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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

1 1月3日（祝・木）西村レディースクリニック  447-531 1
戸田市本町3-1 5 -2 1

1 1月6日（日） 戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

1 1月 1 3日（日）蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

1 1月20日（日）戸田中央産院　 444 -1 1 81
戸田市上戸田2 -26 -3

1 1月23日（祝・水）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 1月27日（日）桜公園クリニック　 446-3950
戸田市新曽南3-1 2 -1 8

1 2月4日（日） 蕨市立病院　 432-2277
蕨市北町2 -1 2 -1 8

1 2月 1 1日（日）白石はなももレディースクリニック　 434 -4809
戸田市新曽2200-2ロイヤルメドゥ北戸田2F

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　11 /3、6、13、20、23、27
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　11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　12/4、1 1
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　12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

「ポリファーマシー」の問題をご存じですか？
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

「ポリファーマシー」とは「害のある多剤服用」を意味する
言葉です。多くの薬を飲むことで、薬の副作用や薬同士の相
互作用が出やすくなったり、残薬が増え飲み間違いが起こ
り、体への害が出やすくなります。厳密な定義はありません
が、6種類を超えると有害事象が急に多くなると言われます。
　多剤になる原因は、特に高齢者で複数の慢性疾患に罹患し
ていることや、複数の医療機関を受診していることなどがあ
げられます。薬剤服用後に起こる不具合を別の薬で対処し、
それを繰り返し続ける「処方カスケード」が起こっている場合
もみられます。
　どの薬が必要でどの薬が悪さをしているかの見極めが難し
いこともしばしばです。特に薬剤数が多かったり、長期に飲
み続けていたり、複数の医療機関を受診している場合などは
判断に苦慮します。
　また、薬を1つ増やすときは今までの
薬を1つ減らすように心掛けることも大
切です。
　今飲んでいる薬が本当に必要か、主治
医や薬剤師に相談することをおすすめし
ます。

戸田市立市民医療
センター　所長
神経内科　飯

いい
島
じま

 昌
まさ
一
かず

問い合わせ 市民医療センター　
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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。

東海ミシン製本工業株式会社第25回

東海ミシン製本工業株式会社
「環境と人にやさしく」を理念に、主に絵本の製本を手掛ける製本会社。
1949年に紙用ミシンの製造・販売を行う東海ミシン商会として東京都台東
区で創業し、その後板橋区でミシン加工事業を開始。1982年に戸田市に自
社の製本工場を構えて以来、40年にわたり裁断から表紙加工まで一貫性の
ある製本を行っています。

ワークショップを通じて製本の魅力を
知ることができ、大変楽しく体験させ
ていただきました。廃材を生かした取
り組みも魅力的で、SDGs未来都市に
制定された戸田市としても、地元にこ
のような企業があるのは誇らしく感じ
ます。

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（内線423）まで。

 “印刷・製本のまち”戸田に根付く、絵本の製本工場
皆さんは、市内の産業の中で一番大きな割合を占めているのが印刷・製本関連産業だ
ということをご存じでしょうか。中でも、東海ミシン製本工業は日本に数社しかない
といわれる「糸綴

と
じ」の製本を行っている会社で、1949年に日本で初めて紙用ミシン

を開発し、40年前に戸田市に製本工場をつくった歴史ある企業です。主に絵本の製本
を自社工場で一貫して行っており、3代目の升

ます

掛
かけ

 学
まなぶ

社長は、「糸綴じは、針金やのり
で綴じる本に比べて安全で、丈夫で、開きがいいことが特長」だと教えてくれました。
東海ミシン製本工業がつくる絵本には、糸
綴じはもちろん、角を丸くしたり、軽い素
材を使用したりと、小さな子どもへのたく
さんの「やさしさ」が詰め込まれています。
「今は大量生産・大量消費ではなく、良いも
のを長く使うということが見直されつつあ
ります」と升掛社長は語りました。 一連の製本工程を見て、「こうやって絵本ができるん

ですね」と感動した様子の市長

工場のイメージを一新するようなおしゃれな雰囲気のアトリエがある東海ミシン製本
工業ですが、時代の流れを読み、常に新しい取り組みに挑戦している会社でもありま
す。糸を使った製本の魅力をもっと知ってほしいという社長の思いから、一般的にな
じみのない製本加工の現場などをオープンにして、オリジナルノートをつくるワーク
ショップを始めたのもその1つ。100種類以
上の表紙や裏表紙、糸やゴムバンドの色まで
選ぶことができ、その組み合わせはなんと

10万通り以上！ 今回、市長もノートづくり
に挑戦し、童心に帰ったように目を輝かせな
がらワークショップに取り組みました。

 世界で 1つだけのオリジナルノートづくりを体験！

紙用のミシンを使って製本作業を体験しました

廃材を生かした
サステナブルな取り組みにも注目！
工場では、製本工程の中で出る余り紙など
の廃材を生かしたノートの製作なども行っ
ています。また、市内にアトリエを構える
アーティストの高

たか
橋
はし

 美
み
代
よ
子
こ
さんとコラボ

し、双方の廃材を
組み合わせてつく
られたアート作品
も作業場内に展示
されています。

「ワークショップに来た方にクリ
エイティブな可能性を感じてもら
えたら」と話す高橋さん。紙の
廃材と造花の廃材などを融合し、
「何度でも循環し生まれ変わる
様」を表現しています。

市長お手製、世界で1つだけ
のオリジナルノートが完成！ 
「これはセンスが問われますね」と言いな
がら素材を1つ1つ吟味し、カラフルな動
物柄の表紙をチョイス。イエローカラーの
バンドと背表紙がアクセントになって、
とってもおしゃれ！
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