2020年12月12日

１周年祭開催。12月14日
（月）～16日（水）、ビールと新メニューが半額に！

土曜日

＜12＞

12月9日
（水）
～12月21日
（月）
限定。Xmasギフトや自分へのご褒美に…

やきとり平成横丁

っと見つかるはずです。

・
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ずっと憧れていた「グ

月

22

左／ SBGP013 30万8000円
右／ STGF268 35万2000円
左上／ STGF277 35万2000円
※税込価格
ほか商品情報は→

毎週水・木曜の都合の良い時間に、
マイペースでできます

検索←

説明会を常時開催

毎週、お住まいのご近

所に徒歩か自転車でリビ

ング新聞を配布する、お

届 け ス タ ッ フ の 皆 さ ん。

熊本では２６０人以上が

フルタイムではないの

活躍中です。

で、家事の合間やすきま

時間にもできるから、主

婦や男性、リタイア後の

働き方としても注目。未

リビングポスティング

経験者も大歓迎です。

熊本では、お仕事説明会

を随時開催中。詳しい仕

事内容や報酬、担当エリ

アなど、気になることを

じっくりご説明します。

誕生日プレゼントや永年

☎０９６
（３59）3611

勤続表彰などの制度も充

【問合せ】

ＨＰからも
応募できます

実。まずは問合せを。

住所／中央区新市街7-20-2階
（辛島町電停そば）
受付／月～金 9:30 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:30、土日祝休
※12/30 ～ 1/3休

熊本

12 30

◎空いた時間でＯＫ

いきいき活躍。リビング新聞を配布しませんか？
リビングポスティング

10

時 分～午後

R2.12. 9～12.21まで

10

営業／午前

カード払い、
プレミアム付商品券OK扌

R2.12.9 ～ 12.30まで

７ 時、火 曜 休（

扌※1枚でグループ全員可、他割引と併用不可

ランドセイコー」を、今

※一部商品除く

年こそ手に入れません

通常価格より200円引き！

20％ オフ！

住所／中央区新市街５ノ

会計から

日は営業）※１月１日休み

選べる洋食セットが

か。絶妙な色使いで、角

店内全商品

【ランチタイム限定】クーポン提示で

☎０９６
（３５２）
６５１４

斉藤時計店

検索←

度により表情を変える美

やきとり平成横丁

し い 文 字 盤。「 や っ ぱ り

読者限定 COUPON

読者限定 COUPON

運動×報酬＝一石二鳥。週1回・日中、空いている時間でＯＫ。男性も大歓迎です

リビングポスティング熊本

違う」と確信させる格別

心華やぐレディースも多彩

斉藤時計店

な着け心地。自分に、あ

Ｋです。さらに、新メニ

ューのアヒージョ４種類

も通常価格の半額３００

円。リビング読者はクー

ポンでランチもお得に。
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分
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〔南区馬渡2-13-3〕

営業／昼＝午前

セブン

日・

もち吉

●●
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～午後２時、夜＝午後５

●

１人何杯頼んでも
半額でサービス！

済生会病院
●
東バイパス

※税別

平成けやき通り

やきとり
平成横丁

時 ～ 翌 ０ 時、 月

カメラの ●
キタムラ

１月１日休

平成大通り

サンリブ
● くまなん
平成さくら通り

バラエティ豊かな焼き

☎０９６
（３７０）
６６００

平成駅

●熊本南
警察署

鳥メニューやこだわり洋

● ダイキ

食がパーティーにうって

16

つけの同店。今月オープ

日（月）～ 日

14

ン１周年を記念し、感謝

の周年祭が開催です！

月

が通常価格の半額２７５

（水）の３日間、生ビール

円、１人何杯頼んでもＯ

12

斉藤時計店

宝石・時計

の人に、本命の一本がき

アヒージョは﹁牡蠣﹂
﹁海老﹂
﹁砂ずり﹂
﹁トマト﹂
の４種︒期間中は３００円！

生ビール１杯275円、
アヒージョ４種は各300円 「グランドセイコー」60周年記念フェア第2弾！

【仕事内容】〈業務委託契約〉
リビング新聞や折込チラシを週に1度、決め
られた配布日に合わせて新聞とチラシをセッ
トし、担当地域に配布
【応募資格】
20 ～ 60代の健康な人
（男女問わず）
※担当地域はお住まいの近隣地域です
【報酬】
月額平均2 ～2.5万円
（部数等により変動あり）
※交通費は発生しません
＊その他、諸手当・制度などはＨＰでご確認を

Teacher: 新堀 曜子さん

産婦人科のプロが、知っているよう

福田病院産婦人科に勤務する
ドクター。自らも12歳と10歳
の2児の子育てに奮闘中。

で知らない女性のカラダや病気に関
するテーマをレクチャーしてくれる
ＴＫＵの番組。11月の放送分から、

福田病院からの
お知らせは
こちらを Check

気になる情報をレポートします。
好 評

11/17・24
OA

毎週火曜 21:54 ～ 22:00 に OA 中

無痛分娩について

出産が近づくと、陣痛の痛みに耐えられるか不安になる妊婦さんも多いと思います。
無痛分娩とは、麻酔を使うことによって分娩時の痛みを緩和するお産の方法です

無痛分娩とは

無痛分娩について

日本での無痛分娩の割合は、全分娩の5％程度。近年は増加傾向
アメリカやフランスなどでは、約8割以上が無痛分娩での出産と、
一般的なもの

「無痛」
とはいっても、
まったく痛みを感じないわけではない
完全に痛みを取ると陣痛とともに「いきむ」
ことができなくなる

【無痛分娩のメリット】
◎陣痛の痛みが少ないため、体への負担が軽くなり、
リラックスしてお産に臨める
◎体力の消耗を軽減し、産後の体力が温存できる
【無痛分娩のデメリット】
◎赤ちゃんが生まれるまでの時間が長くなる
◎分娩時の吸引や鉗子などの器械の使用や
陣痛促進剤の使用頻度が高くなる
【麻酔によるリスク】
◎足の力が入りにくくなる
◎血圧が下がる
◎排尿感が弱くなる
◎体温が上がることがある
大変稀だが
命の危機を伴う合併症を
起こすこともある

陣痛=赤ちゃんを外に出すために起こる周期的な子宮収縮
お母さんのいきみによる腹圧が加わり、赤ちゃんが生まれる
赤ちゃん／狭い骨盤を通り抜けるため、向きを変えながら下降
お母さん／子宮収縮の痛みや腰・骨盤・外陰部に痛みを感じる
これらの痛みを全体の2～3割程度に抑え、
陣痛に合わせていきむことができる状態が理想

硬膜外麻酔
日本をはじめ多くの国で行われている、無痛分娩の鎮痛方法。
痛みを伝える神経の近くに麻酔をするため、強い鎮静効果がある
硬膜外腔

硬膜

椎間板
背骨
腰推麻酔
（痛みが取れ
ない場合）

脊髄

細くて柔らかいチュー
ブを背中から腰に挿
入して、脊髄を覆って
いる硬 膜という膜 の
周囲に麻酔薬を注入
する

【硬膜外麻酔について】
◎麻酔専門医の管理のもと、妊婦さんとお腹の赤ちゃん両方の
様子をモニターでチェックしながら行う
◎麻酔薬は赤ちゃんには届かないので、影響を及ぼす心配はない
◎部分麻酔なので意識がはっきりとあり、いきむことができる
◎生まれてすぐに赤ちゃんを抱っこすることができる
【無痛分娩の実施】
計画分娩＝分娩日を決めて計画的に行う
自然分娩＝自然に陣痛が起こってから行う
福田病院では…
麻酔科医が対応するため
実施日・実施時間：月曜～土曜 8:30～17:00

Point
当院では、産科医と麻酔科医がチームとなって取り組み、
安全な無痛分娩を目指しています。無痛分娩が気になる
妊婦さんは、
どうぞご相談ください

