
くらもちレディースクリニックよりの
お知らせです。

ご不明な点は受付、またはスタッフへお尋ねください。

このお知らせは約18分で
循環しています。





ホームページで
大事な情報を
確認しましょう。

○随時更新中。

インスタも見てね

○「くらもちクリニック」で検索

するとすぐに探せます。

トピックス
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妊婦健診用無料送迎車好評です。

○妊婦健診での通院困難な方が対象です。

○丁寧な運転を心がけています。詳しくは受付へ

トピックス

このお知らせは約18分で
循環しています。

←写真はイメージです。イメージです。
宮内庁採用トヨタセンチュリー特別仕様車



祝日午前中（9時～11時受付）も

妊婦健診、一般婦人科診療を
行っています。

○診療日でない祝日もあります。HPでご確認を。

○日曜日は今まで通り休診です。

トピックス

このお知らせは約18分で
循環しています。



土曜日は託児室を無料開放中

○妊婦健診時や出産時入院中、上のお子さんを
お預かりします。

○その他の曜日は有料保育となります。

○妊婦さんノートをお持ちの方が対象です。
詳しくは受付まで。

◎安心育児サポート体制です。お気軽にご利用を。

トピックス



ファミリーカフェへようこそ

○ご入院中の皆様や、ご面会の方々、お子様を
対象に無料開放しています。 セルフサービスです。

○御利用時間 午前9時～午後9時

○新生児の入室はできません。

◎1階託児室内に喫茶スペース
「ファミリーカフェ」がオープンしました。

トピックス



新型4Dエコー稼働開始！

◎無料です。
〇妊婦さんノートをお持ちの方が対象です。

見えると楽しいよ！

トピックス



「癒しのケア」をしましょう。

○出産で当院に入院中の方が対象です。

○無料です。

○ご希望の方は出産時担当ナースへ

お申し込みください。

◎ヘッドスパ天国 ◎美肌フェイシャルエステ
◎アロマフットケアマッサージ

トピックス



新型コロナウイルスにかかられている
妊婦、患者さんは

当院での診察ができません！

○指定された相談センターへ連絡、病院等を

早急に受診してください。

○疑いも含めコロナウイルス感染症の方の付き添
い、 立ち入り、御面会もお断りします。



コンビニ受診、コンビニ問い合わせは
やめましょう。（その1）

○コンビニ受診・・・・・・・・ →日中は仕事の都合で
受診できない→わざわざ夜間に受診、など

○コンビニ問い合わせ・・ →昨日から調子が悪く、
今夜も調子悪いので夜間に電話問い合わせ、など



コンビニ受診、コンビニ問い合わせは
なぜいけないのか（その2）

○コンビニ受診、問い合わせは時間外、夜間、

休日などの診療、電話対応です。

○いずれも正確な検査、診療ができません。

○したがって責任ある対応も困難です。



コンビニ受診、コンビニ問い合わせが
増えています（その3）

○なるべく診療時間内にご連絡、早めの受診を。

○当院では地域医療貢献加算（コンビニ問い合わ
せ対応）をおこなっていません。
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健診の超音波検査はUSBメモリーに
動画記録できます。（音声は入りません。）

○容量8GB以上の使用を推奨します。

○詳しくは受付へどうぞ。

トピックス
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身動き取れない雑踏に
妊婦さんは注意しましょう。

このお知らせは約18分で
循環しています。

ちょっと一息



祝日午前中（9時～11時受付）も

妊婦健診、一般診療をしています。

○診療日でない祝日もあります。HPでご確認を。

○日曜日は今まで通り休診です。

トピックス



院長夜話シリーズ第6弾
「院長夜話その6 夢のような話」 が完成しました。

詳しくはホームページへ。

トピックス



くらもちレディースクリニックでは
「ひょうたん誕生悪戦苦闘記」を
応援しています。

詳しくはホームページへ



乳児健診を受けましょう。（2週間、1か月、3か月）

○乳児健診は毎週金曜日

午後3時半まで。なんでも相談を。

○新生児科専門医による診察です。

○3ヶ月検診は原則無料です。

（無料券使用）
このお知らせは約18分で
循環しています。



サクラサク

当院の願い
です。



スマホで簡単予約できます。

○妊婦健診がスマホ、PC等で予約できます。
○妊婦さんノートをお持ちの妊婦さんが対象です。



妊婦さんの喫煙はやめましょう。

○赤ちゃんにとって大変害があります。

○副流煙も胎児の健康に大変有害である

可能性が大きいとされています。

○赤ちゃんを有害な煙から守ることは

母親として大切な仕事です。



子宮がん検診を受けましょう。

○船橋市で発行する

子宮がん検診受診制度を活用しましょう。

○事前の電話予約、結果郵送も可能です。

（詳しくは受付へ）

このお知らせは約18分で
循環しています。



わからないことは何でもご質問ください。

○疑問に思うことは何でもご質問ください。

○つらいこと、困ったことを解決するのが

病院の使命です。



体調の悪い方は
お早めにお申し出ください。



スライド写真を見てご立腹の方は
お早めにお申し出ください。



富士山頂よりの

御来光

（当院の窓からは

見られません。）

ちょっと一息



くらもちレディースクリニック施設ご案内

このお知らせは約18分で
循環しています。



受付・待合室

ご不明な点はどんな
事でも受付スタッフへ
どうぞ。

大きなガラス窓から
降り注ぐ光と、四季の
緑に心和みます。



キッズルーム

お子様連れの方に好評
のキッズルームは、
ガラス越しに待合室の
様子がわかります。

安心してご利用いただ
けます。



診察室

明るく、広い空間です。

お困りの事があれば
何なりとおっしゃって下さい。

誠心誠意対応する事を
心がけています。



入院施設のご案内

通常個室、特別個室、
４人部屋があります。
全室液晶TVが配備さ
れ、BS、地デジ、STAR 
CHANNELがお楽しみ
いただけます。
（4人部屋を除きます）



ナースステーション

皆様が安心・快適な
入院生活をすごせる様、
心を込めてケアをしま
す。

お気軽に声をかけてく
ださい。いつでも、どん
なことでも。



分娩室

待ちわびた我が子誕生
の瞬間。優しい色使い
が心を和ませる穏やか
な空間です。



新生児室

明るいガラスのお部屋
です。

産まれた赤ちゃんが

快適に過ごせるよう

配慮しています。



特別個室A（有料個室）
ひろびろゆったり特別室
タイプ。専用のトイレ、冷
蔵庫、シャワールームが
完備されています。産後
の体をのんびり癒したい
方におすすめです。



濃いブラウンを基調に
したシックで落ち着いた
印象の室内は、ホテル
の一室のよう。

ゆっくりとした時間が流
れています。



個室B（通常個室）
通常タイプの個室。
個室料金は不要で
しっかりママも安心。
専用の洗面台がついて
います。

（ご家族用簡易ベッドも
標準装備です。）



明るいブラウンを基調
にした室内はカジュア
ルな印象。セミダブル
タイプのベッドで
ゆっくりとお休みくださ
い。



４人部屋

パーテーションでゆる
やかに仕切られた室内
は、各ベッドに液晶TV
付き。室内に共用の
トイレ、洗面があり、
快適な入院生活を
サポートします。



コンパクトながら
プライバシーの確保に
配慮されたお部屋と
なっています。



デイルーム

優しい光にあふれた
デイルームは、お見舞い
の方とのちょっとした
歓談など、どなたも自由
にご利用いただけます。



その他設備

シャワールームでさっぱりと
汗を流して気持ちよくお過ごし
いただけます。ボディーシャン
プーなど必要な備品もそろっ
ていますので、ご自由にお使
いください。



富士山九合目より

遥かなる雲海を

望む。

ちょっと一息



同時刻

芝山界隈より

同じ雲を見上げる。

（同じ雲と思われる）

このお知らせは約18分で
循環しています。

ちょっと一息



シャワールーム横に、
ご自由にお使いいた
だけるパジャマ、タオ
ル類、歯ブラシセット
を準備しております。
突然の入院などでも、
安心してお過ごしくだ
さい。



デイルームに飲み物
の自動販売機、共用
の冷蔵庫がございま
す。ミネラルウォーター
サーバーもどうぞご利
用ください。



お食事特集！

バラエティーに富んだ
メニューです。工夫を
こらした食事は、丹精
込めて厨房スタッフが
手作りしています。

HPもご覧ください！

このお知らせは約18分で
循環しています。



シェフのフルコースディナー！
（提供日限定です。）

高級レストランをしのぐ本格的

コース料理が、ご出産の喜びを

華やかにいろどります。

写真はイメージです。



同時期にご出産された
患者様との感動と喜びを
分かち合いながらの
食卓は、楽しいおしゃべ
りが弾みます。

（個室でご主人とのお召
し上がりもできます。）



院内施設についてご質問等
ありましたら、お気軽にスタッフまで

お尋ねください。



病院内いたる所に咲く

四季折々の花や緑が

静かな空間を

作り出しています。

当院で過ごす時間が

少しでも心休まる

ひとときでありますように。

お知らせ終わり


