熊本市産後ケア事業実施施設一覧
令和3年（2021年）10月現在
区

実施施設
住所・ＴＥＬ

マタニティハウス
中央区黒髪7-679-7
TEL 338-3035
熊本母と子の相談室
中央区島崎1-21-31-1
TEL 080-7988-1068
福田病院
中央区新町2-2-6
TEL 322-2995
中
央 母乳育児相談室 八木助産院
区 中央区新町3-2-28
TEL 351-9348

実施サービス

対応可能日
（曜日等）

備考

平日

サービスの申込等については、利用希望日の７日前までにお問い合わせください。
土日祝日は対応できません。食事代については別途料金がかかります。ご利用については、お母さ
んと赤ちゃんのみとさせていただきます。また送迎については個別にご相談ください。

〇

平日

サービスの申込等については、利用希望日の２～３日前までにお問い合わせください。
土日祝日は対応できません。食事代、ミルク代、おむつ代、沐浴代については別途料金がかかりま
す。その他については、熊本母と子の相談室ホームページを参照ください。

〇

平日、土日祝

宿泊型 日帰り型

〇

〇

〇

水曜・金曜

サービスの申込等については、利用希望日の２日前までにお問い合わせください。左記日にち以外
を希望される場合は、7日前までお問い合わせください。滞在時間や食事、きょうだい児に関しては、
ご予約時にご相談ください。多胎児で沐浴を希望する場合は、別途料金がかかります。

月～土

サービスの申込等については、利用希望日の７日前までにお問い合わせください。
日曜、祝日は対応できません。食事代、育児用品代、産後の骨盤ケアについては別途料金がかか
ります。産後お母さんや赤ちゃんの整体や赤ちゃんが眠ってくれる抱き方・寝かせ方、乳児の育児
についてお困りごとがあれば、併せてご相談ください。

助産院 メルティングタッチ
〇

中央区水前寺公園4-2 水前寺ユメサンドウ301

TEL 090-8280-3042
ゆのはら産婦人科医院
中央区南熊本5-9-3

〇

〇

サービスの申込等については、利用希望日の７日前までにお問い合わせください。
木曜、日曜、祝日は対応できません。食事代、ミルク代、付添い布団、アロママッサージ（火・金）に
月・火・水・金・土
ついては別途料金がかかります。同居家族の同伴が可能です。ご希望の場合は自費での産後ケア
サービスも続けて受けられます。母乳育児支援に自信がありますので、まずはご相談ください。

〇

平日、土日祝

サービスの申込等については、利用希望日の前日までにお問い合わせください。
お母さんと赤ちゃん以外（きょうだい児など）の対応については、ご相談のうえ、別途料金がかかるこ
とがあります。食事は1泊3食おやつ付で、アレルギーも対応いたしますのでご相談ください。

〇

月・火・木・金

サービスの申込等については、利用希望日の前日までにお問い合わせください。
水曜、土日祝日は対応できません。

〇

平日

サービスの申込等については、利用希望日の前日までにお問い合わせください。
土日祝日は対応できません。

火・金

サービスの申込等については、利用希望日の3日前までにお問い合わせください。月曜、水曜、木
曜、土日祝日は対応できません。昼食、ミルク、オムツ等はご持参ください。おやつを提供させてい
ただきます。また電話申し込み時にアレルギーの有無についてお聞きします。
・乳房トラブルがあり、マッサージなどが必要な場合は乳房外来へご案内します。
・ベビーマッサージを使ったふれあいの仕方を行います（必要時）。・産後ヨガ（準備中）
・アドバンス助産師が担当します。また、医療保育専門士や公認心理士、栄養士とも連携し、あなた
に合った産後ケアを提供します。

平日

サービスの申込等については、利用希望日の２日前までにお問い合わせください。
土日祝日は対応できません。食事代については別途料金がかかります。原則、お母さんと赤ちゃん
でのご利用となりますが、きょうだい児の同伴についてはご相談ください。

平日、土日祝

サービスの申込等については、事前にお問い合わせください。ご利用については、予約状況により
ご希望に沿えない場合もあります。特に恥骨などが痛く動きづらい方、おっぱいがうまく飲ませられ
ない方は是非ご利用ください。

〇

平日

サービスの申込等については、利用希望日の２日前までにお問い合わせください。
土日祝日、年末年始は対応できません。当日の昼食はご持参ください（院内にコンビニやカフェはご
ざいます）。乳頭痛や赤ちゃんが母乳を飲んでくれない等の理由により授乳が困難な方、その他悩
みを抱いていらっしゃる方はぜひお申込みください。

〇

平日

サービスの申込等については、利用希望日の７日前までにお問い合わせください。※急な対応の場
合はご相談ください。土日祝日、年末年始は、原則対応できません（緊急の場合はご相談くださ
い）。食事代（お母さん）については、別途料金がかかります。

〇

平日

サービスの申込等については、利用希望日の２日前までにお問い合わせください。
土日祝日は対応できません。食事代、ボディケア代、多胎児の沐浴については別途料金がかかり
ます。原則、お母さんと赤ちゃんでのご利用となりますが、きょうだい児の同伴についてはご相談くだ
さい。

〇

月・火・水・金

サービスの申込等については、事前にお問い合わせください。
木曜、土日祝日は対応できません（土曜日は午前9時半～午後1時まで対応可の場合あり）。ミルク
はご持参してください。

平日

サービスの申込等については、利用希望日の３日前までにお問い合わせください。
※急な対応の場合はご相談ください。
理学療法士によるケア（曜日により対応不可の場合あり）やアドバンス助産師によるおっぱいケアが
可能です。
必要な持ち物
①日帰り型：親子（母子）健康手帳、保険証（母子ともに）、ミルク、赤ちゃんのお着換え、印鑑
②宿泊型：上記の物と、お母さんの下着類（寝衣、タオル、洗面具は準備しています）

TEL 372-1110
うらさき檸檬助産院
東区江津1-12-8
TEL 364-1813
よしなが助産院母乳育児相談室
東区御領2-28-43
TEL 389-6795
ウィメンズクリニック グリーンヒル
東区戸島西3-1-100
TEL 360-5511

〇

〇

熊本赤十字病院
〇

東 東区長嶺南2-1-1
区
TEL 384-2111
すぎやま助産院
東区錦ヶ丘29-1
TEL 221-3509
ままけあ
東区八反田1-7-33
TEL 090-4995-5568

〇

〇

熊本市民病院
東区東町4-1-60
TEL 365-1726
慈恵病院
西
西区島崎6-1-27
区
TEL 355-6131

〇

なおえ助産院
南区出仲間6-6-65
TEL 370-1198
うちの産婦人科
南区八幡5-10-12
南 TEL 288-5566
区
熊本バースクリニック
南区八幡5-10-23

〇

〇

TEL 320-2334
北熊本井上産婦人科医院
北区鶴羽田1-14-27
北 TEL 345-3911
区 清田産婦人科医院
北区植木町一木178-4
TEL 273-4111

サービスの申込等については、利用希望日の３日前までにお問い合わせください。
※空き状況によっては、ご希望の日にちに対応できない場合があります。

〇

〇

月～土

〇

〇

平日、土日祝

サービスの申込等については、利用希望日の３日前までにお問い合わせください。
日曜、祝日は対応できません。オムツや着替え等をご希望の場合は別途料金がかかります。
詳細については、ご利用の際にお問い合わせください。
サービスの申込等については、利用希望日の３日前までにお問い合わせください。
可能な限り対応しますが、土日祝が希望の場合は２～３日前までにご連絡ください。特別なミルクを
ご希望の場合は別途料金がかかります。

・各実施施設の空き状況によっては、必ずしも利用希望日にサービスが受けられるとは限りませんのでご留意ください。
・諸事情によりキャンセルする場合は、早めに実施施設へご連絡ください（料金が別途発生する場合は、自己負担となります）。
・実施施設ごとに必要な持ちものや別途料金がかかるサービスなどは異なりますので、個別にお問合せください。

（裏面もあります）

熊本市産後ケア事業実施施設一覧
令和3年（2021年）10月現在
実施施設

区

住所・ＴＥＬ

実施サービス
日帰り型

対応可能日
（曜日等）

〇

平日

〇

平日、土日祝

〇

要相談

サービスの申込等については、利用希望日の１日前までにお問い合わせください。沐浴指導、授乳
支援、赤ちゃんケア、産後アロママッサージ、整体などでサポートしていきます。

〇

〇

月～土

サービスの申込等については、利用希望日の２日前までにお問い合わせください。
日曜、祝日は対応できません。

〇

〇

平日、土日祝

サービスの申込等については、利用希望日の前日までにお問い合わせください。

〇

平日、土日祝

産後の痛み・不調があるかた、産後整体（全身調整・骨盤ケア）や沐浴、赤ちゃんケア、授乳支援な
どでサポートいたします。
サービスの申込等については、利用希望日の前日までにお問い合わせください。入退室時間のご
相談にも応じています。

〇

平日、土日祝

サービスの申込等については、利用希望日の前日までにお問い合わせください。

宿泊型

阿蘇温泉病院
阿蘇市内牧1153-1

備考

サービスの申込等については、事前にお問い合わせください。
原則、土日祝日は対応できません。食事代、ミルク代は別途料金がかかります。

TEL 0697-32-0881
産科婦人科本原クリニック
天草市古川町10-25

〇

サービスの申込等については、事前にお問い合わせください。

TEL 0969-24-1175
喫茶子助産院
天草市亀場町亀川1816-5
TEL 080-5189-0969
まつばせレディースクリニック
宇城市松橋町689-1
TEL 0964-34-0303
キヌ助産院
宇城市松橋町松橋811-7
TEL 0964-42-6525
たけ助産院
宇城市松橋町松橋1428-1
TEL 090-8357-9959
田山産科婦人科医院
宇土市入地町161-2

〇

TEL 0964-22-5522
菊陽レディースクリニック
熊
本
市
外
（
熊
本
県
内
）

菊池郡菊陽町新山2-8-23

〇

月～土

サービスの申込等については、利用希望日の３日前までにお問い合わせください。
日曜、祝日は対応できません。ミルク代、オムツ代等は別途料金がかかります。詳細については、
ご利用の際にお問合せください。

〇

平日

サービスの申込等については、事前にお問い合わせください。
土日祝日のご利用希望の場合は事前にご相談ください。食事、ミルク、オムツ等はご持参ください。
また、送迎が必要な場合は個別にご相談ください。

〇

平日

サービスの申込等については、利用希望日の２～３日前までにお問い合わせください。お一人お一
人のご要望に合わせて可能な限り対応いたします。お気軽にご相談ください。

〇

月・水・木・金

サービスの申込等については、利用希望日の３日前までにお問い合わせください。
火曜、土日祝日は対応できません。赤ちゃんに必要な物はご持参ください（着替え、オムツ、おしり
拭き、ミルク等）。アレルギーが心配な方は、昼食をご持参ください。

〇

〇

平日、土日祝

サービスの申込等については、事前にお問い合わせください。

〇

〇

宿泊型：平日
サービスの申込等については、利用希望日の２日前までにお問い合わせください。
日帰り型：水曜
宿泊型は土日祝日は対応できません。日帰り型は毎週水曜日の14時以降が対応可能です。
14時以降

〇

〇

平日、土日祝

サービスの申込等については、利用希望日の前日までにお問い合わせください。
赤ちゃんのミルクとオムツはご持参ください。

〇

平日、土日祝

サービスの申込等については、利用希望日の2日までにお問い合わせください。

〇

平日、土日祝

サービスの申込等については、利用希望日の２日前までにお問い合わせください。
食事代、ミルク代、オムツ代等は別途料金がかかります。

〇

平日、土日祝

サービスの申込等については、まずはお問い合わせください。

〇

TEL 213-5656
未来助産院
菊池市泗水町吉富2684
TEL 090-4993-2595
mahiro助産院
合志市豊岡2146-84
090-9475-7416
下川産婦人科医院
玉名市中1806
TEL 0968-73-3527
愛甲産婦人科麻酔科医院
人吉市駒井田町1951
TEL 0966-22-4020
国保水俣市立総合医療センター
水俣市天神町1-2-1
TEL 0966-63-2101
桑原産婦人科医院
八代市大手町1-7-22
TEL 0965-32-3405
さとみ助産院
八代市千丁町新牟田1409-12
TEL 090-7855-8387
片岡レディスクリニック
八代市本町3-3-35

〇

TEL 0965-32-2344
桶谷式たなか母乳育児相談室助産院

山鹿市方保田541-1
TEL 0968-46-3852

・各実施施設の空き状況によっては、必ずしも利用希望日にサービスが受けられるとは限りませんのでご留意ください。
・諸事情によりキャンセルする場合は、早めに実施施設へご連絡ください（料金が別途発生する場合は、自己負担となります）。
・実施施設ごとに必要な持ちものや別途料金がかかるサービスなどは異なりますので、個別にお問合せください。

