3-3. 地域の助産師さんと上手に付き

助産師さんのサポート内容は次のような内容です。

助産院の先生方から、守谷のママに一言メッセージを頂いてきました♪
助産院名

守谷
助産院

●オッパイケア
産後、オッパイに関心のあるママはたくさんいますよね。おっぱいのトラ
ブルだったり、赤ちゃんの吸い具合だったり…出産された病院に相談するの
がお勧めですが、里帰り出産をしたママは、難しいですよね。また、小さい
赤ちゃんを連れての遠出は大変なもの。地域の助産師さんに次のような悩みを
ぜひ相談してみてください。
・乳腺炎などの乳房トラブルの手当てと相談
・分泌促進の相談と乳房マッサージ
・母乳育児確立のための生活アドバイス ・卒乳相談 等

電話

お産対応

白井  ハツ

0297-45-4438

希望により応相談

子どもがスクスク育つには、大きな要点が有ると思います。
①栄養、②愛情、③遊び
さて、子育て中のお母さん、妊娠中の女性、その 3 点をいかに上手く可能にしていく
かは、一番多く子供に接するお母さんの特権でも有ります。当方は助産師です。その
助産師から出来るコメントは、つまずいたら一人で悩まず早めにハードルの低い助産
師、保健師、保育士等に相談してみることでしょうか？
前田 尚子

歩海
（あゆみ）
助産院
・あゆみ鍼灸院

母乳育児相談室・
すぺーすまんま

・子育ての相談や心配ごと
・計測（身長、体重）や発育についての相談

住所
守谷市松ヶ丘
5 － 27 － 19

0297-46-1843

×

女性にとって、妊娠中や産後だけではなくどの年代においても、鍼灸は欠かせない
ケアの一つです。
妊娠中の鍼灸は色々な体の不調を改善し、お産にむけた体を整える力があります。
産後は、子育て中の全身のこりやおっぱいのために役立ちます。
助産師の知識や技術に鍼灸を取り入れた、オーダーメイドのケアを提供いたします。
坂根 薫

守谷市ひがし野
3 丁目

080-3382-5105
( 平日のみ 10:00 ～
16:00)

×

お子さんの成長を通して自分の知らなかった自分にもたくさん遭遇するかと思います。
どの自分も素敵ですよ お子さんに負けじと成長していきましょう（♥ ´ ∀ ` ♥）
瀬井 房子

●産後ケアの情報提供
・出産後お世話をしてくださる人がいない方へ、産後ケアを実施している
助産院の案内など

ベビー
ヘルシー美蕾

助産師外来のある総合病院
JA とりで総合医療
センター

取手市本郷 2 － 1 － 1

0297 － 74 － 5551

筑波大学附属病院

つくば市天久保
２−１−１

029 － 853 － 3500

○

取手市本郷
1－7－1

090-8803-2895

×

大変な事もあるけれど、お腹がよじれるほど笑わせてくれたり、思いがけない出逢い
を運んで来てくれたり…と、毎日を驚きと感動で一杯の子育て♪でも、24 時間 365 日、
一人では頑張りきれません。悩みも迷いも語り合いながら、一緒に子育てしませんか？
助産師はいつでも、皆さんを応援しています。★出張ケア OK
岡野 成代

医療法人緑生会
あびこ助産院

0297-58-3708

限りない未来の可能性を持った貴女のおなかの赤ちゃんを喜びをもって迎えるために、
先ず貴女が身も心も元気なマタニティライフを過ごし、しっかりとお産について考え
安心して新しい命を迎える場所として私たちはお役に立ちたいと思っています。その
貴女をご案内してゆくために「愛しみ育もう美しき未来の蕾を」の精神でスタッフ一
同貴女をお待ちしています。
大橋 里恵

助産院
かかんち

つくばみらい市
南太田 500 － 1

我孫子市我孫子
1854 － 11

04-7179-7321

○

笑顔で楽しいマタニティライフを送り、暖かな家庭のぬくもりの中での自然なお産の
体験、そしてゆったりとした気持ちで母乳育児を行っていける様にあびこ助産院は母
と子、家庭の絆を大切に新しい生命の誕生と子育てを心から応援しています。
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助産師のサポート（有料）をご希望の方は、近隣の助産師までご連絡ください。料金は、
ケアの内容によって異なります。
※ご自宅への出張等についても相談にのってくださる場合もあります。
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守谷市松ヶ丘
７丁目
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●母と子の相談

助産師

はじめての小児科選び
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子育てをしている時、赤ちゃんの事、産後の身体や気持ち等、『ちょっと気軽に相談
できる人』がいると思えるだけで、ママの不安は軽減されるものです。そんな相談
相手として、地域の助産師さんと上手に付き合えるとよいですね。

合おう

3-4. 子育て便利情報一覧
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特に一人目の妊娠・子育てをしていると、いろいろと疑問や悩みがでてくるものです。
そんな時、気軽に相談できる窓口を調べてまとめてみました♪（※基本的に行政で
提供されているサービスになります。
）

子育てに関する相談
相談内容

相談先

相談者

相談方法

保健センター

保健師・栄養士・精神保健福祉士・歯科
衛生士・保育士

子育て支援センター・夢っ子

指導員

子育て支援センター・ねっこ

指導員

育児 ･ 栄養・健康に関すること

子育て支援センター・
エンジェル

担当職員

教育に関する相談

教育相談室（ラポールルーム） 心理教育の専門家

育児に関すること

18 歳までの子どもに関する家庭で
の問題（育児に対する不安・児童 家庭児童相談室
の性格・発達の相談）

家庭相談員・臨床心理士・保育士
家庭相談員

連絡先・問合先

住所

（月～金）8:30-17:15

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

電話
子どもの健康や育児
保護者の健康や心の相談

受付時間

（不定期開催になります。
開催日はお問い合わせください。
（予約不要）9:30-10:30 受付

0297-48-6000

本町 631-1

来所・電話

（月～金）8:30-17:15

0297-45-2462

野木崎 1947-2

来所・電話

（月～金）9:00-16:00

0297-45-8828

本町 4210

電話

（月～金）10:00-15:00

来所

（火・木・金）10:00-15:00

0297-45-4916

松前台 2-15

電話

（土以外）9:00-16:30

0120-783-018

－

0297-45-2314

守谷市御所ケ丘五丁目 25 番
地（守谷市市民交流プラザ内

育児健康相談会
（来所）

電話・来所（要予約）（月～金）8:30-17:00
出張相談（要予約） （毎週金）10:00-12:00

相談内容
妊娠に関する様々な悩み

相談先

相談者

相談方法

すこやか妊娠ほっとライン（茨城県看護協会） 保健師・助産師等の
専門スタッフ

妊娠・出産のこと、育児・母乳、 助産師なんでも電話相談
その他女性の健康のこと
（公益社団法人 日本助産師会 茨城県支部）

助産師

受付時間

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

女性の健康に関する相談
連絡先・問合先

電話

（月～金）10:00-18:00
※年末年始（12/29 ～ 1/3）を除く毎日

029-221-1124

電話

（月～金曜日）10:00-15:00
※祝祭日、年末年始を除く

029-219-5001

急な子どもの病気・医療に関する相談
相談内容

相談先

緊急医療機関を探したい

守谷市近隣の休日夜間救急医療病院を
探したい

医療機関を探したい

茨城県救急医療情報コントロール
センター（茨城県）

電話

平日 18:30-24:30、
休日（日・祝・12/29-1/3）は 9:00-17:00

オペレーター

電話

24 時間

オペレーター

電話
・診察

提供 HP

HPで
検索

水曜日以外：JA とりで総合医療センター
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受付時間

小児科医師・看護師

水曜日：総合守谷第一病院

いばらき医療機関情報ネット
（茨城県提供）

相談方法

夜間 18:00- 翌朝 8:00、日・祝 8:00-18:00
平日の昼間の診療は従来どおり
※事前に電話連絡が必要です

連絡先・問合先

詳細ページ

プッシュ回線・携帯電話から
＃ 8000
※すべての電話から
（029-254-9900）
029-241-4199
水曜日：総合守谷第一病院
0297-45-5111
水以外：JA とりで総合医療センター
0297-74-5551

24 時間

－
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出産おめでとうございます

出産おめでとうございます

休診・夜間の急な子どもの病気に「ど
小児救急医療電話相談
う対処したらよいのか」、
「病院の診療
（茨城県提供）
を受けたほうがいいのか」迷った時

相談者

不妊治療の相談窓口について

不妊治療の相談窓口について
～これから妊娠をのぞまれる方へ～

不妊治療…どこのクリニックに行けばいいのか悩まれる方も多い

Topics
座談会★里帰り出産したママ
里帰り出産は、実家という慣れた場所で安心できるうえ、産
後もゆっくり休めますが、思わぬデメリットもありそうです。
これからお産をするママは、経験談を参考にしながら、パパ
と一緒に考えてみてくださいね。

不妊専門相談センター
不妊治療専門の産婦人科医、泌尿器科医、カウンセラー、助産師が不妊
や不育症に関する悩みについて、無料で相談を受けてくださいます。
相談は完全個別面接方式です。電話で予約してください。
メール相談も可能ですので、気軽に利用してみてはいかがでしょうか？

不妊に関する助成事業について

里帰り出産について様々な意見が飛び交いましたので、参考にしてみてくださいね。
メリット
●一番は、産後のケア
産後、両親・家族に家事や育児を手助けしてもらえるので、からだを休められ
ました。
●上の子の面倒を見てもらえる
臨月から産後にかけ、本当にママの身体は疲れやすくなり、また精神的にも過
敏になってきます。そんなとき、両親に幼い兄弟姉妹のお世話や面倒を見ても
らえることは肉体的、精神的に本当に助かりました。
●リラックス
出産直前や分娩中に自分の両親がそばにいると心強いうえ、リラックスできま
した。

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

●相談場所（県南）
茨城県県南生涯学習センター
土浦市大和町９－１ウララビル５階（ビル駐車場は有料です ）
●時間
第 1、第 3 木曜日 18:00 ～ 21:00
第 2、第 4 日曜日 9:00 ～ 12:00
不妊専門相談センター HP
※事前に予約が必要です。
予約受付電話番号：029-241-1130（月～金 9:00-12:00・13:00-15:00）
最新の情報や申請方法については HP で確認してください。

ままもり座談会編～里帰り出産のメリット・デメリット

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

ようです。そんな悩みを助産師さんに相談したところ、不妊専門
相談センターを、紹介して下さいました。

Topics 座談会★里帰り出産したママ

デメリット

最新情報や条件等は守谷市 HP または保健センターで確認して下さい。
●問い合わせ先
守谷市保健センター：0297-48-6000

守谷市特定不
妊治療費助成
事業 HP

②茨城県の特定不妊治療費助成事業
竜ヶ崎保健所 HP や茨城県子ども家庭課 HP またはお電話で確認して
下さい。
●問い合わせ先

●パパとしばらく離れて生活するため、出産の感動などを分かち合えなかった気
もします。また、父親としての自覚が芽生えたりするまでに多少時間がかかっ
てしまったような…ということもあり、二人目からは里帰りはせず、自宅近く
の病院でお産しました。
●おなかの張りや破水などが起こりやすい妊娠後期に移動が発生します。体調管
理には十分気をつけました。
●実の母なので、長期滞在しすぎたためお互いに言い合いが多くなり、産後の過
敏なときに実母と喧嘩ばかりしていました…結果帰宅を早めてしまいました。
など

茨城県子ども
家庭課 HP

竜ヶ崎保健所：0297-62-2172
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①守谷市の特定不妊治療費助成事業

特集 子今ドキのお産のサービス～産後ケアをご存知ですか？

今ドキのお産のサービス

特集

～産後ケアをご存知ですか？～

A

A

A

産後ケア（宿泊型）サービスを利用したママの声
流山市：３日間：Ｔ様：３７歳

取手市：１か月：Ｎ様：３８歳

産後ケアって何ですか？

産後の体が想像以上に辛く、赤ちゃんのお世話を安心して任せられ母体の療養も出来る

お産後のこころとからだをいたわり、回復を計りながら、育児をサポートしていく
ことです。
出産は相当な体力を消耗します。産後の母体を休ませるため、経験豊富な助産師や
専門家が心とからだに寄り添いながら赤ちゃんのお世話に協力していきます。産後
ケアには、日帰り型と宿泊型があり、あびこ助産院ではいずれのサービスも提供し
ています

産後ケア（宿泊型）は、家族と一緒に過ごせますか？

パートナーを含めたご家族での入院も可能です。上のお子様を連れて一緒に入院
することもできます。新しい家族を皆で囲んで大切な時間を一緒に過ごす事が出
来ます。
産後ケアは、どのようなママにお勧めしますか？

●出産し退院後に育児のサポートを受けたい方
●お産後のお手伝いが得られない方
●里帰りなさらない方
●母乳ケアを希望される方
●ゆっくり休みながら育児をしたい方
などにお勧めです！あびこ助産院でお産をしていない方も利用できます。

54

助産院がなければ過酷な状況になっていたと思います。
柏市：1 週間：Ｆ様：３０歳

初めての子育てに自信がつきました。食事も野菜中心ですごく美味しかったです。

ご協力頂いたあびこ助産院 岡野院長からママにメッセージを頂きました！
産褥期（産後）は想像以上に赤ちゃんとの生活に不安とストレスを感じやすい時期です。心身
ともにヘトヘトになる前にＳＯＳを発信してください。心に余裕が生まれると育児も前向きに
なれますよ。育児を皆で支えて行きましょう。助産師が、ママの心に寄り添いながら赤ちゃん
のお世話に協力致します。

医療法人緑生会 あびこ助産院
（分娩・外来も取り扱っております。）
千葉県我孫子市我孫子 1854 － 11
（守谷からは車で２０～３０分程度！）
0471-79-7321 www.abikojosanin.jp
嘱託医：あびこクリニック

●あびこ助産院

※あびこ助産院の産褥入院サービスの詳細については、直接あび
こ助産院にご確認ください。その他の施設については、直接該
当施設にお問い合わせください。
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出産おめでとうございます

Q

はい、あびこ助産院ではお受けしています。

妊娠したら・・・

妊娠したら・・・

Q

A

助産院出産で良い思いもして、産褥入院は贅沢かと思いましたが結果的に良かった！
“このパターンもあり” ですね。3 人目もほしいです！
※あびこ助産院では、産後ケア（宿泊型）サービスを産褥入院と呼んでおります。

あびこ助産院に聞いてみました

Q

産後すぐでなくても、２- ３ヶ月後でも利用できますか？

はじめての小児科選び

はじめての小児科選び

里帰りのメリットにも出てきましたが、産後のママにとって、パパ以外に頼れる人がいる環境は心
身ともに休むことができ、非常に助かります。ただ、事情によっては頼ることができないママもい
ます。そんなママをサポートするため、政府は産後ケアについて事業化を進めようとしています。
政府の事業に先駆けて、守谷市近隣で産後ケアを実施しているという病院を探してみたところ、
「あ
びこ助産院」が産後ケアをされているという事ですので、その様子やサービスについてご紹介した
いと思います。

Q

このガイドブックを作った

パパさんママさんを紹介します。
ままもりのガイドブックは地域に住んでいるパパさんママさんにご協力い
ただいて作っています。住んでいるみんなで助けあって楽しくいきいき子
育てできる街にしようね、そう願うステキな方々を紹介します。

さとっち

まほまま＆ひーくん

【家族構成】
旦那、娘一人（２才）
、
私
【守谷歴】
守谷歴 5 年
【近場の子連れおすすめスポット】
森林公園
【ひとこと】
守谷は公園・おいしいお店・自然がいっぱい、
毎日子育て楽しんでいます。

かよっぺ

【家族構成】
夫婦と娘２人（５才と２才）
【守谷歴】
家族の守谷歴は 6 年
【近場の子連れおすすめスポット】
イオンタウン守谷のフード
コート、Hair Salon Eternal - エ
ターナル（キッズスペースのある美容室です！）
【ひとこと】
都内に通勤している共働き夫婦です。ママは小学校高学年か
ら守谷で育ち、通学・通勤で一時守谷を離れていましたが、子
育てするなら守谷でしょう！と、この地に帰ってきました。
同じように守谷で子育てしているパパさん＆ママさんと情報
を共有＆供給できたらいいなと思っています。

けんけんまま♪

【家族構成】旦那様・私・4
人の愉快な子どもたち（9
歳から 2 歳、♂）
【守谷歴】守谷歴 7 年 ( 都内
で働いてます！）
【近場の子連れおすすめス
ポット】アサヒビール工場
見学
【ひとこと】ままもりの活動は、守谷という地域全体で
楽しく子育てができるようになれば！という気持ちか
らスタートしたもの。この活動を通して、さらによい仲
間にも恵まれ、楽しく子育て進行中です♪

【家族構成】
旦那と私と息子と金魚
【守谷歴】
守谷歴 8 年
【近場の子連れおすすめス
ポット】 森林公園と ( 守谷
ではないですが ) 取手駅近くの常磐線が見える鉄橋
【ひとこと】我が家の息子は２歳児クラスの保育園に
通っています。私は守谷出身者ではないため、守谷の
情報 ( 特に出産・子育て ) が無くて困ったこともありま
した。新しく守谷で子育てする方々に役立つガイドブッ
クにできたらいいなと思っています。

きらはぴ
【家族構成】
夫、私、娘 3 人、ダックス 1 匹
【守谷歴】
守谷歴 8 年目
【近場の子連れおすすめスポット】
遊び場は（守谷市内ではないけど）
つくば自然博物館。夏は木陰で水
遊びができる！飲食店は（あれ？
つくばみらい市になっちゃうか
な？）焼き肉『せんりゅう』です。ランチが安くておいしい。座敷も
あるから、赤ちゃん連れも大丈夫。おすすめはジャンボハンバーグで
～す。市内なら乙子にある珍来軒（金曜日はラーメンが終日 180 円で
す。餃子も美味しい。小上がりも有り）
【ひとこと】
守谷で子育てをしているパパさん、ママさん、毎日本当にお疲れさま
です。我が家は５歳から 0 歳まで、２学年差で 3 人の娘がいます。私
は働いていませんが、毎日が嵐のように大変！ 支えて、支えられて、
パパもママも子どもたちもみんなが守谷で良かったと言える。 そんな
子育ての一助になればと思います。

めぐまろ
【家族構成】

旦那と私とムスメとすなねずみ
【守谷歴】守谷歴 6 年 ( 茨城育
ちの県西人）
【近場の子連れおすすめスポッ
ト】 ジョイフル本田ときぬの
湯＠常総市 ( ←赤ちゃん連れ多
いですよ〜 )
【ひとこと】 守谷に引越しした時ほんの赤ちゃんだったムス
メは春には保育園児から小学生へ。
このガイドブックは自分が引越ししてきた時こんな情報が
あったらよかったのに！という思いでできました。守谷で子
育てしているママさんパパさんに少しでもお役に立てたらう
れしいです。

やなぎ

しみぺ
【家族構成】
私、 妻、 息 子、 娘、 ワ ン コ、
ニャンコ、ニャンコ
【守谷歴】守谷歴 7 年
【近場の子連れおすすめスポッ
ト】駐車場があって遊具が充
実している公園として、守谷
では北園森林公園、守谷近隣

【家族構成】
パパ + 私 + 小 2 お嬢様 + 年少お坊っ
ちゃまの 4 人家族
【守谷歴】
TX 開通と同時に移住 守谷 9 年目
【近場の子連れおすすめスポット】
コレコレカフェ（ワンダーグー）
& イオンタウン守谷 
【ひとこと】出産後、初めての子育
てを守谷でするにあたり一番役にたったのは、子育て広場などでママ
友から聞いた「口コミ情報」でした。
これから子育てをするママたちに守谷で少しだけ長く子育てしている
者として「ちょっとだけでもお役にたてるといいな♪」と思い日々活
動しています。普段は、守谷市内やつくば市で「ベビーヨガ・骨盤調
整ヨガ…」など赤ちゃんとママ、女性向けクラスを開催するフリーの
インストラクターをしています☆

では福岡堰さくら公園。
【ひとこと】 会社内で育児休暇を取得した唯一の男性社員で
す。土曜日は息子と娘を引き連れて公園めぐりをしています。
子どもが大きくなってしまったら公園めぐりもしなくなって
しまうと思うので、今のうちになるべく色々な公園に出かけ
られたらいいなと思います。

たこぽん
【家族構成】
夫 私 男児 2 人 ヤモリ数匹 金魚数匹
【守谷歴】3 年目
【近場の子連れおすすめスポット】
ミ・ナーデ 南守谷児童センター
【ひとこと】
「ままもり」では、守谷にお

住まいの子育て世代の方々を対象にした
冊子を発行しています。この冊子が少し
でも皆さんのお役にたてたら嬉しいです。
守谷での子育てライフ、ぜひ楽しんでく
ださい♪

【ご協力頂いた方々】
掲載医療機関及び院長の皆様 / 守谷助産師会メンバーの皆様 / 守谷市保健センター / 守谷市子育て支
力いただいた皆様 / 子育てサークル ‘ とらうさ ’ の皆様 / アンケートにご協力いただいた皆様 / 茨城県

援センター / 守谷市役所 / 保健センターの両親学級・母親学級・乳児３・４ヶ月検診で、取材にご協
守谷市松並地区土地区画整理事業まちづくり協議会様

●たくさんのご支援・ご協力をありがとうございます。ここに掲載している方々の他

にも地域に住むたくさんの皆様の協力でこのガイドブックは作られています。
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ままもり Ｗｅｂサイトの紹介

ままもり Web サイトでは、スタッフによる
守谷の子育ての日常をテーマにしたブログや、
子育てに役立つ情報を掲載しています！
「もりや子育てネットワークままもり」は、守谷に
住むひとたちが協力して始 め た
「 子 育 て 」 ×「 お 店 や 社 会 」 ×「 ご 近 所 」
を元に、地域に密着した新しい守谷市の参加型子
育てコミュニティネットワークです。地域のみな
さんのチカラをすこしずつお借りして守谷でゴキ
ゲンな子育てをサポートしたいと考えています。
※スタッフ募集中です。また、ままもりを応援してく
ださる地域のお店や個人の方、ぜひご連絡ください。

Mail：info@mamamori.net

URL: http://www.mamamori.net/

ままもり

検

索

