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【産婦人科】休日診療時間 午前9時～正午、午後 1時
～5時
※ 当番医は変更になる場合もあります。受診前に必ず電話
でお問い合わせください。受診は急患のみです

9月4日（日） 戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

9月 1 1日（日） 飯田クリニック　 441 -2730
蕨市南町2 -1 4 - 8

9月 1 8日（日） 蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

9月 1 9日（祝・月）戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

9月23日（祝・金）蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

9月25日（日） 蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

1 0月2日（日） 岩沢レディースクリニック　 445-4103
戸田市本町4 -1 7-28　WINビル301号

1 0月9日（日） 蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

1 0月 1 0日（祝・月）戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

休日・平日夜間の診療機関（急患）
かかりつけ医を持ち、早めの受診を心掛けましょう
※休日・平日夜間の診療機関は、診療時間内に受付を済ませてください

【内科・小児科】 ※詳しくは蕨戸田市医師会ホームページをご覧ください
戸田休日・平日夜間急患診療所
●蕨戸田市医師会館となり　 445-1 130
休日診療日　9/4、1 1、1 8、19、23、25
休日診療時間　午前9時～正午、午後 1時～5時
平日夜間診療月　9月（奇数月）
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間
午後7時30分～10時30分　※休日を除く
蕨休日・平日夜間急患診療所
●蕨市福祉・児童センター内　 431 -261 1
休日診療日　10/2、9、10
休日診療時間　午前9時～正午、午後 1時～5時
平日夜間診療月　10月（偶数月）
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間
午後7時30分～10時30分　※休日を除く
【小児科】※平日夜間診療時間のあと
毎週月～金曜日の平日夜間診療時間　午後 10時30分～翌朝7時
※受診される場合は、必ず事前に各医療機関に電話でお問い合わせください
月・水・木・金曜日　●戸田中央総合病院（戸田市本町 1 -19-3　 442-1 1 1 1）
火曜日　●済生会川口総合病院（川口市西川口5-1 1 -5　 253- 1551）

新型コロナのPCR検査は行っていません。

医療だより

台風と頭痛
　8月から10月は台風シーズンと言われています。台
風が近づくと頭が痛くなるといった経験をお持ちの方
はいませんか。それは「天気痛」かもしれません。天
候の変化による体調不良は昔から知られていましたが、
中でも頭痛は比較的多くみられる症状です。そのメカ
ニズムが次第に分かってきました。
　人は耳の奥にある内耳で気圧の変化を感じ取ります
が、これが過剰に反応すると自律神経のバランスが乱
れてしまい、頭痛をはじめとしたさまざまな不調が起
こってしまうようです。人によっては気圧が低下する
時ではなく、上昇するときに頭痛を感じることもあり、
いずれにせよ急激な気圧の変化が影響していると考え
られます。
　最近は気圧の変化を知らせるアプリや天気痛予報と
いったものがあります。これらを利用し事前に対策
（ストレッチ、マッサージ、漢方薬の服用など）を行う
ことで、症状を緩和できる場合もあります。
　一度、自分の頭痛と気圧との関係を調べてみてはい
かがでしょうか。

コラム

県精神科救急情報センター　  048-723-8699（ハローキューキュー）
夜間・休日に、精神疾患を有する方や、その家族などからの緊急的な精神科医療
相談を電話で受け付けています。相談内容から適切な助言を行い、必要に応じて
医療機関の紹介を行います。非通知設定の電話はつながりませんので、番号を通
知できる電話でお掛けください（県在住者が対象）。
受付時間　月～金曜日：午後5時～翌朝8時30分、
 土・日曜日、祝日：午前8時30分～翌朝8時30分
問い合わせ　県立精神保健福祉センター　 048-723-3333

診療科目
●  内科、小児科、消化器内科、神経内科、呼吸器内科、整形外科、耳鼻咽喉科
診療科目によっては、診療日が決まっている場合があります

受付時間
● 月曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後2時～5時
● 火～金曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後1時30分～5時
● 土曜日 午前8時30分～1 1時30分、午後1時30分～4時
● 予防接種：月・水・金曜日（要予約）

市民医療センター
戸田市美女木4-20-1

 421-41 14　FAX 421-4218
国際興業バス 西川口ー北戸田線 
●「市民医療センター」下車
tocoバス（美笹循環） 
●「市民医療センター」下車

（コンパル）

救急電話相談
（ダイヤル回線、IP電話、PHS、
都県境の地域でご利用の場合）048-824-4199♯7 1 19

24時間相談対応　年中無休
年齢を問わず、急な病気（発熱、下痢、嘔

おう

吐
と

など）やけがの家庭での対処方法や
医療機関の受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。判断に迷っ
たときは気軽にご連絡ください。緊急に医療機関の受診が必要な時は、受診可能
な医療機関（歯科を除く）を案内します。
※ 県AI救急相談も行っています。電話が苦手な方でも気軽に相談でき
ます。県医療整備課のホームページか右のQRコードから、スマート
フォンやパソコンでご利用ください。この電話相談およびAI救急相談
は助言を行うもので、診断や治療を行うものではありません
問い合わせ　県医療整備課　 048-830-3559
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市長が市内のさまざまな場所を取材し、紹介するコーナーです。
市長が全力で市内を巡り、皆さんの声を聴き、キラリと輝く戸田の宝を発掘します。

有限会社ロングレンジ第24回

 「ボートのまち　とだ」で創業25年！
　2年ぶりの「まち取材」で訪れたのは、戸田ボートコースから歩いて5分のところに店
舗を構える、有限会社ロングレンジ。1995年に設立し、全国有数のボート競技用品専
門店としてボート初心者から上級者まで多くの競技者の声に寄り添ってきました。製品
をつくる時には、「常に選手ファーストを心掛けている」というオーナーの西島さん。自
身も家族もボート競技経験者であることから、選手が競技中にストレスを感じないよう
なからだの動きに合わせたボートウェアの制作など、大手にはない最大限選手に寄り添
う経営を続けています。

 戸田に行けば力になってくれる！「ボートの何でも屋さん」
　競技に関わる用具の販売のみならず、厳しい練習のご褒美になればと全国大会限定の
記念Tシャツやポーチなどの制作も行うロングレンジ。大学艇庫の学生やお客さんの要
望を聞くだけでなく、競技や私生活の相談に乗ったり、適切なアドバイスをしたりと、
欠かせない存在となっています。新型コロナが流行し、マスクの入手が困難になった際
には、お客さんの要望でボートウェアの生地を使った、呼吸しやすく、デザイン性あふ
れる布マスクを販売。戸田のハーモナイズドマークの入った布マスクは市長も愛用し、
「戸田のオリジナルブランドをつくっているロングレンジさんを見て、元気をもらいまし
た」と、逆境をチャンスに変えて、地域の方々とのコミュニティーを育むロングレンジの
魅力を再認識していました。

有限会社ロングレンジ（戸田）
選手だけでなくチーム全体の悩み相談などのコンサルタントも
行う、ボート競技用品・ウェアの専門店。1995年に設立して
以来、2つのオリンピック時に日本代表のユニフォームを制作
したこともあり、「ROWER’S COMMUNITY」のキャッ
チフレーズのもと、地域の皆さんに愛され続けています。

5つのミシンを使い分け、すべての行程を手作業で縫製して
いるところを見せていただきました。僕もずっとマスクを愛
用していますが、縫製がし
っかりしていて、何回洗っ
ても、大丈夫です。耐久性
の良さの秘密は、この細か
な手作業にあることが分か
りました。

取材を終えて市長は

市長が市内の企業や事業所など、皆さんのところへ取材に行きます。
申し込みは市長公室まで（内線423）。

アトランタオリンピックで実際
に使われたモデルの日本代表ユ
ニフォームを体に当てさせても
らいました！　当時は中が全て
綿混ポリエステルでつくられて
おり、吸水性が良く、海外の選
手からも着心地がいいと評判
だったそう。

Special photo

「ボートウェアを上手に着こな
す若い子たちのコーディネート
から学ぶものがある」と西島さ
ん。店舗にはベーシックな色、
おすすめの色、少し奇抜な色の
3パターン用意していますが、
奇抜な色を組み合わせて大会で
格好良く着こなすそのセンスに
脱帽しているのだとか。

縫製をしている
様子を見せても
らいました。

商品のデザイン
について説明し
てもらいました。
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