附属施設

昭和大学病院
東急池上線、大井町線 旗の台駅
（東口）下車徒歩３分

昭和大学病院附属東病院
東急池上線、大井町線

旗の台駅（東口）下車徒歩５分

昭和大学病院 [中央棟]
９Ｆ 病棟
８Ｆ 病棟
会議室、教育研修室、歯科、学生・職員ラウンジ、
７Ｆ 臨床試験支援センター、病院長室、多目的室
看護部長室、看護部、臨床研修医控室
６Ｆ 手術室、ICU

昭和大学病院 [入院棟]
17Ｆ 会議室、レストラン、院内学級、患者図書室
16Ｆ 病棟（特別病棟）
15Ｆ 病棟
14Ｆ 病棟
13Ｆ 病棟
12Ｆ 病棟
11Ｆ 病棟
10Ｆ 病棟
９Ｆ 病棟
８Ｆ 病棟
７Ｆ 病棟
６Ｆ 病棟
５Ｆ

病棟（産科、MFICU）
総合周産期母子医療センター 産科部門

病棟（小児科、小児外科、NICU）
４Ｆ 小児医療センター
総合周産期母子医療センター 新生児部門
３Ｆ

病棟（小児科、小児外科）
小児医療センター

５Ｆ

血液浄化センター、外来手術室、ICU 入口
輸血センター（自己採血室）、臨床病理検査室

４Ｆ

外来（整形外科、形成外科、産婦人科
耳鼻咽喉科、小児科、小児外科、泌尿器科、内科）
緩和ケアセンター、腫瘍センター
頭頸部腫瘍センター、採血・採尿室

外来（内科、外科、脳神経外科、皮膚科、リハビ
リテーション科）、心血管リハ室、
３Ｆ 循環器センター
消化器センター、呼吸器センター、
ブレストセンター、採血・採尿室
連絡通路（←入院棟へ）
生理機能検査（心電図、聴力、呼吸機能、
２Ｆ 筋電図、平衡機能）
放射線室（X 線検査、MRI 検査、CT 検査、
DR テレビ検査、血管造影検査）
救急入口、中央棟入口
総合受付、医療連携室、初診受付、諸法受付、
外来会計、入院受付、入院会計、総合相談センター、
文書受付、
１Ｆ
救命救急センター（外来・病棟）、防災センター、
タリーズコーヒー、ローソン、管理課、ｸｵﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
課、医事課、医療推進課
医療安全管理部門、感染管理部門、褥瘡ケアセンター
放射線室（核医学検査・治療部）
、結石破砕室、
Ｂ１ 薬局、内視鏡センター、超音波センター、
生理機能検査（脳波）
Ｂ２

霊安室、駐車場、解剖室、診療録管理室、
物品管理室、中央材料室、連絡通路（入院棟へ←）

Ｂ３ 駐車場、中央棟監視室、職員更衣室

昭和大学病院附属東病院
６Ｆ 病棟（特別病棟）

２Ｆ 病棟（CCU）
、ローソン、連絡通路 （中央棟へ→）

５Ｆ 病棟

１Ｆ 防災センター

４Ｆ 病棟

入院棟入口、入院棟面会受付、臨床講堂
Ｂ１
リハビリテーションセンター

３Ｆ 病棟

駐車場、車輌連絡通路、栄養科、臨床工学室、連
Ｂ２
絡通路（中央棟へ→）
Ｂ３ 入院棟監視室

病棟、神経内科外来、
ペインクリニック
２Ｆ
糖尿病・代謝・内分泌内科外来、精神・神経科外
来、臨床検査室、放射線検査室、食堂
眼科外来、整形外科外来、リハビリテーション室、
薬局、総合受付、
１Ｆ 医療安全管理部門、感染管理部門、管理課
夜間・救急受付、ローソン、初診受付、外来会計、
入院センター、診療録管理室
Ｂ１ 手術室、駐車場
Ｂ２ 霊安室、駐車場、DR テレビ検査室、栄養科、監視室

附属施設

藤が丘病院

藤が丘リハビリテーション病院

東急田園都市線藤が丘駅下車徒歩３分

東急田園都市線藤が丘駅下車徒歩２分

藤が丘病院 [Ｂ棟]
７Ｆ 当直室、臨床研修医控室、ラウンジ
６Ｆ 臨床講堂、会議室
５Ｆ 病棟（消化器センター、形成外科、皮膚科）
４Ｆ 病棟（こどもセンター）
３Ｆ ER、救命救急センター、高気圧酸素治療室
２Ｆ

外来（放射線科）、
放射線室（一般撮影・透視・血管撮影・放射線治療）

１Ｆ RI 室（核医学）

藤が丘病院 [Ｃ棟]
３Ｆ 教授室、医長室
２Ｆ

藤が丘病院 [Ａ棟]
９Ｆ 病棟、リハビリテーション室、当直室

准教授室、講師室、研究室（生化学）、
学生用ロッカー室

１Ｆ 臨床講堂、研究室、会議室、総合医局

８Ｆ 病棟（呼吸器センター、腎臓内科）

Ｂ１ 図書室、臨床病理検査室、学生控室

７Ｆ 病棟（循環器センター、脳神経センター）

Ｂ２ 職員用ロッカー室

６Ｆ 病棟（整形外科、泌尿器科）

藤が丘リハビリテーション病院

５Ｆ 病棟（消化器センター）
病棟（こどもセンター、糖尿病・代謝・内分泌科、
４Ｆ 腫瘍内科、血液内科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、産
婦人科、分娩室、新生児室）

病棟（眼科、リハビリテーション科、内科、
４Ｆ 整形外科他）医師当直室、師長当直室、
心臓リハビリテーション室

病棟（救命救急センター専用病棟）、
３Ｆ 心臓カテーテル室、集中治療センター、EIU、
手術室、臨床病理検査室

病棟（回復期リハビリテーション病棟）
３Ｆ 介助浴室、手術室、 検査室、第２会議室、
サプライ

外来（内科、小児科、精神神経科、外科、
心臓血管外科、脳神経センター、整形外科、
形成外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、
２Ｆ 皮膚科）
検査受付（採血・採尿）、検査説明コーナー、
放射線診断受付、レントゲン受付、
総合相談センター、保険確認受付、腫瘍センター
総合受付、初診受付、再診受付（再来受付機）
、
会計センター、予約センター、入院センター、
コンピューター室、診療情報管理室、
医療連携推進室、生理機能検査室、
透析センター、内視鏡センター、
１Ｆ
歯科・歯科口腔外科外来、院長室、
看護部長室、看護部、事務部長室、
管理課・医事課、医療安全管理室、感染管理室、
臨床試験支援室、電話交換台、守衛室、
カフェテリア、売店
放射線室（MRI 室・CT 室）臨床病理検査室、
Ｂ１Ｆ 臨床工学室、薬局、栄養科、血液センター、
防災センター、洗濯室、食堂、霊安室、解剖室

病棟（整形外科、リハビリテーション科、
内科他）
２Ｆ
第１会議室、院長室、看護部、総合医局、
研修室、学生控室
１Ｆ

病棟（回復期リハビリテーション病棟）
外来診察室（眼科）
、機能訓練室

運動療法・機能訓練室、作業療法室、ADL 室、
負荷機能検査室、生理検査室、放射線室、
外来診察室（リハビリテーション科、整形外科・
ＧＦ
内科・小児科）、警備室、食堂、厨房、栄養科、
売店、言語聴覚療法室、補装具工作室、
総合相談センター、管理課

ＢＦ

防災センター、カルテ庫、洗濯室、霊安室、
診療情報開示室、駐車場、薬局

附属施設

昭和大学横浜市北部病院
横浜市営地下鉄センター南駅下車徒歩７分

南棟

豊洲クリニック
・地下鉄有楽町線 豊洲駅下車
出口６－ｂ番 正面３階
・ゆりかもめ 豊洲駅直結
[豊洲シエルタワー３階]

烏

山

病

京王線千歳烏山駅北口下車
徒歩 10 分

院

横浜市北部病院［中央棟］
９Ｆ

レストラン、総合医局、臨床試験支援室、
会議室、院長室、看護部長室、事務部長室

８～５Ｆ 病棟（一般）
４Ｆ

病棟（産婦人科、分娩室、NICU、GCU、小児科）

３Ｆ

手術室、集中治療室、救急病棟、臨床病理検査室、
ペインクリニック、臨床工学室、周術期外来

２Ｆ

外来(呼吸器Ｃ、消化器Ｃ、循環器Ｃ、内、外、
脳神経、形成、メンタル)、中央処置室、
外来化学療法室
生理機能検査室、内視鏡室、血液浄化室
リハビリテーション室、医療福祉相談室
（西棟へ→）

１Ｆ

総合案内、総合相談センター、
初診受付・地域医療連携事務室
外来(小児、整形、皮膚、眼、耳鼻、産婦人、
泌尿器、女骨再Ｃ）
放射線診断部門、管理課・医事課、会計、売
店、喫茶室

Ｂ１

放射線治療部門、救急外来、防災センター、
中央監視室

Ｂ２

薬局、中央材料室、物品管理室、栄養科、
ベッドセンター

Ｂ３

霊安室、解剖室、廃棄物センター、駐車場
（西棟へ→）

横浜市北部病院［西棟］
４Ｆ

産科病棟（マタニティハウス）、講堂

３Ｆ

病棟（認知症）、産科外来（マタニティハウス）
、
スキルスラボ２、ファミリーホール、会議室

２Ｆ

病棟（メンタル）
、人間ドック（受付）、歯科室、
医療情報室、診療録管理室、診療責任者室、
スキルスラボ、インテリジェント・ラウンジ

（中央棟へ→）
１Ｆ

病棟（緩和ケア）、人間ドック、図書室

Ｂ１

駐車場

Ｂ２

駐車場

Ｂ３

駐車場

（中央棟へ→）

豊洲クリニック
外来（内科、眼科、小児科、美容・形成外科、耳鼻咽喉科、婦人科、乳腺外科）
検査室、放射線検査室、受付・会計、院長室、医局、看護室、事務室

烏山病院 [中央棟]
４Ｆ

烏山病院 [入院棟]

Ｃ４病棟、集会室

４Ｆ

Ａ４病棟、Ｂ４病棟

３Ｆ

Ｃ３病棟、集会室、在宅訓練室
学生カンファレンスルーム

３Ｆ

Ａ３病棟、Ｂ３病棟

２Ｆ

２Ｆ

図書・資料室、薬局、診療録管理室、
医療安全管理室・感染対策室、診療部室、病院長
室、教授室、事務長室、看護部長室、看護部、会
議室、コンピューター室、当直室 (入院棟連絡通路)

薬理学講座（臨床薬理学部門）、臨床薬理研究所、
発達障害医療研究所、発達障害外来、脳画像研究室、脳機能検
査室、交流ラウンジ SAKURA、総合医局、応接室、セミナー室、
会議室、デイルーム、GL 室、SGL 室、ECT 室、
（中央棟連絡通路）

１Ｆ

精神科外来、内科外来、歯科・歯科口腔外科外来、内視
鏡室、会計、メディカルサポートセンター、事務室、防
災センター

１Ｆ

精神科救急外来、カルテ室、学生／職員食堂、栄養科、
喫茶／売店、訪問看護室、中央監視室、作業療法室、
美容室、職員／学生更衣室、MRI 室

Ｂ１

検査室、CT 室、レントゲン室、物品管理室

烏山病院 [リハビリテーションセンター]
２Ｆ

リハビリテーションセンター食堂、活動室

１Ｆ

リハビリテーションセンター受付、活動室

附属施設

昭和大学江東豊洲病院
東京メトロ有楽町線 豊洲駅
（6b 出口）下車徒歩 6 分

昭和大学江東豊洲病院
９Ｆ

豊洲ラウンジ、ドクターズルーム、講堂、医療情
報室

８Ｆ 病棟
７Ｆ 病棟
６Ｆ 病棟
５Ｆ 病棟（周産期・こども）
４Ｆ 手術室、ICU・CCU
３Ｆ

内視鏡室、血液浄化室、リハビリテーション室、
薬局、物品管理室、ベッドセンター、中央材料室、
臨床工学（ＣＥ）室、病理検査室、輸血検査室、
院長室、看護部、事務室、更衣室、当直室

２Ｆ

外来、生理機能検査室、採血室、処置センター、
化学療法室

防災センター、時間外・救急受付、救急外来、救
１Ｆ 急病棟、放射線、患者サポートセンター、総合受
付、初診・会計、コンビニ、カフェ
Ｂ１ 解剖室、霊安室、栄養科、廃棄物庫、駐車場

