
工　　期：令和４年１月～令和４年８月３１日工　　期：令和４年１月～令和４年８月３１日工　　期：令和４年１月～令和４年８月３１日工　　期：令和４年１月～令和４年８月３１日工　　期：令和４年１月～令和４年８月３１日工　　期：令和４年１月～令和４年８月３１日工　　期：令和４年１月～令和４年８月３１日

：既存建物を示す：既存建物を示す：既存建物を示す：既存建物を示す：既存建物を示す：既存建物を示す：既存建物を示す

案 内 図  S=Non Scale案 内 図  S=Non Scale案 内 図  S=Non Scale案 内 図  S=Non Scale案 内 図  S=Non Scale案 内 図  S=Non Scale案 内 図  S=Non Scale

工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所工事場所

大橋大橋大橋大橋大橋大橋大橋

澱橋澱橋澱橋澱橋澱橋澱橋澱橋

北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅

仲の瀬橋仲の瀬橋仲の瀬橋仲の瀬橋仲の瀬橋仲の瀬橋仲の瀬橋

（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）

（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）

（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通） 一
番

町
一

番
町

一
番
町

一
番
町

一
番
町

一
番
町

一
番
町

仙台市役所仙台市役所仙台市役所仙台市役所仙台市役所仙台市役所仙台市役所
宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁

地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄

（4号線）（4号線）（4号線）（4号線）（4号線）（4号線）（4号線）医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部

星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地

歯学部歯学部歯学部歯学部歯学部歯学部歯学部

仙台市青葉区星陵町１－１仙台市青葉区星陵町１－１仙台市青葉区星陵町１－１仙台市青葉区星陵町１－１仙台市青葉区星陵町１－１仙台市青葉区星陵町１－１仙台市青葉区星陵町１－１
（東北大学星陵団地構内）（東北大学星陵団地構内）（東北大学星陵団地構内）（東北大学星陵団地構内）（東北大学星陵団地構内）（東北大学星陵団地構内）（東北大学星陵団地構内）

１９６３．Ｒ２．２７０㎡１９６３．Ｒ２．２７０㎡１９６３．Ｒ２．２７０㎡１９６３．Ｒ２．２７０㎡１９６３．Ｒ２．２７０㎡１９６３．Ｒ２．２７０㎡１９６３．Ｒ２．２７０㎡

１９６５．Ｒ１．５１㎡１９６５．Ｒ１．５１㎡１９６５．Ｒ１．５１㎡１９６５．Ｒ１．５１㎡１９６５．Ｒ１．５１㎡１９６５．Ｒ１．５１㎡１９６５．Ｒ１．５１㎡

１９７４．Ｒ５．４，６７７㎡１９７４．Ｒ５．４，６７７㎡１９７４．Ｒ５．４，６７７㎡１９７４．Ｒ５．４，６７７㎡１９７４．Ｒ５．４，６７７㎡１９７４．Ｒ５．４，６７７㎡１９７４．Ｒ５．４，６７７㎡

１９７４．Ｒ１１．１１，８２０㎡１９７４．Ｒ１１．１１，８２０㎡１９７４．Ｒ１１．１１，８２０㎡１９７４．Ｒ１１．１１，８２０㎡１９７４．Ｒ１１．１１，８２０㎡１９７４．Ｒ１１．１１，８２０㎡１９７４．Ｒ１１．１１，８２０㎡

２００３．ＳＲ１０－１．２００３．ＳＲ１０－１．２００３．ＳＲ１０－１．２００３．ＳＲ１０－１．２００３．ＳＲ１０－１．２００３．ＳＲ１０－１．２００３．ＳＲ１０－１．
８，７５４㎡８，７５４㎡８，７５４㎡８，７５４㎡８，７５４㎡８，７５４㎡８，７５４㎡

２０１３．２０１３．２０１３．２０１３．２０１３．２０１３．２０１３．
Ｒ２．Ｒ２．Ｒ２．Ｒ２．Ｒ２．Ｒ２．Ｒ２．
６００㎡６００㎡６００㎡６００㎡６００㎡６００㎡６００㎡

２０１５.２０１５.２０１５.２０１５.２０１５.２０１５.２０１５.
Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２

２００８２００８２００８２００８２００８２００８２００８

１９７９．Ｒ５－１．１５，６４０㎡１９７９．Ｒ５－１．１５，６４０㎡１９７９．Ｒ５－１．１５，６４０㎡１９７９．Ｒ５－１．１５，６４０㎡１９７９．Ｒ５－１．１５，６４０㎡１９７９．Ｒ５－１．１５，６４０㎡１９７９．Ｒ５－１．１５，６４０㎡
１９９８．１９９８．１９９８．１９９８．１９９８．１９９８．１９９８．
Ｓ４．Ｓ４．Ｓ４．Ｓ４．Ｓ４．Ｓ４．Ｓ４．
２，１２１㎡２，１２１㎡２，１２１㎡２，１２１㎡２，１２１㎡２，１２１㎡２，１２１㎡

２０１６．Ｓ１．８㎡２０１６．Ｓ１．８㎡２０１６．Ｓ１．８㎡２０１６．Ｓ１．８㎡２０１６．Ｓ１．８㎡２０１６．Ｓ１．８㎡２０１６．Ｓ１．８㎡

１９８８．Ｒ１．２９㎡１９８８．Ｒ１．２９㎡１９８８．Ｒ１．２９㎡１９８８．Ｒ１．２９㎡１９８８．Ｒ１．２９㎡１９８８．Ｒ１．２９㎡１９８８．Ｒ１．２９㎡

１９８２．１９８２．１９８２．１９８２．１９８２．１９８２．１９８２．
ＳＲ７．ＳＲ７．ＳＲ７．ＳＲ７．ＳＲ７．ＳＲ７．ＳＲ７．
５，２８９㎡５，２８９㎡５，２８９㎡５，２８９㎡５，２８９㎡５，２８９㎡５，２８９㎡

２００７．２００７．２００７．２００７．２００７．２００７．２００７．
Ｓ１．Ｓ１．Ｓ１．Ｓ１．Ｓ１．Ｓ１．Ｓ１．
３６㎡３６㎡３６㎡３６㎡３６㎡３６㎡３６㎡

２００３．２００３．２００３．２００３．２００３．２００３．２００３．
Ｓ１．Ｓ１．Ｓ１．Ｓ１．Ｓ１．Ｓ１．Ｓ１．
２２７㎡２２７㎡２２７㎡２２７㎡２２７㎡２２７㎡２２７㎡

１９７９．Ｒ４．１９７９．Ｒ４．１９７９．Ｒ４．１９７９．Ｒ４．１９７９．Ｒ４．１９７９．Ｒ４．１９７９．Ｒ４．
７８４㎡７８４㎡７８４㎡７８４㎡７８４㎡７８４㎡７８４㎡

１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．
Ｓ３．３３㎡Ｓ３．３３㎡Ｓ３．３３㎡Ｓ３．３３㎡Ｓ３．３３㎡Ｓ３．３３㎡Ｓ３．３３㎡

１９８５．Ｒ２．１９８５．Ｒ２．１９８５．Ｒ２．１９８５．Ｒ２．１９８５．Ｒ２．１９８５．Ｒ２．１９８５．Ｒ２．
４０４㎡４０４㎡４０４㎡４０４㎡４０４㎡４０４㎡４０４㎡

１９９５．ＳＲ６．２，２８４㎡１９９５．ＳＲ６．２，２８４㎡１９９５．ＳＲ６．２，２８４㎡１９９５．ＳＲ６．２，２８４㎡１９９５．ＳＲ６．２，２８４㎡１９９５．ＳＲ６．２，２８４㎡１９９５．ＳＲ６．２，２８４㎡

２００１２００１２００１２００１２００１２００１２００１
Ｓ１Ｓ１Ｓ１Ｓ１Ｓ１Ｓ１Ｓ１

１４６㎡１４６㎡１４６㎡１４６㎡１４６㎡１４６㎡１４６㎡

２００４２００４２００４２００４２００４２００４２００４
Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２

４９７㎡４９７㎡４９７㎡４９７㎡４９７㎡４９７㎡４９７㎡

１９７４．Ｂ１．７４㎡１９７４．Ｂ１．７４㎡１９７４．Ｂ１．７４㎡１９７４．Ｂ１．７４㎡１９７４．Ｂ１．７４㎡１９７４．Ｂ１．７４㎡１９７４．Ｂ１．７４㎡

１９８８．Ｒ９－１．１９８８．Ｒ９－１．１９８８．Ｒ９－１．１９８８．Ｒ９－１．１９８８．Ｒ９－１．１９８８．Ｒ９－１．１９８８．Ｒ９－１．
７，９６０㎡７，９６０㎡７，９６０㎡７，９６０㎡７，９６０㎡７，９６０㎡７，９６０㎡

１９８３．Ｒ３－１．１９８３．Ｒ３－１．１９８３．Ｒ３－１．１９８３．Ｒ３－１．１９８３．Ｒ３－１．１９８３．Ｒ３－１．１９８３．Ｒ３－１．
４，０２５㎡４，０２５㎡４，０２５㎡４，０２５㎡４，０２５㎡４，０２５㎡４，０２５㎡

１９９０．Ｓ１．７１㎡１９９０．Ｓ１．７１㎡１９９０．Ｓ１．７１㎡１９９０．Ｓ１．７１㎡１９９０．Ｓ１．７１㎡１９９０．Ｓ１．７１㎡１９９０．Ｓ１．７１㎡

１９７９．Ｓ１．１９７９．Ｓ１．１９７９．Ｓ１．１９７９．Ｓ１．１９７９．Ｓ１．１９７９．Ｓ１．１９７９．Ｓ１．
１，４５２㎡１，４５２㎡１，４５２㎡１，４５２㎡１，４５２㎡１，４５２㎡１，４５２㎡

２０１７．ＳＲ５－１．２０１７．ＳＲ５－１．２０１７．ＳＲ５－１．２０１７．ＳＲ５－１．２０１７．ＳＲ５－１．２０１７．ＳＲ５－１．２０１７．ＳＲ５－１．
１６，０４５㎡１６，０４５㎡１６，０４５㎡１６，０４５㎡１６，０４５㎡１６，０４５㎡１６，０４５㎡

２０１１．Ｒ６．２０１１．Ｒ６．２０１１．Ｒ６．２０１１．Ｒ６．２０１１．Ｒ６．２０１１．Ｒ６．２０１１．Ｒ６．
３，０５７㎡３，０５７㎡３，０５７㎡３，０５７㎡３，０５７㎡３，０５７㎡３，０５７㎡

２００７．Ｓ１．３３㎡２００７．Ｓ１．３３㎡２００７．Ｓ１．３３㎡２００７．Ｓ１．３３㎡２００７．Ｓ１．３３㎡２００７．Ｓ１．３３㎡２００７．Ｓ１．３３㎡

２００７．Ｓ２．４７４㎡２００７．Ｓ２．４７４㎡２００７．Ｓ２．４７４㎡２００７．Ｓ２．４７４㎡２００７．Ｓ２．４７４㎡２００７．Ｓ２．４７４㎡２００７．Ｓ２．４７４㎡

２０１１．Ｓ２．９９８㎡２０１１．Ｓ２．９９８㎡２０１１．Ｓ２．９９８㎡２０１１．Ｓ２．９９８㎡２０１１．Ｓ２．９９８㎡２０１１．Ｓ２．９９８㎡２０１１．Ｓ２．９９８㎡

１９７２．Ｂ１．２１㎡１９７２．Ｂ１．２１㎡１９７２．Ｂ１．２１㎡１９７２．Ｂ１．２１㎡１９７２．Ｂ１．２１㎡１９７２．Ｂ１．２１㎡１９７２．Ｂ１．２１㎡

２００５．Ｗ１２００５．Ｗ１２００５．Ｗ１２００５．Ｗ１２００５．Ｗ１２００５．Ｗ１２００５．Ｗ１
２０㎡２０㎡２０㎡２０㎡２０㎡２０㎡２０㎡

２０１４．Ｒ６．２，１２９㎡２０１４．Ｒ６．２，１２９㎡２０１４．Ｒ６．２，１２９㎡２０１４．Ｒ６．２，１２９㎡２０１４．Ｒ６．２，１２９㎡２０１４．Ｒ６．２，１２９㎡２０１４．Ｒ６．２，１２９㎡

１９８８．Ｒ１．９１㎡１９８８．Ｒ１．９１㎡１９８８．Ｒ１．９１㎡１９８８．Ｒ１．９１㎡１９８８．Ｒ１．９１㎡１９８８．Ｒ１．９１㎡１９８８．Ｒ１．９１㎡

１９８３．Ｒ１．４１５㎡１９８３．Ｒ１．４１５㎡１９８３．Ｒ１．４１５㎡１９８３．Ｒ１．４１５㎡１９８３．Ｒ１．４１５㎡１９８３．Ｒ１．４１５㎡１９８３．Ｒ１．４１５㎡

２００８．Ｓ２．３６０㎡２００８．Ｓ２．３６０㎡２００８．Ｓ２．３６０㎡２００８．Ｓ２．３６０㎡２００８．Ｓ２．３６０㎡２００８．Ｓ２．３６０㎡２００８．Ｓ２．３６０㎡

１９８５．Ｂ１．１９８５．Ｂ１．１９８５．Ｂ１．１９８５．Ｂ１．１９８５．Ｂ１．１９８５．Ｂ１．１９８５．Ｂ１．
１０㎡１０㎡１０㎡１０㎡１０㎡１０㎡１０㎡

１９８５．Ｓ１．１９８５．Ｓ１．１９８５．Ｓ１．１９８５．Ｓ１．１９８５．Ｓ１．１９８５．Ｓ１．１９８５．Ｓ１．
３２㎡３２㎡３２㎡３２㎡３２㎡３２㎡３２㎡

２００７．Ｓ１．９６㎡２００７．Ｓ１．９６㎡２００７．Ｓ１．９６㎡２００７．Ｓ１．９６㎡２００７．Ｓ１．９６㎡２００７．Ｓ１．９６㎡２００７．Ｓ１．９６㎡

２００４．Ｓ２．４８９㎡２００４．Ｓ２．４８９㎡２００４．Ｓ２．４８９㎡２００４．Ｓ２．４８９㎡２００４．Ｓ２．４８９㎡２００４．Ｓ２．４８９㎡２００４．Ｓ２．４８９㎡

２００６．ＳＲ１８－２．２００６．ＳＲ１８－２．２００６．ＳＲ１８－２．２００６．ＳＲ１８－２．２００６．ＳＲ１８－２．２００６．ＳＲ１８－２．２００６．ＳＲ１８－２．
３７，０４４㎡３７，０４４㎡３７，０４４㎡３７，０４４㎡３７，０４４㎡３７，０４４㎡３７，０４４㎡

２０００．ＳＲ１８－２．２０００．ＳＲ１８－２．２０００．ＳＲ１８－２．２０００．ＳＲ１８－２．２０００．ＳＲ１８－２．２０００．ＳＲ１８－２．２０００．ＳＲ１８－２．
４３，７１０㎡４３，７１０㎡４３，７１０㎡４３，７１０㎡４３，７１０㎡４３，７１０㎡４３，７１０㎡

２００９．ＲＳ５－１．２００９．ＲＳ５－１．２００９．ＲＳ５－１．２００９．ＲＳ５－１．２００９．ＲＳ５－１．２００９．ＲＳ５－１．２００９．ＲＳ５－１．
１２，１７７㎡１２，１７７㎡１２，１７７㎡１２，１７７㎡１２，１７７㎡１２，１７７㎡１２，１７７㎡１９９０．１９９０．１９９０．１９９０．１９９０．１９９０．１９９０．

ＳＲ５－２．ＳＲ５－２．ＳＲ５－２．ＳＲ５－２．ＳＲ５－２．ＳＲ５－２．ＳＲ５－２．
７，９７１㎡７，９７１㎡７，９７１㎡７，９７１㎡７，９７１㎡７，９７１㎡７，９７１㎡ １９８４．ＳＲ４－１．１９８４．ＳＲ４－１．１９８４．ＳＲ４－１．１９８４．ＳＲ４－１．１９８４．ＳＲ４－１．１９８４．ＳＲ４－１．１９８４．ＳＲ４－１．

４，８５２㎡４，８５２㎡４，８５２㎡４，８５２㎡４，８５２㎡４，８５２㎡４，８５２㎡

２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡

２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡２００４．Ｓ１．８㎡

２００４．Ｓ１．４㎡２００４．Ｓ１．４㎡２００４．Ｓ１．４㎡２００４．Ｓ１．４㎡２００４．Ｓ１．４㎡２００４．Ｓ１．４㎡２００４．Ｓ１．４㎡

２００２・２００３　２００２・２００３　２００２・２００３　２００２・２００３　２００２・２００３　２００２・２００３　２００２・２００３　
Ｓ２．１，０７６㎡Ｓ２．１，０７６㎡Ｓ２．１，０７６㎡Ｓ２．１，０７６㎡Ｓ２．１，０７６㎡Ｓ２．１，０７６㎡Ｓ２．１，０７６㎡

１９６５．Ｂ１．１９６５．Ｂ１．１９６５．Ｂ１．１９６５．Ｂ１．１９６５．Ｂ１．１９６５．Ｂ１．１９６５．Ｂ１．
５９㎡５９㎡５９㎡５９㎡５９㎡５９㎡５９㎡

１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡

１９７７．Ｂ１．１９７７．Ｂ１．１９７７．Ｂ１．１９７７．Ｂ１．１９７７．Ｂ１．１９７７．Ｂ１．１９７７．Ｂ１．
２６㎡２６㎡２６㎡２６㎡２６㎡２６㎡２６㎡

２００４．Ｓ２．２００４．Ｓ２．２００４．Ｓ２．２００４．Ｓ２．２００４．Ｓ２．２００４．Ｓ２．２００４．Ｓ２．
４５１㎡４５１㎡４５１㎡４５１㎡４５１㎡４５１㎡４５１㎡

１９８４．Ｒ４－１．１９８４．Ｒ４－１．１９８４．Ｒ４－１．１９８４．Ｒ４－１．１９８４．Ｒ４－１．１９８４．Ｒ４－１．１９８４．Ｒ４－１．
１，６０１㎡１，６０１㎡１，６０１㎡１，６０１㎡１，６０１㎡１，６０１㎡１，６０１㎡

１９６３.１９６３.１９６３.１９６３.１９６３.１９６３.１９６３.
Ｒ１．２０６㎡Ｒ１．２０６㎡Ｒ１．２０６㎡Ｒ１．２０６㎡Ｒ１．２０６㎡Ｒ１．２０６㎡Ｒ１．２０６㎡

１９８３．Ｓ２．３０１㎡１９８３．Ｓ２．３０１㎡１９８３．Ｓ２．３０１㎡１９８３．Ｓ２．３０１㎡１９８３．Ｓ２．３０１㎡１９８３．Ｓ２．３０１㎡１９８３．Ｓ２．３０１㎡

２００９．Ｒ４．２００９．Ｒ４．２００９．Ｒ４．２００９．Ｒ４．２００９．Ｒ４．２００９．Ｒ４．２００９．Ｒ４．
１９７６．Ｒ２．１９７６．Ｒ２．１９７６．Ｒ２．１９７６．Ｒ２．１９７６．Ｒ２．１９７６．Ｒ２．１９７６．Ｒ２．
７３３㎡７３３㎡７３３㎡７３３㎡７３３㎡７３３㎡７３３㎡

２０１１．Ｓ２．９９９㎡２０１１．Ｓ２．９９９㎡２０１１．Ｓ２．９９９㎡２０１１．Ｓ２．９９９㎡２０１１．Ｓ２．９９９㎡２０１１．Ｓ２．９９９㎡２０１１．Ｓ２．９９９㎡ １９９８．Ｓ２．７８８㎡１９９８．Ｓ２．７８８㎡１９９８．Ｓ２．７８８㎡１９９８．Ｓ２．７８８㎡１９９８．Ｓ２．７８８㎡１９９８．Ｓ２．７８８㎡１９９８．Ｓ２．７８８㎡

Ｐ２２台Ｐ２２台Ｐ２２台Ｐ２２台Ｐ２２台Ｐ２２台Ｐ２２台
Ｐ８台Ｐ８台Ｐ８台Ｐ８台Ｐ８台Ｐ８台Ｐ８台

Ｐ３台Ｐ３台Ｐ３台Ｐ３台Ｐ３台Ｐ３台Ｐ３台

Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台

Ｐ３３台Ｐ３３台Ｐ３３台Ｐ３３台Ｐ３３台Ｐ３３台Ｐ３３台

Ｐ９台Ｐ９台Ｐ９台Ｐ９台Ｐ９台Ｐ９台Ｐ９台

Ｐ９台Ｐ９台Ｐ９台Ｐ９台Ｐ９台Ｐ９台Ｐ９台

Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台

Ｐ６０台Ｐ６０台Ｐ６０台Ｐ６０台Ｐ６０台Ｐ６０台Ｐ６０台

Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台

Ｐ９８台Ｐ９８台Ｐ９８台Ｐ９８台Ｐ９８台Ｐ９８台Ｐ９８台

Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ２０台Ｐ２０台Ｐ２０台Ｐ２０台Ｐ２０台Ｐ２０台Ｐ２０台

Ｐ５台Ｐ５台Ｐ５台Ｐ５台Ｐ５台Ｐ５台Ｐ５台

Ｐ２１台Ｐ２１台Ｐ２１台Ｐ２１台Ｐ２１台Ｐ２１台Ｐ２１台

Ｐ１１台Ｐ１１台Ｐ１１台Ｐ１１台Ｐ１１台Ｐ１１台Ｐ１１台

Ｐ４台Ｐ４台Ｐ４台Ｐ４台Ｐ４台Ｐ４台Ｐ４台Ｐ１４台Ｐ１４台Ｐ１４台Ｐ１４台Ｐ１４台Ｐ１４台Ｐ１４台

Ｐ２台Ｐ２台Ｐ２台Ｐ２台Ｐ２台Ｐ２台Ｐ２台

Ｐ７台Ｐ７台Ｐ７台Ｐ７台Ｐ７台Ｐ７台Ｐ７台

Ｐ８３台Ｐ８３台Ｐ８３台Ｐ８３台Ｐ８３台Ｐ８３台Ｐ８３台

Ｐ１１台Ｐ１１台Ｐ１１台Ｐ１１台Ｐ１１台Ｐ１１台Ｐ１１台

Ｐ４台Ｐ４台Ｐ４台Ｐ４台Ｐ４台Ｐ４台Ｐ４台

Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台Ｐ１０台

Ｐ２台Ｐ２台Ｐ２台Ｐ２台Ｐ２台Ｐ２台Ｐ２台

池池池池池池池

Ｐ４０台Ｐ４０台Ｐ４０台Ｐ４０台Ｐ４０台Ｐ４０台Ｐ４０台

立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場
Ｐ３０６台Ｐ３０６台Ｐ３０６台Ｐ３０６台Ｐ３０６台Ｐ３０６台Ｐ３０６台

立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場
Ｐ８７台Ｐ８７台Ｐ８７台Ｐ８７台Ｐ８７台Ｐ８７台Ｐ８７台

立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場
Ｐ１９１台Ｐ１９１台Ｐ１９１台Ｐ１９１台Ｐ１９１台Ｐ１９１台Ｐ１９１台

Ｐ５台Ｐ５台Ｐ５台Ｐ５台Ｐ５台Ｐ５台Ｐ５台

医学部保健学科Ｄ棟医学部保健学科Ｄ棟医学部保健学科Ｄ棟医学部保健学科Ｄ棟医学部保健学科Ｄ棟医学部保健学科Ｄ棟医学部保健学科Ｄ棟
（４３４）（４３４）（４３４）（４３４）（４３４）（４３４）（４３４）

医学部保健学科Ｃ棟医学部保健学科Ｃ棟医学部保健学科Ｃ棟医学部保健学科Ｃ棟医学部保健学科Ｃ棟医学部保健学科Ｃ棟医学部保健学科Ｃ棟
（２２８）（２２８）（２２８）（２２８）（２２８）（２２８）（２２８）

（２２９）（２２９）（２２９）（２２９）（２２９）（２２９）（２２９）
中央倉庫中央倉庫中央倉庫中央倉庫中央倉庫中央倉庫中央倉庫

医学部１号館（実習棟）医学部１号館（実習棟）医学部１号館（実習棟）医学部１号館（実習棟）医学部１号館（実習棟）医学部１号館（実習棟）医学部１号館（実習棟）

医学部１号館(研究棟)医学部１号館(研究棟)医学部１号館(研究棟)医学部１号館(研究棟)医学部１号館(研究棟)医学部１号館(研究棟)医学部１号館(研究棟)

（３３１）（３３１）（３３１）（３３１）（３３１）（３３１）（３３１）

医学系総合研究棟医学系総合研究棟医学系総合研究棟医学系総合研究棟医学系総合研究棟医学系総合研究棟医学系総合研究棟
（３９１）（３９１）（３９１）（３９１）（３９１）（３９１）（３９１）

（３９９）（３９９）（３９９）（３９９）（３９９）（３９９）（３９９）

（３６５）（３６５）（３６５）（３６５）（３６５）（３６５）（３６５）
附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館
医学分館医学分館医学分館医学分館医学分館医学分館医学分館

（３４６）（３４６）（３４６）（３４６）（３４６）（３４６）（３４６）

外来診療棟Ａ外来診療棟Ａ外来診療棟Ａ外来診療棟Ａ外来診療棟Ａ外来診療棟Ａ外来診療棟Ａ

臨床臨床臨床臨床臨床臨床臨床
検査棟検査棟検査棟検査棟検査棟検査棟検査棟

（３８７）（３８７）（３８７）（３８７）（３８７）（３８７）（３８７）

（３９５）（３９５）（３９５）（３９５）（３９５）（３９５）（３９５）

外来診療棟Ｃ外来診療棟Ｃ外来診療棟Ｃ外来診療棟Ｃ外来診療棟Ｃ外来診療棟Ｃ外来診療棟Ｃ（４１９）（４１９）（４１９）（４１９）（４１９）（４１９）（４１９）

東病棟東病棟東病棟東病棟東病棟東病棟東病棟

（４３２）（４３２）（４３２）（４３２）（４３２）（４３２）（４３２）
駐車場管理所駐車場管理所駐車場管理所駐車場管理所駐車場管理所駐車場管理所駐車場管理所

中央診療棟Ｂ中央診療棟Ｂ中央診療棟Ｂ中央診療棟Ｂ中央診療棟Ｂ中央診療棟Ｂ中央診療棟Ｂ
（３７７）（３７７）（３７７）（３７７）（３７７）（３７７）（３７７）

（３６６）（３６６）（３６６）（３６６）（３６６）（３６６）（３６６）
中央診療棟Ａ中央診療棟Ａ中央診療棟Ａ中央診療棟Ａ中央診療棟Ａ中央診療棟Ａ中央診療棟Ａ

（３７８）（３７８）（３７８）（３７８）（３７８）（３７８）（３７８）
ＲＩ排水処理棟ＲＩ排水処理棟ＲＩ排水処理棟ＲＩ排水処理棟ＲＩ排水処理棟ＲＩ排水処理棟ＲＩ排水処理棟

医学部３号館医学部３号館医学部３号館医学部３号館医学部３号館医学部３号館医学部３号館
（３７３）（３７３）（３７３）（３７３）（３７３）（３７３）（３７３） （２６１）（２６１）（２６１）（２６１）（２６１）（２６１）（２６１）

（４１７）（４１７）（４１７）（４１７）（４１７）（４１７）（４１７）

体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館
（３５６）（３５６）（３５６）（３５６）（３５６）（３５６）（３５６）

歯学部車庫歯学部車庫歯学部車庫歯学部車庫歯学部車庫歯学部車庫歯学部車庫（３９７）（３９７）（３９７）（３９７）（３９７）（３９７）（３９７）

（３５１）（３５１）（３５１）（３５１）（３５１）（３５１）（３５１）
渡り廊下Ｃ棟渡り廊下Ｃ棟渡り廊下Ｃ棟渡り廊下Ｃ棟渡り廊下Ｃ棟渡り廊下Ｃ棟渡り廊下Ｃ棟

医学部４号館医学部４号館医学部４号館医学部４号館医学部４号館医学部４号館医学部４号館
（３８４）（３８４）（３８４）（３８４）（３８４）（３８４）（３８４）

（３９０）（３９０）（３９０）（３９０）（３９０）（３９０）（３９０）

（３４１）（３４１）（３４１）（３４１）（３４１）（３４１）（３４１）厚生施設厚生施設厚生施設厚生施設厚生施設厚生施設厚生施設

（３３２）（３３２）（３３２）（３３２）（３３２）（３３２）（３３２）
医学部車庫医学部車庫医学部車庫医学部車庫医学部車庫医学部車庫医学部車庫

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

（３７９）（３７９）（３７９）（３７９）（３７９）（３７９）（３７９）
核医学診療棟核医学診療棟核医学診療棟核医学診療棟核医学診療棟核医学診療棟核医学診療棟
渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

（３６３）（３６３）（３６３）（３６３）（３６３）（３６３）（３６３）
動物実験動物実験動物実験動物実験動物実験動物実験動物実験
施設施設施設施設施設施設施設

（３３６）（３３６）（３３６）（３３６）（３３６）（３３６）（３３６）
加齢研実験研究棟加齢研実験研究棟加齢研実験研究棟加齢研実験研究棟加齢研実験研究棟加齢研実験研究棟加齢研実験研究棟

（４３１）（４３１）（４３１）（４３１）（４３１）（４３１）（４３１）
先進医療棟先進医療棟先進医療棟先進医療棟先進医療棟先進医療棟先進医療棟

（４２５）（４２５）（４２５）（４２５）（４２５）（４２５）（４２５）

（３５８）（３５８）（３５８）（３５８）（３５８）（３５８）（３５８）
腫瘍動物実験棟腫瘍動物実験棟腫瘍動物実験棟腫瘍動物実験棟腫瘍動物実験棟腫瘍動物実験棟腫瘍動物実験棟

動物飼育管理棟動物飼育管理棟動物飼育管理棟動物飼育管理棟動物飼育管理棟動物飼育管理棟動物飼育管理棟
（４１４）（４１４）（４１４）（４１４）（４１４）（４１４）（４１４）

（４１３）（４１３）（４１３）（４１３）（４１３）（４１３）（４１３）
（４１３）（４１３）（４１３）（４１３）（４１３）（４１３）（４１３）（３７０）（３７０）（３７０）（３７０）（３７０）（３７０）（３７０）

教育研究教育研究教育研究教育研究教育研究教育研究教育研究
基盤支援棟２基盤支援棟２基盤支援棟２基盤支援棟２基盤支援棟２基盤支援棟２基盤支援棟２

（４３６）（４３６）（４３６）（４３６）（４３６）（４３６）（４３６）

（３２７）（３２７）（３２７）（３２７）（３２７）（３２７）（３２７）
歯学部危険物倉庫歯学部危険物倉庫歯学部危険物倉庫歯学部危険物倉庫歯学部危険物倉庫歯学部危険物倉庫歯学部危険物倉庫

（４１２）（４１２）（４１２）（４１２）（４１２）（４１２）（４１２）

（４２９）（４２９）（４２９）（４２９）（４２９）（４２９）（４２９）
地域医療・被災地支援地域医療・被災地支援地域医療・被災地支援地域医療・被災地支援地域医療・被災地支援地域医療・被災地支援地域医療・被災地支援
教育研修センター教育研修センター教育研修センター教育研修センター教育研修センター教育研修センター教育研修センター

（４１４）（４１４）（４１４）（４１４）（４１４）（４１４）（４１４）

（４１５）（４１５）（４１５）（４１５）（４１５）（４１５）（４１５）

（４１８）（４１８）（４１８）（４１８）（４１８）（４１８）（４１８）

（３６４）（３６４）（３６４）（３６４）（３６４）（３６４）（３６４）

プリオン研究実験棟プリオン研究実験棟プリオン研究実験棟プリオン研究実験棟プリオン研究実験棟プリオン研究実験棟プリオン研究実験棟

（４１８）（４１８）（４１８）（４１８）（４１８）（４１８）（４１８）

山羊飼育棟山羊飼育棟山羊飼育棟山羊飼育棟山羊飼育棟山羊飼育棟山羊飼育棟
（４１５）（４１５）（４１５）（４１５）（４１５）（４１５）（４１５）

（４００）（４００）（４００）（４００）（４００）（４００）（４００）

（３７２）（３７２）（３７２）（３７２）（３７２）（３７２）（３７２）
控室控室控室控室控室控室控室

（３７１）（３７１）（３７１）（３７１）（３７１）（３７１）（３７１）
車庫車庫車庫車庫車庫車庫車庫

西病棟西病棟西病棟西病棟西病棟西病棟西病棟（３８６）（３８６）（３８６）（３８６）（３８６）（３８６）（３８６） （３９５）（３９５）（３９５）（３９５）（３９５）（３９５）（３９５）

倉庫３倉庫３倉庫３倉庫３倉庫３倉庫３倉庫３

（４０２）（４０２）（４０２）（４０２）（４０２）（４０２）（４０２）

倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２

（３９４）（３９４）（３９４）（３９４）（３９４）（３９４）（３９４）
学生サークル部室学生サークル部室学生サークル部室学生サークル部室学生サークル部室学生サークル部室学生サークル部室

弓道場弓道場弓道場弓道場弓道場弓道場弓道場
（的場）（的場）（的場）（的場）（的場）（的場）（的場）

ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）

（３７５）（３７５）（３７５）（３７５）（３７５）（３７５）（３７５）
解剖標本解剖標本解剖標本解剖標本解剖標本解剖標本解剖標本
資料室資料室資料室資料室資料室資料室資料室

（３５２）（３５２）（３５２）（３５２）（３５２）（３５２）（３５２）渡り廊下Ｄ棟渡り廊下Ｄ棟渡り廊下Ｄ棟渡り廊下Ｄ棟渡り廊下Ｄ棟渡り廊下Ｄ棟渡り廊下Ｄ棟

加齢研加齢研加齢研加齢研加齢研加齢研加齢研
薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫

（３４４）（３４４）（３４４）（３４４）（３４４）（３４４）（３４４）

附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館
医学分館書庫医学分館書庫医学分館書庫医学分館書庫医学分館書庫医学分館書庫医学分館書庫

（３６９）（３６９）（３６９）（３６９）（３６９）（３６９）（３６９）

動物実験動物実験動物実験動物実験動物実験動物実験動物実験
センターセンターセンターセンターセンターセンターセンター

（２４６）（２４６）（２４６）（２４６）（２４６）（２４６）（２４６）

歯学部学生部室歯学部学生部室歯学部学生部室歯学部学生部室歯学部学生部室歯学部学生部室歯学部学生部室
（３６８）（３６８）（３６８）（３６８）（３６８）（３６８）（３６８）

（３３８）（３３８）（３３８）（３３８）（３３８）（３３８）（３３８）
電話交換室電話交換室電話交換室電話交換室電話交換室電話交換室電話交換室

(仮)管理棟(仮)管理棟(仮)管理棟(仮)管理棟(仮)管理棟(仮)管理棟(仮)管理棟
（４２０）（４２０）（４２０）（４２０）（４２０）（４２０）（４２０）

（４３０）（４３０）（４３０）（４３０）（４３０）（４３０）（４３０）

（４３５）（４３５）（４３５）（４３５）（４３５）（４３５）（４３５）

（４０１）（４０１）（４０１）（４０１）（４０１）（４０１）（４０１）
医工学医工学医工学医工学医工学医工学医工学
実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟

医学部研究棟医学部研究棟医学部研究棟医学部研究棟医学部研究棟医学部研究棟医学部研究棟
（３８８）（３８８）（３８８）（３８８）（３８８）（３８８）（３８８）

医学部２号館医学部２号館医学部２号館医学部２号館医学部２号館医学部２号館医学部２号館

木

町

通

り

木

町

通

り

木

町

通

り

木

町

通

り

木

町

通

り

木

町

通

り

木

町

通

り

（３５５）（３５５）（３５５）（３５５）（３５５）（３５５）（３５５）外来外来外来外来外来外来外来
接続棟Ｃ接続棟Ｃ接続棟Ｃ接続棟Ｃ接続棟Ｃ接続棟Ｃ接続棟Ｃ
１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．
２８５㎡２８５㎡２８５㎡２８５㎡２８５㎡２８５㎡２８５㎡

２０２１．Ｓ１．４６㎡２０２１．Ｓ１．４６㎡２０２１．Ｓ１．４６㎡２０２１．Ｓ１．４６㎡２０２１．Ｓ１．４６㎡２０２１．Ｓ１．４６㎡２０２１．Ｓ１．４６㎡
（４３７）（４３７）（４３７）（４３７）（４３７）（４３７）（４３７）渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

未 完未 完未 完未 完未 完未 完未 完

Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台Ｐ６台

立体駐車場Ｐ８４台立体駐車場Ｐ８４台立体駐車場Ｐ８４台立体駐車場Ｐ８４台立体駐車場Ｐ８４台立体駐車場Ｐ８４台立体駐車場Ｐ８４台

立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場
Ｐ１２４台Ｐ１２４台Ｐ１２４台Ｐ１２４台Ｐ１２４台Ｐ１２４台Ｐ１２４台

立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場
Ｐ３４８台Ｐ３４８台Ｐ３４８台Ｐ３４８台Ｐ３４８台Ｐ３４８台Ｐ３４８台

Ｐ３３台Ｐ３３台Ｐ３３台Ｐ３３台Ｐ３３台Ｐ３３台Ｐ３３台

Ｐ２１台Ｐ２１台Ｐ２１台Ｐ２１台Ｐ２１台Ｐ２１台Ｐ２１台

Ｐ２５台Ｐ２５台Ｐ２５台Ｐ２５台Ｐ２５台Ｐ２５台Ｐ２５台

（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）旧西病棟旧西病棟旧西病棟旧西病棟旧西病棟旧西病棟旧西病棟
１９６６．Ｒ５．５，３６８㎡１９６６．Ｒ５．５，３６８㎡１９６６．Ｒ５．５，３６８㎡１９６６．Ｒ５．５，３６８㎡１９６６．Ｒ５．５，３６８㎡１９６６．Ｒ５．５，３６８㎡１９６６．Ｒ５．５，３６８㎡

（２３１）（２３１）（２３１）（２３１）（２３１）（２３１）（２３１）

１９５９．Ｒ３．３，３６３㎡１９５９．Ｒ３．３，３６３㎡１９５９．Ｒ３．３，３６３㎡１９５９．Ｒ３．３，３６３㎡１９５９．Ｒ３．３，３６３㎡１９５９．Ｒ３．３，３６３㎡１９５９．Ｒ３．３，３６３㎡
医学部保健学科Ｂ棟医学部保健学科Ｂ棟医学部保健学科Ｂ棟医学部保健学科Ｂ棟医学部保健学科Ｂ棟医学部保健学科Ｂ棟医学部保健学科Ｂ棟（２３０）（２３０）（２３０）（２３０）（２３０）（２３０）（２３０）

医学部保健学科Ａ棟医学部保健学科Ａ棟医学部保健学科Ａ棟医学部保健学科Ａ棟医学部保健学科Ａ棟医学部保健学科Ａ棟医学部保健学科Ａ棟
１９６５．Ｒ４．４，４７３㎡１９６５．Ｒ４．４，４７３㎡１９６５．Ｒ４．４，４７３㎡１９６５．Ｒ４．４，４７３㎡１９６５．Ｒ４．４，４７３㎡１９６５．Ｒ４．４，４７３㎡１９６５．Ｒ４．４，４７３㎡

１９６９．ＳＲ１２－１．１９６９．ＳＲ１２－１．１９６９．ＳＲ１２－１．１９６９．ＳＲ１２－１．１９６９．ＳＲ１２－１．１９６９．ＳＲ１２－１．１９６９．ＳＲ１２－１．
１４，０８０㎡１４，０８０㎡１４，０８０㎡１４，０８０㎡１４，０８０㎡１４，０８０㎡１４，０８０㎡

（２６５）（２６５）（２６５）（２６５）（２６５）（２６５）（２６５）
旧ＲＩ病棟旧ＲＩ病棟旧ＲＩ病棟旧ＲＩ病棟旧ＲＩ病棟旧ＲＩ病棟旧ＲＩ病棟
１９７２．Ｒ２．７１１㎡１９７２．Ｒ２．７１１㎡１９７２．Ｒ２．７１１㎡１９７２．Ｒ２．７１１㎡１９７２．Ｒ２．７１１㎡１９７２．Ｒ２．７１１㎡１９７２．Ｒ２．７１１㎡

（３２５）（３２５）（３２５）（３２５）（３２５）（３２５）（３２５）

（３２８）（３２８）（３２８）（３２８）（３２８）（３２８）（３２８）

歯学部臨床研究棟歯学部臨床研究棟歯学部臨床研究棟歯学部臨床研究棟歯学部臨床研究棟歯学部臨床研究棟歯学部臨床研究棟

晒骨室晒骨室晒骨室晒骨室晒骨室晒骨室晒骨室
１９７３．Ｓ１．２７㎡１９７３．Ｓ１．２７㎡１９７３．Ｓ１．２７㎡１９７３．Ｓ１．２７㎡１９７３．Ｓ１．２７㎡１９７３．Ｓ１．２７㎡１９７３．Ｓ１．２７㎡

１９７６．ＳＲ９－１．１９７６．ＳＲ９－１．１９７６．ＳＲ９－１．１９７６．ＳＲ９－１．１９７６．ＳＲ９－１．１９７６．ＳＲ９－１．１９７６．ＳＲ９－１．
６，６３６㎡６，６３６㎡６，６３６㎡６，６３６㎡６，６３６㎡６，６３６㎡６，６３６㎡

１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．
２，８８６㎡２，８８６㎡２，８８６㎡２，８８６㎡２，８８６㎡２，８８６㎡２，８８６㎡

（３４７）（３４７）（３４７）（３４７）（３４７）（３４７）（３４７）
歯学部歯学部歯学部歯学部歯学部歯学部歯学部
基礎研究棟基礎研究棟基礎研究棟基礎研究棟基礎研究棟基礎研究棟基礎研究棟
１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．
ＳＲ９－１．ＳＲ９－１．ＳＲ９－１．ＳＲ９－１．ＳＲ９－１．ＳＲ９－１．ＳＲ９－１．
６，４０３㎡６，４０３㎡６，４０３㎡６，４０３㎡６，４０３㎡６，４０３㎡６，４０３㎡

２０１３．Ｒ７．１７，９９４㎡２０１３．Ｒ７．１７，９９４㎡２０１３．Ｒ７．１７，９９４㎡２０１３．Ｒ７．１７，９９４㎡２０１３．Ｒ７．１７，９９４㎡２０１３．Ｒ７．１７，９９４㎡２０１３．Ｒ７．１７，９９４㎡

２０１３．Ｒ５．５，０８８㎡２０１３．Ｒ５．５，０８８㎡２０１３．Ｒ５．５，０８８㎡２０１３．Ｒ５．５，０８８㎡２０１３．Ｒ５．５，０８８㎡２０１３．Ｒ５．５，０８８㎡２０１３．Ｒ５．５，０８８㎡

（４２７）（４２７）（４２７）（４２７）（４２７）（４２７）（４２７）

メディカル・メガバンク棟メディカル・メガバンク棟メディカル・メガバンク棟メディカル・メガバンク棟メディカル・メガバンク棟メディカル・メガバンク棟メディカル・メガバンク棟

（４２８）（４２８）（４２８）（４２８）（４２８）（４２８）（４２８）

２００３．Ｓ１．１４８㎡２００３．Ｓ１．１４８㎡２００３．Ｓ１．１４８㎡２００３．Ｓ１．１４８㎡２００３．Ｓ１．１４８㎡２００３．Ｓ１．１４８㎡２００３．Ｓ１．１４８㎡

２００２．Ｂ１．２９㎡２００２．Ｂ１．２９㎡２００２．Ｂ１．２９㎡２００２．Ｂ１．２９㎡２００２．Ｂ１．２９㎡２００２．Ｂ１．２９㎡２００２．Ｂ１．２９㎡

医学部標本倉庫医学部標本倉庫医学部標本倉庫医学部標本倉庫医学部標本倉庫医学部標本倉庫医学部標本倉庫

医学部薬品庫医学部薬品庫医学部薬品庫医学部薬品庫医学部薬品庫医学部薬品庫医学部薬品庫

（３９８）（３９８）（３９８）（３９８）（３９８）（３９８）（３９８）

（３９２）（３９２）（３９２）（３９２）（３９２）（３９２）（３９２）

中央廊下北口中央廊下北口中央廊下北口中央廊下北口中央廊下北口中央廊下北口中央廊下北口

中央廊下中央廊下中央廊下中央廊下中央廊下中央廊下中央廊下

サービス棟サービス棟サービス棟サービス棟サービス棟サービス棟サービス棟

（０３３）（０３３）（０３３）（０３３）（０３３）（０３３）（０３３）

（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）

（２６２）（２６２）（２６２）（２６２）（２６２）（２６２）（２６２）
１９３４．Ｒ１．１６㎡１９３４．Ｒ１．１６㎡１９３４．Ｒ１．１６㎡１９３４．Ｒ１．１６㎡１９３４．Ｒ１．１６㎡１９３４．Ｒ１．１６㎡１９３４．Ｒ１．１６㎡

１９３４．Ｒ１－１１９３４．Ｒ１－１１９３４．Ｒ１－１１９３４．Ｒ１－１１９３４．Ｒ１－１１９３４．Ｒ１－１１９３４．Ｒ１－１
１７４㎡１７４㎡１７４㎡１７４㎡１７４㎡１７４㎡１７４㎡

１９６９．Ｒ１－１１９６９．Ｒ１－１１９６９．Ｒ１－１１９６９．Ｒ１－１１９６９．Ｒ１－１１９６９．Ｒ１－１１９６９．Ｒ１－１
２７４㎡２７４㎡２７４㎡２７４㎡２７４㎡２７４㎡２７４㎡

北 六 番 丁北 六 番 丁北 六 番 丁北 六 番 丁北 六 番 丁北 六 番 丁北 六 番 丁

（２６４）（２６４）（２６４）（２６４）（２６４）（２６４）（２６４）
ペットペットペットペットペットペットペット
検査棟検査棟検査棟検査棟検査棟検査棟検査棟

１９７２．１９７２．１９７２．１９７２．１９７２．１９７２．１９７２．
Ｒ１．Ｒ１．Ｒ１．Ｒ１．Ｒ１．Ｒ１．Ｒ１．
１，０８７㎡１，０８７㎡１，０８７㎡１，０８７㎡１，０８７㎡１，０８７㎡１，０８７㎡

（３４０）（３４０）（３４０）（３４０）（３４０）（３４０）（３４０）
医学部医学部医学部医学部医学部医学部医学部
臨床講義棟臨床講義棟臨床講義棟臨床講義棟臨床講義棟臨床講義棟臨床講義棟

１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．１９７７．Ｒ２．
１，２１５㎡１，２１５㎡１，２１５㎡１，２１５㎡１，２１５㎡１，２１５㎡１，２１５㎡

歯学部実習講義棟歯学部実習講義棟歯学部実習講義棟歯学部実習講義棟歯学部実習講義棟歯学部実習講義棟歯学部実習講義棟
（３４２）（３４２）（３４２）（３４２）（３４２）（３４２）（３４２）

１９７７．Ｒ４．２，６２０㎡１９７７．Ｒ４．２，６２０㎡１９７７．Ｒ４．２，６２０㎡１９７７．Ｒ４．２，６２０㎡１９７７．Ｒ４．２，６２０㎡１９７７．Ｒ４．２，６２０㎡１９７７．Ｒ４．２，６２０㎡

外来外来外来外来外来外来外来
診療棟Ｂ診療棟Ｂ診療棟Ｂ診療棟Ｂ診療棟Ｂ診療棟Ｂ診療棟Ｂ

（３４８）（３４８）（３４８）（３４８）（３４８）（３４８）（３４８）

１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．１９７９．
Ｒ２．Ｒ２．Ｒ２．Ｒ２．Ｒ２．Ｒ２．Ｒ２．
２，３１４㎡２，３１４㎡２，３１４㎡２，３１４㎡２，３１４㎡２，３１４㎡２，３１４㎡

（４０４）（４０４）（４０４）（４０４）（４０４）（４０４）（４０４）

（４０３）（４０３）（４０３）（４０３）（４０３）（４０３）（４０３）

倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１

１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡１９７９．Ｒ１．９㎡
（３５３）（３５３）（３５３）（３５３）（３５３）（３５３）（３５３）渡り廊下Ｅ棟渡り廊下Ｅ棟渡り廊下Ｅ棟渡り廊下Ｅ棟渡り廊下Ｅ棟渡り廊下Ｅ棟渡り廊下Ｅ棟

（３４９）（３４９）（３４９）（３４９）（３４９）（３４９）（３４９）
プロジェクト総合研究棟プロジェクト総合研究棟プロジェクト総合研究棟プロジェクト総合研究棟プロジェクト総合研究棟プロジェクト総合研究棟プロジェクト総合研究棟
１９７９．Ｒ５－１．６，７２０㎡１９７９．Ｒ５－１．６，７２０㎡１９７９．Ｒ５－１．６，７２０㎡１９７９．Ｒ５－１．６，７２０㎡１９７９．Ｒ５－１．６，７２０㎡１９７９．Ｒ５－１．６，７２０㎡１９７９．Ｒ５－１．６，７２０㎡

（３５０）（３５０）（３５０）（３５０）（３５０）（３５０）（３５０）
先端先端先端先端先端先端先端
医療医療医療医療医療医療医療
実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟
１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．１９７９．Ｒ３．
７８３㎡７８３㎡７８３㎡７８３㎡７８３㎡７８３㎡７８３㎡

（４３３）（４３３）（４３３）（４３３）（４３３）（４３３）（４３３）
動物資源動物資源動物資源動物資源動物資源動物資源動物資源
実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟

２０１７．Ｒ４．１，１９５㎡２０１７．Ｒ４．１，１９５㎡２０１７．Ｒ４．１，１９５㎡２０１７．Ｒ４．１，１９５㎡２０１７．Ｒ４．１，１９５㎡２０１７．Ｒ４．１，１９５㎡２０１７．Ｒ４．１，１９５㎡

１９７９．Ｒ５．１９７９．Ｒ５．１９７９．Ｒ５．１９７９．Ｒ５．１９７９．Ｒ５．１９７９．Ｒ５．１９７９．Ｒ５．
５９２㎡５９２㎡５９２㎡５９２㎡５９２㎡５９２㎡５９２㎡

外来接続棟Ｂ外来接続棟Ｂ外来接続棟Ｂ外来接続棟Ｂ外来接続棟Ｂ外来接続棟Ｂ外来接続棟Ｂ
（３５４）（３５４）（３５４）（３５４）（３５４）（３５４）（３５４）

Ｉｓ＝０．７５Ｉｓ＝０．７５Ｉｓ＝０．７５Ｉｓ＝０．７５Ｉｓ＝０．７５Ｉｓ＝０．７５Ｉｓ＝０．７５

Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０ Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．８８Ｉｓ＝０．８８Ｉｓ＝０．８８Ｉｓ＝０．８８Ｉｓ＝０．８８Ｉｓ＝０．８８Ｉｓ＝０．８８

Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝３．１０Ｉｓ＝３．１０Ｉｓ＝３．１０Ｉｓ＝３．１０Ｉｓ＝３．１０Ｉｓ＝３．１０Ｉｓ＝３．１０

Ｉｓ＝１．０６Ｉｓ＝１．０６Ｉｓ＝１．０６Ｉｓ＝１．０６Ｉｓ＝１．０６Ｉｓ＝１．０６Ｉｓ＝１．０６

Ｉｓ＝０．６５Ｉｓ＝０．６５Ｉｓ＝０．６５Ｉｓ＝０．６５Ｉｓ＝０．６５Ｉｓ＝０．６５Ｉｓ＝０．６５

Ｉｓ＝５．９３Ｉｓ＝５．９３Ｉｓ＝５．９３Ｉｓ＝５．９３Ｉｓ＝５．９３Ｉｓ＝５．９３Ｉｓ＝５．９３

Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１

Ｉｓ＝１．７０Ｉｓ＝１．７０Ｉｓ＝１．７０Ｉｓ＝１．７０Ｉｓ＝１．７０Ｉｓ＝１．７０Ｉｓ＝１．７０
Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１Ｉｓ＝０．７１

Ｉｓ＝１．２４Ｉｓ＝１．２４Ｉｓ＝１．２４Ｉｓ＝１．２４Ｉｓ＝１．２４Ｉｓ＝１．２４Ｉｓ＝１．２４

Ｉｓ＝０．９０Ｉｓ＝０．９０Ｉｓ＝０．９０Ｉｓ＝０．９０Ｉｓ＝０．９０Ｉｓ＝０．９０Ｉｓ＝０．９０
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北 四 番 丁北 四 番 丁北 四 番 丁北 四 番 丁北 四 番 丁北 四 番 丁北 四 番 丁

《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事 １／３１／３１／３１／３１／３１／３１／３

配 置 図  S=1/3,000(A4)配 置 図  S=1/3,000(A4)配 置 図  S=1/3,000(A4)配 置 図  S=1/3,000(A4)配 置 図  S=1/3,000(A4)配 置 図  S=1/3,000(A4)配 置 図  S=1/3,000(A4)

：本工事建物を示す：本工事建物を示す：本工事建物を示す：本工事建物を示す：本工事建物を示す：本工事建物を示す：本工事建物を示す

工事用地工事用地工事用地工事用地工事用地工事用地工事用地

１，３６１㎡１，３６１㎡１，３６１㎡１，３６１㎡１，３６１㎡１，３６１㎡１，３６１㎡

【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】

建物名称：東病棟建物名称：東病棟建物名称：東病棟建物名称：東病棟建物名称：東病棟建物名称：東病棟建物名称：東病棟

階　　数：地上１８階地下２階建て階　　数：地上１８階地下２階建て階　　数：地上１８階地下２階建て階　　数：地上１８階地下２階建て階　　数：地上１８階地下２階建て階　　数：地上１８階地下２階建て階　　数：地上１８階地下２階建て
　　　　　（改修対象：３階の一部）　　　　　（改修対象：３階の一部）　　　　　（改修対象：３階の一部）　　　　　（改修対象：３階の一部）　　　　　（改修対象：３階の一部）　　　　　（改修対象：３階の一部）　　　　　（改修対象：３階の一部）

建築面積：３，２０８㎡建築面積：３，２０８㎡建築面積：３，２０８㎡建築面積：３，２０８㎡建築面積：３，２０８㎡建築面積：３，２０８㎡建築面積：３，２０８㎡

構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート

延べ面積：３７，０４５㎡延べ面積：３７，０４５㎡延べ面積：３７，０４５㎡延べ面積：３７，０４５㎡延べ面積：３７，０４５㎡延べ面積：３７，０４５㎡延べ面積：３７，０４５㎡

【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】

工事場所：宮城県仙台市青葉区星陵町１-１工事場所：宮城県仙台市青葉区星陵町１-１工事場所：宮城県仙台市青葉区星陵町１-１工事場所：宮城県仙台市青葉区星陵町１-１工事場所：宮城県仙台市青葉区星陵町１-１工事場所：宮城県仙台市青葉区星陵町１-１工事場所：宮城県仙台市青葉区星陵町１-１

　　　　　（東北大学星陵団地構内）　　　　　（東北大学星陵団地構内）　　　　　（東北大学星陵団地構内）　　　　　（東北大学星陵団地構内）　　　　　（東北大学星陵団地構内）　　　　　（東北大学星陵団地構内）　　　　　（東北大学星陵団地構内）

　　　　　　　　　　　　　　構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、　　　　　　　構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、　　　　　　　構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、　　　　　　　構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、　　　　　　　構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、　　　　　　　構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、　　　　　　　構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、

　　　　　　　テレビ共同受信設備、火災報知設備　　　　　　　テレビ共同受信設備、火災報知設備　　　　　　　テレビ共同受信設備、火災報知設備　　　　　　　テレビ共同受信設備、火災報知設備　　　　　　　テレビ共同受信設備、火災報知設備　　　　　　　テレビ共同受信設備、火災報知設備　　　　　　　テレビ共同受信設備、火災報知設備

　　　　　　　設備、排煙設備、自動制御設備、給排水衛　　　　　　　設備、排煙設備、自動制御設備、給排水衛　　　　　　　設備、排煙設備、自動制御設備、給排水衛　　　　　　　設備、排煙設備、自動制御設備、給排水衛　　　　　　　設備、排煙設備、自動制御設備、給排水衛　　　　　　　設備、排煙設備、自動制御設備、給排水衛　　　　　　　設備、排煙設備、自動制御設備、給排水衛

　　　　　　　生設備、給湯設備、消火設備、医療ガス設　　　　　　　生設備、給湯設備、消火設備、医療ガス設　　　　　　　生設備、給湯設備、消火設備、医療ガス設　　　　　　　生設備、給湯設備、消火設備、医療ガス設　　　　　　　生設備、給湯設備、消火設備、医療ガス設　　　　　　　生設備、給湯設備、消火設備、医療ガス設　　　　　　　生設備、給湯設備、消火設備、医療ガス設

　　　　　　　備、手術室内装　　　　　　　備、手術室内装　　　　　　　備、手術室内装　　　　　　　備、手術室内装　　　　　　　備、手術室内装　　　　　　　備、手術室内装　　　　　　　備、手術室内装

電気設備工事：電灯設備、動力設備、構内情報通信網設備、電気設備工事：電灯設備、動力設備、構内情報通信網設備、電気設備工事：電灯設備、動力設備、構内情報通信網設備、電気設備工事：電灯設備、動力設備、構内情報通信網設備、電気設備工事：電灯設備、動力設備、構内情報通信網設備、電気設備工事：電灯設備、動力設備、構内情報通信網設備、電気設備工事：電灯設備、動力設備、構内情報通信網設備、

【別途工事】【別途工事】【別途工事】【別途工事】【別途工事】【別途工事】【別途工事】

　　　　　（改修対象：６１７㎡）　　　　　（改修対象：６１７㎡）　　　　　（改修対象：６１７㎡）　　　　　（改修対象：６１７㎡）　　　　　（改修対象：６１７㎡）　　　　　（改修対象：６１７㎡）　　　　　（改修対象：６１７㎡）

軽量鋼製建具、ステンレス製建具軽量鋼製建具、ステンレス製建具軽量鋼製建具、ステンレス製建具軽量鋼製建具、ステンレス製建具軽量鋼製建具、ステンレス製建具軽量鋼製建具、ステンレス製建具軽量鋼製建具、ステンレス製建具

　　　　　手術室内装支持鉄骨　　　　　手術室内装支持鉄骨　　　　　手術室内装支持鉄骨　　　　　手術室内装支持鉄骨　　　　　手術室内装支持鉄骨　　　　　手術室内装支持鉄骨　　　　　手術室内装支持鉄骨

工事内容：内装改修、建具改修、塗装改修、工事内容：内装改修、建具改修、塗装改修、工事内容：内装改修、建具改修、塗装改修、工事内容：内装改修、建具改修、塗装改修、工事内容：内装改修、建具改修、塗装改修、工事内容：内装改修、建具改修、塗装改修、工事内容：内装改修、建具改修、塗装改修、

仕 上 表：仕 上 表：仕 上 表：仕 上 表：仕 上 表：仕 上 表：仕 上 表：

床床床床床床床

改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前改 修 前 改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後改 修 後

 ビニル床シート ビニル床シート ビニル床シート ビニル床シート ビニル床シート ビニル床シート ビニル床シート  ビニル床シート、防塵塗装 ビニル床シート、防塵塗装 ビニル床シート、防塵塗装 ビニル床シート、防塵塗装 ビニル床シート、防塵塗装 ビニル床シート、防塵塗装 ビニル床シート、防塵塗装

壁壁壁壁壁壁壁  ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板
 メラミン化粧板 メラミン化粧板 メラミン化粧板 メラミン化粧板 メラミン化粧板 メラミン化粧板 メラミン化粧板

 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板、 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板、 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板、 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板、 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板、 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板、 ＥＰ、化粧けい酸カルシウム板、

天井天井天井天井天井天井天井
 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板

 せっこうボード、 せっこうボード、 せっこうボード、 せっこうボード、 せっこうボード、 せっこうボード、 せっこうボード、

 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板 化粧けい酸カルシウム板

 せっこうボード、 せっこうボード、 せっこうボード、 せっこうボード、 せっこうボード、 せっこうボード、 せっこうボード、

建具建具建具建具建具建具建具
アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、 アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、アルミ製建具、鋼製建具、

ステンレス製建具ステンレス製建具ステンレス製建具ステンレス製建具ステンレス製建具ステンレス製建具ステンレス製建具

・工事範囲外は診療行為等で使用中のため、・工事範囲外は診療行為等で使用中のため、・工事範囲外は診療行為等で使用中のため、・工事範囲外は診療行為等で使用中のため、・工事範囲外は診療行為等で使用中のため、・工事範囲外は診療行為等で使用中のため、・工事範囲外は診療行為等で使用中のため、
　　　　　　　　振動・騒音・粉塵等に配慮して施工計画を　振動・騒音・粉塵等に配慮して施工計画を　振動・騒音・粉塵等に配慮して施工計画を　振動・騒音・粉塵等に配慮して施工計画を　振動・騒音・粉塵等に配慮して施工計画を　振動・騒音・粉塵等に配慮して施工計画を　振動・騒音・粉塵等に配慮して施工計画を

　すること。　すること。　すること。　すること。　すること。　すること。　すること。

　作成すること。　作成すること。　作成すること。　作成すること。　作成すること。　作成すること。　作成すること。

・工事用車両の駐車場は、本学敷地外に確保・工事用車両の駐車場は、本学敷地外に確保・工事用車両の駐車場は、本学敷地外に確保・工事用車両の駐車場は、本学敷地外に確保・工事用車両の駐車場は、本学敷地外に確保・工事用車両の駐車場は、本学敷地外に確保・工事用車両の駐車場は、本学敷地外に確保

【施工条件】【施工条件】【施工条件】【施工条件】【施工条件】【施工条件】【施工条件】

　　　　　（概成工期 :　令和４年８月１２日）　　　　　（概成工期 :　令和４年８月１２日）　　　　　（概成工期 :　令和４年８月１２日）　　　　　（概成工期 :　令和４年８月１２日）　　　　　（概成工期 :　令和４年８月１２日）　　　　　（概成工期 :　令和４年８月１２日）　　　　　（概成工期 :　令和４年８月１２日）

機械設備工事：空気調和設備、手術室空気調和設備、換気機械設備工事：空気調和設備、手術室空気調和設備、換気機械設備工事：空気調和設備、手術室空気調和設備、換気機械設備工事：空気調和設備、手術室空気調和設備、換気機械設備工事：空気調和設備、手術室空気調和設備、換気機械設備工事：空気調和設備、手術室空気調和設備、換気機械設備工事：空気調和設備、手術室空気調和設備、換気



EVホールEVホールEVホールEVホールEVホールEVホールEVホール

《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事《工事概要》　東北大学（病院）東病棟３階改修工事

改修前３階平面図  S=1/300(A4)改修前３階平面図  S=1/300(A4)改修前３階平面図  S=1/300(A4)改修前３階平面図  S=1/300(A4)改修前３階平面図  S=1/300(A4)改修前３階平面図  S=1/300(A4)改修前３階平面図  S=1/300(A4)

4,5504,5504,5504,5504,5504,5504,5506,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400 6,4006,4006,4006,4006,4006,4006,400

２／３２／３２／３２／３２／３２／３２／３

（非常用）（非常用）（非常用）（非常用）（非常用）（非常用）（非常用）

DNDNDNDNDNDNDN

UPUPUPUPUPUPUP

器材室1器材室1器材室1器材室1器材室1器材室1器材室1

検査室1検査室1検査室1検査室1検査室1検査室1検査室1

PS・DSPS・DSPS・DSPS・DSPS・DSPS・DSPS・DS

階段2階段2階段2階段2階段2階段2階段2

EPSEPSEPSEPSEPSEPSEPS

渡廊下2渡廊下2渡廊下2渡廊下2渡廊下2渡廊下2渡廊下2 前室前室前室前室前室前室前室

PSPSPSPSPSPSPS

EPSEPSEPSEPSEPSEPSEPS

階段1階段1階段1階段1階段1階段1階段1

器材室2器材室2器材室2器材室2器材室2器材室2器材室2

渡廊下1渡廊下1渡廊下1渡廊下1渡廊下1渡廊下1渡廊下1

(3-2)(3-2)(3-2)(3-2)(3-2)(3-2)(3-2)

(3-2)(3-2)(3-2)(3-2)(3-2)(3-2)(3-2)

サージカルサージカルサージカルサージカルサージカルサージカルサージカル

人工透析・血液浄化室人工透析・血液浄化室人工透析・血液浄化室人工透析・血液浄化室人工透析・血液浄化室人工透析・血液浄化室人工透析・血液浄化室

準備・器材室準備・器材室準備・器材室準備・器材室準備・器材室準備・器材室準備・器材室

面接面接面接面接面接面接面接

機械室33機械室33機械室33機械室33機械室33機械室33機械室33

ＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨＣＨ

PS・DSPS・DSPS・DSPS・DSPS・DSPS・DSPS・DS

EPS5EPS5EPS5EPS5EPS5EPS5EPS5

WCWCWCWCWCWCWC

（女）（女）（女）（女）（女）（女）（女）

機械室２機械室２機械室２機械室２機械室２機械室２機械室２

透析透析透析透析透析透析透析

給気給気給気給気給気給気給気

DSDSDSDSDSDSDS

排気排気排気排気排気排気排気

DSDSDSDSDSDSDS

EPS8EPS8EPS8EPS8EPS8EPS8EPS8

スタッフスタッフスタッフスタッフスタッフスタッフスタッフ

EPSEPSEPSEPSEPSEPSEPS

7777777

非常用非常用非常用非常用非常用非常用非常用

ELVELVELVELVELVELVELV 階段室3階段室3階段室3階段室3階段室3階段室3階段室3

特別避難階段3特別避難階段3特別避難階段3特別避難階段3特別避難階段3特別避難階段3特別避難階段3

搬送機搬送機搬送機搬送機搬送機搬送機搬送機

透析室透析室透析室透析室透析室透析室透析室

1111111

透析室透析室透析室透析室透析室透析室透析室

2222222

透析室透析室透析室透析室透析室透析室透析室

3333333

前室1前室1前室1前室1前室1前室1前室1

DSDSDSDSDSDSDS

倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1倉庫1

倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２倉庫２

PSPSPSPSPSPSPS

PSPSPSPSPSPSPS

PSPSPSPSPSPSPS

PSPSPSPSPSPSPS

汚物室汚物室汚物室汚物室汚物室汚物室汚物室

廊下1廊下1廊下1廊下1廊下1廊下1廊下1 廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3

ルームルームルームルームルームルームルーム

診断室診断室診断室診断室診断室診断室診断室

個室個室個室個室個室個室個室 個室個室個室個室個室個室個室 個室個室個室個室個室個室個室

検査室検査室検査室検査室検査室検査室検査室

WC（男）WC（男）WC（男）WC（男）WC（男）WC（男）WC（男）

EV1EV1EV1EV1EV1EV1EV1

乗用乗用乗用乗用乗用乗用乗用 EV2EV2EV2EV2EV2EV2EV2

乗用乗用乗用乗用乗用乗用乗用搬送用搬送用搬送用搬送用搬送用搬送用搬送用

搬送用搬送用搬送用搬送用搬送用搬送用搬送用

EVホールEVホールEVホールEVホールEVホールEVホールEVホール

前室前室前室前室前室前室前室

(3-1)(3-1)(3-1)(3-1)(3-1)(3-1)(3-1)

(3-1)(3-1)(3-1)(3-1)(3-1)(3-1)(3-1)

EV3EV3EV3EV3EV3EV3EV3

乗用・搬送用乗用・搬送用乗用・搬送用乗用・搬送用乗用・搬送用乗用・搬送用乗用・搬送用

スタッフスタッフスタッフスタッフスタッフスタッフスタッフ
ステーションステーションステーションステーションステーションステーションステーション

ELV-12ELV-12ELV-12ELV-12ELV-12ELV-12ELV-12

SWSWSWSWSWSWSW

（給食）（給食）（給食）（給食）（給食）（給食）（給食）

配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室配膳室

前室２前室２前室２前室２前室２前室２前室２

ＷＣ（女）ＷＣ（女）ＷＣ（女）ＷＣ（女）ＷＣ（女）ＷＣ（女）ＷＣ（女）

渡り廊下２渡り廊下２渡り廊下２渡り廊下２渡り廊下２渡り廊下２渡り廊下２

DSDSDSDSDSDSDS

廊下９廊下９廊下９廊下９廊下９廊下９廊下９ ＷＣ（男）ＷＣ（男）ＷＣ（男）ＷＣ（男）ＷＣ（男）ＷＣ（男）ＷＣ（男）

PSPSPSPSPSPSPS

手術部手術部手術部手術部手術部手術部手術部

乗換ホール乗換ホール乗換ホール乗換ホール乗換ホール乗換ホール乗換ホール

廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１廊下１

機械室１機械室１機械室１機械室１機械室１機械室１機械室１

特別避難階段１特別避難階段１特別避難階段１特別避難階段１特別避難階段１特別避難階段１特別避難階段１

ＷＣ２ＷＣ２ＷＣ２ＷＣ２ＷＣ２ＷＣ２ＷＣ２ＷＣ１ＷＣ１ＷＣ１ＷＣ１ＷＣ１ＷＣ１ＷＣ１

ELV-10ELV-10ELV-10ELV-10ELV-10ELV-10ELV-10

（非常用）（非常用）（非常用）（非常用）（非常用）（非常用）（非常用）
ELV-9ELV-9ELV-9ELV-9ELV-9ELV-9ELV-9

ELV-8ELV-8ELV-8ELV-8ELV-8ELV-8ELV-8

ELV-7ELV-7ELV-7ELV-7ELV-7ELV-7ELV-7 ELV-3ELV-3ELV-3ELV-3ELV-3ELV-3ELV-3

ELV-4ELV-4ELV-4ELV-4ELV-4ELV-4ELV-4

ELVホールELVホールELVホールELVホールELVホールELVホールELVホール

ELV-6ELV-6ELV-6ELV-6ELV-6ELV-6ELV-6

ELV-5ELV-5ELV-5ELV-5ELV-5ELV-5ELV-5

ELV-2ELV-2ELV-2ELV-2ELV-2ELV-2ELV-2

ELV-1ELV-1ELV-1ELV-1ELV-1ELV-1ELV-1

SWSWSWSWSWSWSW

CHCHCHCHCHCHCH

手術ホール1手術ホール1手術ホール1手術ホール1手術ホール1手術ホール1手術ホール1

更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室更衣室
患者患者患者患者患者患者患者

WC（女）WC（女）WC（女）WC（女）WC（女）WC（女）WC（女）

MRI検査室MRI検査室MRI検査室MRI検査室MRI検査室MRI検査室MRI検査室手術室M手術室M手術室M手術室M手術室M手術室M手術室M

ステーションステーションステーションステーションステーションステーションステーション

ナースナースナースナースナースナースナース 受付受付受付受付受付受付受付

MRI操作室MRI操作室MRI操作室MRI操作室MRI操作室MRI操作室MRI操作室

サテライトサテライトサテライトサテライトサテライトサテライトサテライト

MEセンターMEセンターMEセンターMEセンターMEセンターMEセンターMEセンター

DSDSDSDSDSDSDS

リネン棚リネン棚リネン棚リネン棚リネン棚リネン棚リネン棚

・・・・・・・

器材器材器材器材器材器材器材

コーナーコーナーコーナーコーナーコーナーコーナーコーナー

洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室

回収リネン回収リネン回収リネン回収リネン回収リネン回収リネン回収リネン
面談室面談室面談室面談室面談室面談室面談室

副部長室副部長室副部長室副部長室副部長室副部長室副部長室

手術部手術部手術部手術部手術部手術部手術部

倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3

師長室師長室師長室師長室師長室師長室師長室

看護看護看護看護看護看護看護
廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4

ELVELVELVELVELVELVELV

非常用EV非常用EV非常用EV非常用EV非常用EV非常用EV非常用EV
・・・・・・・

階段室1階段室1階段室1階段室1階段室1階段室1階段室1

廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2

SWSWSWSWSWSWSW 脱衣1脱衣1脱衣1脱衣1脱衣1脱衣1脱衣1

脱衣2脱衣2脱衣2脱衣2脱衣2脱衣2脱衣2 SW前室SW前室SW前室SW前室SW前室SW前室SW前室

ホールホールホールホールホールホールホール

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

DS2DS2DS2DS2DS2DS2DS2 コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室コンピューター室

手術準備ホール手術準備ホール手術準備ホール手術準備ホール手術準備ホール手術準備ホール手術準備ホール

機械室35機械室35機械室35機械室35機械室35機械室35機械室35

EPSEPSEPSEPSEPSEPSEPS

6666666

前室前室前室前室前室前室前室
・・・・・・・

手術部手術部手術部手術部手術部手術部手術部

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

WCWCWCWCWCWCWC 患者更衣室患者更衣室患者更衣室患者更衣室患者更衣室患者更衣室患者更衣室

洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室

PSPSPSPSPSPSPS

2222222

PSPSPSPSPSPSPS
PSPSPSPSPSPSPS

4444444

廊下5廊下5廊下5廊下5廊下5廊下5廊下5

PS5PS5PS5PS5PS5PS5PS5 UB1UB1UB1UB1UB1UB1UB1

UB2UB2UB2UB2UB2UB2UB2

PSPSPSPSPSPSPS

7777777

PS6PS6PS6PS6PS6PS6PS6

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

受付2受付2受付2受付2受付2受付2受付2

WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）

WGW
G

WGWG W
GWG WG

WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）

消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓

BOX5BOX5BOX5BOX5BOX5BOX5BOX5消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓

BOX6BOX6BOX6BOX6BOX6BOX6BOX6

洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室収納庫2収納庫2収納庫2収納庫2収納庫2収納庫2収納庫2
手洗いスペース手洗いスペース手洗いスペース手洗いスペース手洗いスペース手洗いスペース手洗いスペース

WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）WG（B）

西病棟西病棟西病棟西病棟西病棟西病棟西病棟 東病棟東病棟東病棟東病棟東病棟東病棟東病棟 東病棟東病棟東病棟東病棟東病棟東病棟東病棟

先進医療棟先進医療棟先進医療棟先進医療棟先進医療棟先進医療棟先進医療棟

回収廊下（１）回収廊下（１）回収廊下（１）回収廊下（１）回収廊下（１）回収廊下（１）回収廊下（１）
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ナースナースナースナースナースナースナース 受付受付受付受付受付受付受付

MRI操作室MRI操作室MRI操作室MRI操作室MRI操作室MRI操作室MRI操作室

FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40

消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓消火栓

BOX2BOX2BOX2BOX2BOX2BOX2BOX2

スロープスロープスロープスロープスロープスロープスロープ

1/251/251/251/251/251/251/25

サテライトサテライトサテライトサテライトサテライトサテライトサテライト

MEセンターMEセンターMEセンターMEセンターMEセンターMEセンターMEセンター

FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40DSDSDSDSDSDSDS

FL+0FL+0FL+0FL+0FL+0FL+0FL+0

リネン棚リネン棚リネン棚リネン棚リネン棚リネン棚リネン棚

・・・・・・・

Class10,000Class10,000Class10,000Class10,000Class10,000Class10,000Class10,000 器材器材器材器材器材器材器材

コーナーコーナーコーナーコーナーコーナーコーナーコーナー

□□ □□ □□ □

洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室洗浄室

回収リネン回収リネン回収リネン回収リネン回収リネン回収リネン回収リネン
面談室面談室面談室面談室面談室面談室面談室

副部長室副部長室副部長室副部長室副部長室副部長室副部長室

手術部手術部手術部手術部手術部手術部手術部

倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3倉庫3

師長室師長室師長室師長室師長室師長室師長室

看護看護看護看護看護看護看護
廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4

□□ □□ □□ □

ELVELVELVELVELVELVELV

非常用EV非常用EV非常用EV非常用EV非常用EV非常用EV非常用EV
・・・・・・・

階段室1階段室1階段室1階段室1階段室1階段室1階段室1

廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2
一方枠一方枠一方枠一方枠一方枠一方枠一方枠

一方枠一方枠一方枠一方枠一方枠一方枠一方枠

FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40

FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40

SWSWSWSWSWSWSW 脱衣1脱衣1脱衣1脱衣1脱衣1脱衣1脱衣1

脱衣2脱衣2脱衣2脱衣2脱衣2脱衣2脱衣2 SW前室SW前室SW前室SW前室SW前室SW前室SW前室
FL+0FL+0FL+0FL+0FL+0FL+0FL+0

FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40FL+40

ホールホールホールホールホールホールホール

□□ □□ □□ □

DSDSDSDSDSDSDS

前室2前室2前室2前室2前室2前室2前室2

スペーススペーススペーススペーススペーススペーススペース

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

：本工事新設範囲：本工事新設範囲：本工事新設範囲：本工事新設範囲：本工事新設範囲：本工事新設範囲：本工事新設範囲

：本工事外範囲：本工事外範囲：本工事外範囲：本工事外範囲：本工事外範囲：本工事外範囲：本工事外範囲
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