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■ 診療時間：8:30 ～ 11:30
■ 休診：土曜・日曜・祝日
■ 診療科目： 内科・消化器内科・消化器外科・泌尿器科
救急科など全30科目
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鏡手術、ダヴィンチを用いた手術

若林 直樹 Naoki Wakabayashi

「呼吸不全の患者さんを積極的に
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早期発見、早期治療が可能になり

消化器外科領域のがん手術に精通する平井健次郎医長。
高度鏡視下手術トレーニングセンターの指導医でもある

今日も地域医療に貢献している。

最先端の医療を提供することで、

■ 企画・製作：
（株）アミリレーションズ Tel.03-6276-3633
■ 取材・文責：大塚一樹

最新ロボット手術で、
市民のがん治療に貢献する。
市立大津市民病院は、大津市を中心とする地域の医療拠点として機能している。救急医療、腹腔鏡手術、
ロボット手術などの先進のがん医療を手がける同院の若林直樹院長、各科のエキスパートである医師に話を聞いた。
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