
無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 

          日本総合病院精神医学会 無床委員会 
 連絡先 がん研有明病院 緩和治療科 佐伯吉規 

TEL;03-3520-0111（病院代表）, E-mail;surfsideup@gmail.com    



無床リエゾンチームカフェのご案内 

 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 
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 清秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 29 年 11 月 17 日、18 日に日本総合病院精神医学会総会を富山で開催するにあたり、
リエゾンチーム加算を取得している無床総合病院精神科医に来ていただき、チームの結成や加算を
取得するまでの過程、そのノウハウについて共有する懇親の場としての「無床リエゾンチームカフ
ェ」をなるものを無床委員会により企画いたしました。無床精神科医のみならず、そのほかのメデ
ィカルスタッフや有床総合病院精神科医の方々とも広く意⾒交換を⾏いたいと思っております。 
 
・・・総合入院体制加算２の新設は、いわゆる「無床精神科医」の地位向上にとって「追い風」とな
るはずだったのですが、現状としては認知症ケアチーム加算を取得している病院がほとんどであり
ます。これは認知症ケアチーム加算の要件は「認知症サポート医研修を修了している医師なら科は
問わない」というものであり、リエゾンチームより認知症ケアチームの取得の方が容易であるとい
う背景に由来するものです。これでは「無床精神科医」の増員は困難であるといわざるを得ません。 
 そのような背景の中、このようなカフェスタイルという話し合いの場を設けました。 
 
日時；平成 29 年 11 月 17 日（⾦） 総会 1 日目 14 時から 16 時 
場所；富⼭県⺠会館 7 階 704 号室 http://www.bunka-toyama.jp/kenminkaikan/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



・事前申し込みは不要。自由に出入り可能です。恐れいりますが、本会の参加につきましては大会総
会参加申し込みが必要です。 
（当日参加費用 12000 円；学会総会 HP：http://www2.c-linkage.co.jp/jsghp30/） 
・ゴミ類を持ち帰っていただければ、飲食物の持ち込みは可能です。なお、スターバックスからコー
ヒーを用意することを現在検討しております。 
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