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上越総合病院　地域連携センター
電　話  025-524-3000（代表）
ＦＡＸ  025-524-3140（直通）まで

医療機関様／施設様からの
ご紹介・お問い合わせは

新任研修医のご紹介は、次号掲載させていただきます。

地域連携センター便り地域連携センター便り

上越総合病院上越総合病院 2022年春号

　麗春の候、皆様方におかれましては、ます
ますご健勝のこととお慶び申し上げます。ま
た平素より当院に多大なるご理解とご支援を
賜り、厚く御礼申し上げます。

　新年度より看護部長の命を受けました浅井
千代子と申します。着任してから、看護部長
として何ができるのか、地域にどのように貢

献していけるのかを考える日々が続いております。病院の理念である「患者
さまの権利を守り、人に優しい良質な医療を提供します」を基軸に看護部で
は「患者さまお一人おひとりを大切にし、やさしい看護を提供します」を看
護部理念としています。まずは理念に立ち返り、思いやりのある心を持ち、
信頼される看護を提供できるように努めてまいります。その為には看護部を
取り巻く環境を整えること、看護専門職として質の高い看護を担っていく人
材を育成していくことが使命と考えております。

　不慣れな点が多く、ご迷惑をおかけすることがあるかと存じますが、医療
を通じて上越地域の発展に貢献できるように努力していきますので、より一
層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

浅井　千代子
上越総合病院　看護部長

新任医師紹介新任医師紹介 《出身地／出身大学／趣味・特技／抱負》

さかい　　　けんじ

神経内科　坂井　健二

出　身　地：金沢市
出 身 大 学：金沢大学
趣味・特技：食べ歩き、洋書を読むこと

神経病理と神経内科を専門に診療を行ってきました。
問診と診察を重視し、患者さんやご家族に寄り添っ
た医療を実践します。

抱負：

出　身　地：栃木県
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：映画鑑賞

ひらい　　　　 ゆみこ

外科　平井　裕美子

未熟ではありますが、地域の医療に貢献できるよ
う頑張りますのでよろしくお願い致します。

抱負：

出　身　地：宮城県
出 身 大 学：富山大学
趣味・特技：音楽鑑賞・利き酒・野球

たなべ　　　  けいたろう

外科　田邊　慶太郎

４月から赴任した田邊と申します。専門は外科
です。上越は自然豊かでとてものどかな場所と
いう印象です。医療の分野で上越のみなさまに
少しでも貢献できるように微力ではございます
が全力を尽くす所存です。

抱負： 沢山学ばせて頂きたいと思います。宜しくお願
い致します。

抱負：

出　身　地：新潟県
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：旅行・ゆるキャラ

すずき　　　　 さなえ

産婦人科　鈴木　沙奈恵

たにぐち　　 あや

眼科　谷口　綾

出　身　地：富山県
出 身 大 学：富山大学
趣味・特技：
無趣味なので、上越にいる間に何か楽しめ
る趣味を見つけたらなぁと思っています。

しばらく大学にいたので、勝手がわからないことが
たくさんあると思います。ご指導ご鞭撻のほど、お
願いいたします（できれば優しくしてくださると、
なお嬉しいです）。

抱負：

出　身　地：富山県
出 身 大 学：富山大学
趣味・特技：キャンプ、DIY、楽器

やまみね　　  なおき

泌尿器科　山峯　直樹

日々よく働き、良く学び、よく遊びたいと思い
ます。

抱負：

出　身　地：新潟県上越市
出 身 大 学：旭川医科大学
趣味・特技：水泳、そろばん、北欧雑貨

すずき　　　くにえ

救急科　鈴木　邦恵

出身地の上越でまた一からがんばっていきたい
と思います。よろしくお願い致します。

抱負：

出　身　地：富山県富山市
出 身 大 学：筑波大学
趣味・特技：ダーツ・手話

ななさわ　　   しげき

総合診療科　七澤　繁樹

上越地区の医療・皆様の生活に貢献できるよう
がんばります。よろしくお願いします。

抱負：

患者様、お一人おひとりを大切にし、
優しい看護を提供します

1.患者中心の看護・介護を推進します
2.医療・看護の充実を図り、医療安全を確保します
3.地域との連携を進めます
4.災害時の医療に備え救急看護の推進を図ります
5.経済性を考えた効率の良い看護を実践します

上越総合病院看護部理念

基
本
方
針
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新任医師紹介新任医師紹介 《出身地／出身大学／趣味・特技／抱負》

はなざわ　　 ゆうすけ

内科（呼吸器）　花澤　佑昌

出　身　地：新潟県新潟市
出 身 大 学：秋田大学
趣味・特技：ラグビー、ベース・ギター
　　　　　　演奏、ランニング

呼吸器内科として４月から赴任いたしました、
花澤佑昌です。上越市の医療のために尽力致し
ます。よろしくお願いします。

抱負：

出　身　地：新潟県見附市
出 身 大 学：順天堂大学
趣味・特技：ダンス・アカペラ

こばやし　   みのる

内科（呼吸器）　小林　稔

この地域で暮らす人のお役に立てるよう精一杯頑
張ります！

抱負：

出　身　地：長野県長野市
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：読書

こうだ　　　 ひろき

内科（呼吸器）　甲田　啓紀

2022年４月に上越総合病院に赴任しました甲田
と申します。至らぬ点もあるかと思いますが、
日々の業務に精進していく所存です。よろしく
お願いいたします。

抱負： 適切な医療を心がけ、研鑽に努めます抱負：

出　身　地：富山県
出 身 大 学：富山大学
趣味・特技：バドミントン

たばた　　   かずひさ

内科（消化器）　田畑　和久

出　身　地：上越市
出 身 大 学：金沢医科大学
趣味・特技：スキー

やまざき　　　　ふさこ

内科（消化器）　山﨑　文紗子

上越地域の医療に貢献できるよう精一杯努力し
て参ります。よろしくお願いいたします。

抱負：

たかはし　　　えみ

内科（腎）　高橋　恵美

出　身　地：新潟県新潟市
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：カラオケ、辛いものを食べ
　　　　　　ること

祖父母の故郷で働くことができて嬉しいです。
ご迷惑をおかけすることも多々あるかと思いま
すが、頑張りますのでご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願いします。

抱負：

出　身　地：新潟県三条市
出 身 大 学：信州大学
趣味・特技：音楽鑑賞

こばやし　　  せいたろう

内科（一般）　小林　清太朗

関連病院での研修を挟み、２年ぶりに上越総合
病院へ戻って参りました。今年は循環器内科領
域の診療を中心に、皆様のお力になれるように
尽力いたします。ご迷惑おかけすることも多い
かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

抱負：

出　身　地：石川県金沢市
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：ゲーム、音楽鑑賞

しょういん　 わたる

循環器内科　正印　航

前項参照ください抱負：

4月より赴任いたしました正印恭子と申します。
初期研修を上越総合病院で受け、その後信州大
学病院、相澤病院での勤務を経て上越に戻って
まいりました。今までの経験を活かし、少しで
も自分の故郷の医療に貢献できればと思ってい
ます。患者さんに分かりやすい医療、説明を心
がけて参ります。今後ともよろしくお願いいた
します。

抱負：

出　身　地：新潟県上越市
出 身 大 学：宮崎大学
趣味・特技：映画鑑賞

しょういん　    きょうこ

循環器内科　正印　恭子

カテーテルアブレーションのご案内

　本年4月より循環器内科に赴任いたしました。初期研修からの4年間を当院で過ごしましたの
で、当時お世話になったスタッフや院外の先生方も多く、古巣に帰ってきた思いです。上越を
離れての8年間は信州大学病院にて不整脈診療を中心に研鑽を積んで参りました。カテーテル
アブレーションを始め、得意分野を生かして地域に貢献していければと思っておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
　今後当院循環器内科では、積極的にカテーテルアブレーションを行っていきたいと思います。
　不整脈治療の多くを占める心房細動は、現在有病率は全人口の1-2%を占めるとされており、
発症率は年齢と共に増加する傾向にあります。高齢化による心不全パンデミックが大きな問題
とされる昨今、必然的に心房細動に伴う血栓塞栓症、心不全増悪といったイベントをいかに抑
制するかは重要な課題と言えるでしょう。
　これまで心房細動治療に関しては、レート vs リズムコントロールで生命予後に差がないと
言われてきましたが、近年、発作性・持続性を問わず診断早期からの洞調律化維持や、低心機
能症例に対するカテーテルアブレーションが、患者さんの予後を改善し得るという事が分かっ
てきました。心房細動は罹患期間が長くなるほど洞調律化が困難となるため、より早期に、よ
り効果的なリズムコントロールを図る事の重要性が再認識されつつあります。私見ですが、短
期間で致命的となる事が少ないため数値で差が出づらいものの、早期の洞調律化による10年、
20年先を見越したイベント抑制効果という面もあるだろうと考えております。持続性の症例で
も、薬物治療等との組み合わせで洞調律維持できる例も多いので、心房細動が発覚した時点で
一度紹介をご検討いただければ幸いです。

　勿論、心房細動以外の不整脈に関しても積極的に治療
を行っていきます。この数年間で治療機器の進歩は著し
く、より安全かつ少ない透視線量で、複雑な不整脈にお
いても高い治療成功率を得ることが出来るようになって
きています(左の写真は最新のマッピング装置で右心房の
不整脈回路を可視化した物です)。
　治療希望の方は勿論ですが、治療適応に迷われる方、
まずは詳しいお話だけでも聞いてみたいという方、どん
な方でもお気軽にご紹介ください。
　地域の皆様のお役に立てるよう頑張りますので、よろ
しくお願いいたします。

カテーテルアブレーションについてのお問い合わせは、
お手数ですが診療情報提供書にて地域連携センター
（025）524-3140まで FAX下さい

しょういん　　わたる

循環器内科　正印　航
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新任医師紹介新任医師紹介 《出身地／出身大学／趣味・特技／抱負》

はなざわ　　 ゆうすけ

内科（呼吸器）　花澤　佑昌

出　身　地：新潟県新潟市
出 身 大 学：秋田大学
趣味・特技：ラグビー、ベース・ギター
　　　　　　演奏、ランニング

呼吸器内科として４月から赴任いたしました、
花澤佑昌です。上越市の医療のために尽力致し
ます。よろしくお願いします。

抱負：

出　身　地：新潟県見附市
出 身 大 学：順天堂大学
趣味・特技：ダンス・アカペラ

こばやし　   みのる

内科（呼吸器）　小林　稔

この地域で暮らす人のお役に立てるよう精一杯頑
張ります！

抱負：

出　身　地：長野県長野市
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：読書

こうだ　　　 ひろき

内科（呼吸器）　甲田　啓紀

2022年４月に上越総合病院に赴任しました甲田
と申します。至らぬ点もあるかと思いますが、
日々の業務に精進していく所存です。よろしく
お願いいたします。

抱負： 適切な医療を心がけ、研鑽に努めます抱負：

出　身　地：富山県
出 身 大 学：富山大学
趣味・特技：バドミントン

たばた　　   かずひさ

内科（消化器）　田畑　和久

出　身　地：上越市
出 身 大 学：金沢医科大学
趣味・特技：スキー

やまざき　　　　ふさこ

内科（消化器）　山﨑　文紗子

上越地域の医療に貢献できるよう精一杯努力し
て参ります。よろしくお願いいたします。

抱負：

たかはし　　  めぐみ

内科（腎）　高橋　恵実

出　身　地：新潟県新潟市
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：カラオケ、辛いものを食べ
　　　　　　ること

祖父母の故郷で働くことができて嬉しいです。
ご迷惑をおかけすることも多々あるかと思いま
すが、頑張りますのでご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願いします。

抱負：

出　身　地：新潟県三条市
出 身 大 学：信州大学
趣味・特技：音楽鑑賞

こばやし　　  せいたろう

内科（一般）　小林　清太朗

関連病院での研修を挟み、２年ぶりに上越総合
病院へ戻って参りました。今年は循環器内科領
域の診療を中心に、皆様のお力になれるように
尽力いたします。ご迷惑おかけすることも多い
かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

抱負：

出　身　地：石川県金沢市
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：ゲーム、音楽鑑賞

しょういん　 わたる

循環器内科　正印　航

前項参照ください抱負：

4月より赴任いたしました正印恭子と申します。
初期研修を上越総合病院で受け、その後信州大
学病院、相澤病院での勤務を経て上越に戻って
まいりました。今までの経験を活かし、少しで
も自分の故郷の医療に貢献できればと思ってい
ます。患者さんに分かりやすい医療、説明を心
がけて参ります。今後ともよろしくお願いいた
します。

抱負：

出　身　地：新潟県上越市
出 身 大 学：宮崎大学
趣味・特技：映画鑑賞

しょういん　    きょうこ

循環器内科　正印　恭子

カテーテルアブレーションのご案内

　本年4月より循環器内科に赴任いたしました。初期研修からの4年間を当院で過ごしましたの
で、当時お世話になったスタッフや院外の先生方も多く、古巣に帰ってきた思いです。上越を
離れての8年間は信州大学病院にて不整脈診療を中心に研鑽を積んで参りました。カテーテル
アブレーションを始め、得意分野を生かして地域に貢献していければと思っておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
　今後当院循環器内科では、積極的にカテーテルアブレーションを行っていきたいと思います。
　不整脈治療の多くを占める心房細動は、現在有病率は全人口の1-2%を占めるとされており、
発症率は年齢と共に増加する傾向にあります。高齢化による心不全パンデミックが大きな問題
とされる昨今、必然的に心房細動に伴う血栓塞栓症、心不全増悪といったイベントをいかに抑
制するかは重要な課題と言えるでしょう。
　これまで心房細動治療に関しては、レート vs リズムコントロールで生命予後に差がないと
言われてきましたが、近年、発作性・持続性を問わず診断早期からの洞調律化維持や、低心機
能症例に対するカテーテルアブレーションが、患者さんの予後を改善し得るという事が分かっ
てきました。心房細動は罹患期間が長くなるほど洞調律化が困難となるため、より早期に、よ
り効果的なリズムコントロールを図る事の重要性が再認識されつつあります。私見ですが、短
期間で致命的となる事が少ないため数値で差が出づらいものの、早期の洞調律化による10年、
20年先を見越したイベント抑制効果という面もあるだろうと考えております。持続性の症例で
も、薬物治療等との組み合わせで洞調律維持できる例も多いので、心房細動が発覚した時点で
一度紹介をご検討いただければ幸いです。

　勿論、心房細動以外の不整脈に関しても積極的に治療
を行っていきます。この数年間で治療機器の進歩は著し
く、より安全かつ少ない透視線量で、複雑な不整脈にお
いても高い治療成功率を得ることが出来るようになって
きています(左の写真は最新のマッピング装置で右心房の
不整脈回路を可視化した物です)。
　治療希望の方は勿論ですが、治療適応に迷われる方、
まずは詳しいお話だけでも聞いてみたいという方、どん
な方でもお気軽にご紹介ください。
　地域の皆様のお役に立てるよう頑張りますので、よろ
しくお願いいたします。

カテーテルアブレーションについてのお問い合わせは、
お手数ですが診療情報提供書にて地域連携センター
（025）524-3140まで FAX下さい

しょういん　　わたる

循環器内科　正印　航
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上越総合病院　地域連携センター
電　話  025-524-3000（代表）
ＦＡＸ  025-524-3140（直通）まで

医療機関様／施設様からの
ご紹介・お問い合わせは

新任研修医のご紹介は、次号掲載させていただきます。

地域連携センター便り地域連携センター便り

上越総合病院上越総合病院 2022年春号

　麗春の候、皆様方におかれましては、ます
ますご健勝のこととお慶び申し上げます。ま
た平素より当院に多大なるご理解とご支援を
賜り、厚く御礼申し上げます。

　新年度より看護部長の命を受けました浅井
千代子と申します。着任してから、看護部長
として何ができるのか、地域にどのように貢

献していけるのかを考える日々が続いております。病院の理念である「患者
さまの権利を守り、人に優しい良質な医療を提供します」を基軸に看護部で
は「患者さまお一人おひとりを大切にし、やさしい看護を提供します」を看
護部理念としています。まずは理念に立ち返り、思いやりのある心を持ち、
信頼される看護を提供できるように努めてまいります。その為には看護部を
取り巻く環境を整えること、看護専門職として質の高い看護を担っていく人
材を育成していくことが使命と考えております。

　不慣れな点が多く、ご迷惑をおかけすることがあるかと存じますが、医療
を通じて上越地域の発展に貢献できるように努力していきますので、より一
層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

浅井　千代子
上越総合病院　看護部長

新任医師紹介新任医師紹介 《出身地／出身大学／趣味・特技／抱負》

さかい　　　けんじ

神経内科　坂井　健二

出　身　地：金沢市
出 身 大 学：金沢大学
趣味・特技：食べ歩き、洋書を読むこと

神経病理と神経内科を専門に診療を行ってきました。
問診と診察を重視し、患者さんやご家族に寄り添っ
た医療を実践します。

抱負：

出　身　地：栃木県
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：映画鑑賞

ひらい　　　　 ゆみこ

外科　平井　裕美子

未熟ではありますが、地域の医療に貢献できるよ
う頑張りますのでよろしくお願い致します。

抱負：

出　身　地：宮城県
出 身 大 学：富山大学
趣味・特技：音楽鑑賞・利き酒・野球

たなべ　　　  けいたろう

外科　田邊　慶太郎

４月から赴任した田邊と申します。専門は外科
です。上越は自然豊かでとてものどかな場所と
いう印象です。医療の分野で上越のみなさまに
少しでも貢献できるように微力ではございます
が全力を尽くす所存です。

抱負： 沢山学ばせて頂きたいと思います。宜しくお願
い致します。

抱負：

出　身　地：新潟県
出 身 大 学：新潟大学
趣味・特技：旅行・ゆるキャラ

すずき　　　　 さなえ

産婦人科　鈴木　沙奈恵

たにぐち　　 あや

眼科　谷口　綾

出　身　地：富山県
出 身 大 学：富山大学
趣味・特技：
無趣味なので、上越にいる間に何か楽しめ
る趣味を見つけたらなぁと思っています。

しばらく大学にいたので、勝手がわからないことが
たくさんあると思います。ご指導ご鞭撻のほど、お
願いいたします（できれば優しくしてくださると、
なお嬉しいです）。

抱負：

出　身　地：富山県
出 身 大 学：富山大学
趣味・特技：キャンプ、DIY、楽器

やまみね　　  なおき

泌尿器科　山峯　直樹

日々よく働き、良く学び、よく遊びたいと思い
ます。

抱負：

出　身　地：新潟県上越市
出 身 大 学：旭川医科大学
趣味・特技：水泳、そろばん、北欧雑貨

すずき　　　くにえ

救急科　鈴木　邦恵

出身地の上越でまた一からがんばっていきたい
と思います。よろしくお願い致します。

抱負：

出　身　地：富山県富山市
出 身 大 学：筑波大学
趣味・特技：ダーツ・手話

ななさわ　　   しげき

総合診療科　七澤　繁樹

上越地区の医療・皆様の生活に貢献できるよう
がんばります。よろしくお願いします。

抱負：

患者様、お一人おひとりを大切にし、
優しい看護を提供します

1.患者中心の看護・介護を推進します
2.医療・看護の充実を図り、医療安全を確保します
3.地域との連携を進めます
4.災害時の医療に備え救急看護の推進を図ります
5.経済性を考えた効率の良い看護を実践します
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