Driving Directions and Parking – Japanese

患者ガイド
ペイシェント・アンド・ファミリー・エジュケーション・サービス課

道順と駐車場

UWMC、サージェリーパビリオン、UWMC ルー
ズベルトクリニック、及び CHDD 用
この手引きは、下記の医療
機関に車でお越しになる場
合の道順、付近の地図、駐
車場の案内を記載していま
す：

 ワシントン大学メディカ
ルセンター（UWMC）

 UWMC サージェリーパ
ビリオン

 UWMC ルーズベルトク
リニック

 センター・オン・ヒュー

UWMC 及びサージェリーパビリオン
車でお越しの場合の道順 （２頁の地図をご覧下さい）
高速道路 I-5 から:
 出口 168B（ベルビュー/カークランド方面）で高速道路 SR-520 に乗り換え
る。
 SR520 に乗り換えて最初の出口を出て、モントレイク・ブルバード N.E.に
向かう。
 モントレイク・ブルバードを左折し、北に進み橋を渡る。
 信号で左折し N.E.パシフィック・ストリートに入る。
 下記の UWMC とサージェリーパビリオン駐車場への行き方に従って下さ
い。
高速道路 SR-520 で東から西向きに:
 モントレイク・ブルバード出口を出る。

マン・ディベロップメン

 モントレイク・ブルバードを北に進み、橋を渡る。

ト・アンド・ディサビリ

 信号で左折し、N.E.パシフィック・ストリートに入る。

ティ (CHDD)

 下記の UWMC とサージェリーパビリオン駐車場への行きかたに従って下
さい。

UWMC 及びサージェリーパビリオンの駐車場
UWMC には地下駐車場があり、患者と訪問者の方々には駐車料金の割引きがあ
ります。あなたのクリニックまた病棟で料金割引きを有効にしてもらって下さ
い。
 トライアングル駐車場はメディカルセンターの前の道の反対側にあります。
N.E.パシフィック・ストリートから、二つ目の“ 患者用駐車場（“Patient

Parking”）の標識のあるところを右(北)に曲がり N.E.パシフィック・プレイ
スに入って下さい。車を駐車後、歩行者用トンネルを通ってメディカルセン
ターにお越し下さい。
 サージェリー・パビリオン駐車場は UWMC の東端にあるサージェリーパビ
リオンの地下にあります。N.E.パシフィック・ストリートから救急医療科
(ER)への入り口を入って下さい。救急医療科を通り過ぎて一旦停止の道路
標識まで進んでください。 サージェリー・パビリオン駐車場の標識に従っ
て下さい。
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身体障害者用駐車場
トライアングル駐車場とサージェリーパビリオン駐車
場には車椅子用のバンでも駐車できる身体障害者用の
駐車区画があります。車の高さの制限は:
 トライアングル・ガレージ：6 フィート、8 インチ
 サージェリーパビリオン・ガレージ：9 フィート、
6 インチ
身体障害のある患者さんや車の移動が必要な患者さん
はバレット・パーキングのサービスをご利用頂けます
（下記をご覧下さい）。また、病院の正面入り口で車
椅子とエスコートのサービスもご利用頂けます。

バレット・パーキング
バレット・パーキングはメディカルセンターの正面入
り口で午前８時から午後５時までの間ご利用頂けま
す。料金は駐車場料金と同額です。閉館時間帯にお帰
りになる場合にはトライアングル・ガレージの料金支
払い所で車の鍵を受け取って下さい。
UWMC、UWMC ルーズ
ベルト・クリニック、

UWMC ルーズベルト・クリニック

トライアングル及びサ

車でお越しの場合の道順 （2 頁の地図をご覧下さい）

ージェリーパビリオン

高速道路 I-5 から:

の駐車場付近の地図

 N.E. 45 番ストリートの出口（出口 169）を出る。N.E. 45 番ストリートを東に
進む。
 ルーズベルト・ウェイ N.E.を右（南）に曲がり、ルーズベルト・ウェイ
N.E. 4245 または 4225 のビルまで 2 ブロック進む。
高速道路 I-405 から：


高速道路 SR-520（出口 14）西向きに乗り換え、ワシントン湖を渡り高速道路
I-5 方面に進む。



高速道路 I-5 北方向（右車線）に合流する。最初の出口（N.E. 45 ストリート方
面、出口 169）を出る。N.E.45 ストリートを東に進む。



ルーズベルト・ウェイ N.E.を右折（南に）し、ルーズベルト・ウェイ N.E. 4245
または 4225 のビルまで２ブロック進む。

ルーズベルトの駐車場


ルーズべルト・ウェイ N.E.にあるクリニックのビルにはどちらにも地下駐車場が
あります。いずれの駐車場も入り口の手前に “P”（パーキング）と大きく記され
た標識があります。



駐車券をあなたの予約のあるクリニックに持って行って、“P”印のスタンプをし
てもらって下さい。駐車場を出る時に駐車場料金が割引されます。
ルーズベルト 4245 のビルにある放射線科（CT, MRI, 超音波、マモグラムな
ど）での予約にお越しになる患者さんは駐車料金全額が無料になります。
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CHDD へは、S1 駐車場の東端寄りに駐車されると便利です。

CHDD
センター・オン・ヒューマン・ディベロップメント・アンド・ディサビリティ (CHDD) はワシントン
大学のキャンパスの南側にある UW メディカルセンターの裏側に在ります。
お知らせ: CHDD 付近で数々の工事が行なわれています。UWMC の南側に、クリニックのビルと
エクスメンタル・エジュケーション（EEU）に向かって、病院の増築をしています。2012 年まで
CHDD のクリニックのビルと EEU の前のコロンビア・ロードは通行止めになっています。

車でお越しの場合の道順
高速道路 I-5 から：


N.E. 45 番ストリートの出口（出口 169）を出る。



N.E. 45 番ストリートを約 3/10 マイル東に進む。ブルックリン・アベニューN.E.を右折する。



ブルックリン・アベニューN.E. を約８ブロック南に進む（下り坂）。ボート・ストリー
ト（コロンビア・ロード）を左折する。



キャンパス・パーキング料金所（ゲート 6 番）で一旦停車し駐車票をもらい道順を聞いて下さ
い。現金あるいはクレジットカード（ビザあるいはマスターカードのみ）で 15 ドル支払って
下さい。

高速道路 SR-520 で東から：


高速道路 SR-520 で東方面から来る場合にはモントレイク・ブルバード N.E. の出口を出る。モ
ントレイク・ブルバード N.E.を右折（北に）し、橋を渡る。



橋を渡って最初の信号を左折（西に）し N.E.パシフィック・ストリートに入る。病院
（右手にある）を通り過ぎ、更に進む。



15 番アベニューN.E.を左折する。



15 番アベニューN.E.のつきあたりで左方向に流れる道を進む。キャンパス駐車料金所（ゲート
6 番）で一旦停車し駐車票をもらい道順を聞いて下さい。現金あるいはクレジットカード（ビ
ザあるいはマスターカードのみ）で 15 ドル支払って下さい。
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CHDD の駐車場

ご質問は?

15 ドルの駐車料金は４時間以上の駐車の料金です。あなたの駐車時間が

トライアングル駐車場
206-598-3460
週日の午前 6 時から深夜０時ま

駐車台数に制限がありますが、UWMC の裏側で、CHDD の建物（下記
をご覧下さい）の西側にある S1 駐車場をご利用頂けます。

でと、土曜日の午前７時から午
後４時まで、有料駐車。
サージェリーパビリオン
駐車場
206-598-0892
週日の午前 6 時から午後 10 時

４時間以内の場合は駐車場を出る時に料金所で駐車票を見せて差額を返
金してもらって下さい。

また、トラアングル駐車場及びサージェリーパビリオン駐車場にも駐車
できます。（1 頁、2 頁をご覧下さい）
S1 駐車場に駐車する場合


駐車場の中階の西端から入る。西端まで車で進み “CHDD”と標され
た区画に車を駐車して下さい。



受付でチェックインする際に、患者さんとご家族の方は駐車料金の
割引券をもらうことが出来ます。 駐車場を出る時に料金所でこの券
をみせて一部返金をしてもらって下さい。

まで有料駐車。
パレットパーキング
206-598-0177
週日の午前８時から午後５時ま
で。
ルーズベルト駐車場
4225 駐車場: 206-545-9401
4245 駐車場: 206-598-0426

身体障害者用駐車場
S1 駐車場は 7 フィート、5 インチまでの高さ制限があります。
S1 駐車場から CHDD の建物まで
S1 駐車場は 3 階建てです：最上階（道の高さ）、中階、下階


工事中は最上階に駐車しないで下さい。



車椅子の場合には中階に駐車して下さい。：駐車場の東南角にある
標識に従ってください。徒歩の場合は東出口を出て CHDD の標識に
従って下さい。



駐車場の下階から使えるエレベーターはありません。下階に駐車さ
れた場合は駐車場の東端にある階段をご利用下さい。

週日の午前８時から午後 5 時ま
で。
病院本館の電話番号
206-598-3300
ウェブサイト
http://uwmedicine.washington.
edu/patient-care/locations/
_______________________
_______________________
_______________________
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Driving Directions
and Parking
For UWMC, Surgery Pavilion,
UWMC Roosevelt Clinics, and CHDD
This handout gives driving

UWMC and the Surgery Pavilion

directions, area maps, and

Driving Directions (see map on page 2)

parking information for:

From Interstate 5:

 University of Washington



Take Exit #168B (Bellevue /Kirkland) onto State Route 520.

Medical Center (UWMC)



Take the first exit off SR520 to Montlake Boulevard N.E.

 UWMC Surgery Pavilion



Turn left onto Montlake Blvd. and go north across the bridge.

 UWMC Roosevelt Clinics



At the traffic light, turn left onto N.E. Pacific Street.



Follow directions below for UWMC and Surgery Pavilion Parking.

 Center on Human
Development and
Disability (CHDD)

From the East on State Route 520, Westbound:



Take the Montlake Boulevard exit.



Go north on Montlake Blvd. and cross the bridge.



At the traffic light, turn left onto N.E. Pacific Street.



Follow directions below for UWMC and Surgery Pavilion Parking.

UWMC and Surgery Pavilion Parking
UWMC has underground parking and validated parking at a reduced rate
for patients and their visitors. Validate your parking ticket at your clinic or
unit.


The Triangle Parking Garage is across the street from the medical
center. From N.E. Pacific Street, turn right (north) at the second
"Patient Parking" sign onto N.E. Pacific Place, then make a quick right
turn into the Triangle Parking Garage. After parking, use the
pedestrian tunnel to walk to the medical center.



The Surgery Pavilion Parking Garage is under the Surgery Pavilion
at the east end of UWMC. From N.E. Pacific Street, turn into the
Emergency Department (ED) entrance. Drive past the ED to a stop
sign. Follow the signs to the Surgery Pavilion Parking Garage.
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Disability Parking
The Triangle and Surgery Pavilion Garages
have disability parking, including spaces for
wheelchair vans. Height restrictions are:


Triangle Garage: 6 feet, 8 inches



Surgery Pavilion Garage: 9 feet, 6 inches

Patients with disability or mobility parking
needs may also use the valet parking service
(see below). Wheelchairs and escort services
are also available at the main hospital entrance.
Valet Parking
Valet parking is available at the main entrance
of the medical center weekdays from 8 a.m. to
5 p.m. Fees are the same as the parking garage
fees. If you return for your car after hours,
please ask for your keys at the Triangle Garage
payment booth.
Area map showing
UWMC, UWMC
Roosevelt Clinics,
and the Triangle and
Surgery Pavilion
parking garages

UWMC Roosevelt Clinics
Driving Directions (see map above)
From Interstate 5:



Take the N.E. 45th Street exit (#169). Drive east on N.E. 45th Street.



Turn right (south) on Roosevelt Way N.E. and go 2 blocks to the
4245 or 4225 Roosevelt Way N.E. building.

From Interstate 405:



Take State Route 520 (Exit #14), west across Lake Washington to
Interstate 5.



Merge onto Interstate 5 northbound (stay in the right lane). Take the
first exit (N.E. 45th Street, exit #169). Drive east on N.E. 45th Street.



Turn right (south) on Roosevelt Way N.E. and go 2 blocks to the
clinics at 4245 or 4225 Roosevelt Way N.E.

Roosevelt Parking


Both clinic buildings on Roosevelt Way N.E. have an underground
parking garage. Each garage is marked with a large “P” sign (for
parking) just before the entrance.



Bring your parking ticket to your appointment to have it stamped with a
“P.” When you exit the garage, you will pay a reduced parking rate.
Patients who have appointments in Radiology (CT, MRI, ultrasound, or
mammography) at the 4245 Roosevelt Clinic will have their parking
fully validated (no charge).
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Park at the east end of the S1 Parking Garage for best access to the CHDD clinic

CHDD
The Center on Human Development and Disability (CHDD) is located just behind UWMC
at the south end of the University of Washington campus.
Please note: Several construction projects are taking place near the CHDD. UWMC is
expanding south toward the Clinic Building and the Experimental Education Unit (EEU).
Columbia Road is closed in front of the CHDD Clinic building and EEU until 2012.
Driving Directions
From Interstate 5:



Take the N.E. 45th Street exit (#169).



Go east on N.E. 45th Street about 3/10 of a mile. Turn right onto Brooklyn Avenue N.E.



Go south (downhill) on Brooklyn Avenue N.E. for about 8 blocks. Turn left on
N.E. Boat Street (Columbia Road).



Stop at the campus parking gatehouse (Gate #6) for directions and a parking permit.
You will need to pay $15 cash or charge a credit card (VISA or MasterCard only).

From the East on SR 520:



From the east on State Route 520, take the Montlake Blvd. N.E. exit. Turn right (north)
onto Montlake Blvd. N.E. and cross the bridge.



At the first traffic light after the bridge, turn left (west) onto N.E. Pacific Street.
Drive past the hospital (on your left).



Turn left onto 15th Avenue N.E.



At the end of 15th Avenue N.E., follow the road as it swings left. Stop at the campus
parking gatehouse (Gate #6) for directions and a parking permit. You will need to pay
$15 cash or charge a credit card (VISA or MasterCard only).
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CHDD Parking

Questions?
Triangle Parking Garage
206-598-3460
Pay for parking weekdays
from 6 a.m. to midnight,
Saturdays from 7 a.m. to
4 p.m.
Surgery Pavilion
Parking Garage
206-598-0892
Pay for parking weekdays
from 6 a.m. to 10 p.m.
Valet Parking
206-598-0177
Weekdays 8 a.m. to 5 p.m.

The $15 parking permit pays for 4 or more hours. If your visit lasts
less than 4 hours, show your ticket at the gatehouse as you leave
for a partial refund.
Limited parking is available in the S1 Parking Garage, located
behind UWMC, west of the CHDD building (see below). The
garage is open for pay parking weekdays from 6 a.m. to 10 p.m.
You may also park in either the Triangle Garage or Surgery
Pavilion Garage (see pages 1 and 2).
To Park in the S1 Parking Garage:



Enter the middle level at the west end of the garage. Drive to
the east end and look for parking stalls marked “CHDD.”



At appointment check-in, patients or their family members may
request a voucher for a discount on parking. Show this voucher
at the gatehouse when you leave the parking area for a partial
refund.

Disability Parking

Roosevelt Parking
4225 Garage: 206-545-9401
4245 Garage: 206-598-0426
Weekdays 8 a.m. to 5 p.m.

The S1 Parking Garage has a height restriction of 7 feet, 5 inches.

Main Hospital Phone
206-598-3300



During construction, do not park on the top level.



Park on the middle level if you need wheelchair access: Follow
the signs at the southeast corner of the garage. If you are
walking, go out the east exit and follow the signs to CHDD.



There is no elevator access from the bottom level of the
garage. Use the stairs on the east end of the garage if you park
on the bottom level.

Getting from S1 Parking Garage to the CHDD
S1 parking has 3 levels: top (street level), middle, and bottom.

Website
http://uwmedicine.washington.e
du/patient-care/locations/
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____________________
____________________
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