
６　救急医療に関する機能別医療機関（平成30年10月現在）
救命医療（三次救急医療） 救命期後医療

救命救急センター 病院群輪番制病院 救急告示医療機関 休日夜間急患センター 在宅当番医制

療養病床を有する医療機関
回復期リハビリテーション病棟
を有する医療機関
訪問看護ステーション　等

那須赤十字病院（大田原市） 那須赤十字病院（大田原市） 那須郡市医師会

那須中央病院（大田原市） 那須中央病院（大田原市）

菅間記念病院（那須塩原市） 菅間記念病院（那須塩原市）

国際医療福祉大学病院（那須塩原市） 国際医療福祉大学病院（那須塩原市）

福島整形外科病院（那須塩原市）

那須脳神経外科病院（那須塩原市）

黒磯病院（那須塩原市）

栃木県医師会塩原温泉病院（那須塩原
市）

那須塩原クリニック・健康増進センター（那
須塩原市）

国際医療福祉大学塩谷病院（矢板市） 国際医療福祉大学塩谷病院（矢板市） 塩谷地区夜間診療室（しおや）〔国
際医療福祉大学塩谷病院内〕（矢
板市）

黒須病院（さくら市） 黒須病院（さくら市） 塩谷地区夜間診療室（くろす）〔黒須
病院内〕（さくら市）

菅又病院（高根沢町）

尾形クリニック（矢板市）

村井胃腸科外科クリニック（矢板市）

南那須救急医療圏 那須烏山市
那珂川町

那須南病院（那須烏山市） 那須南病院（那須烏山市） 南那須医師会

上都賀総合病院（鹿沼市） 上都賀総合病院（鹿沼市）

御殿山病院（鹿沼市） 御殿山病院（鹿沼市）

西方病院（栃木市（西方地域）） 西方病院（栃木市（西方地域））

鹿沼脳神経外科（鹿沼市）

荒木医院（鹿沼市）

細川内科・外科・眼科（鹿沼市）

川上病院（日光市） 川上病院（日光市）

今市病院（日光市） 今市病院（日光市）

獨協医科大学日光医療センター（日光
市）

獨協医科大学日光医療センター（日光
市）
森病院（日光市）

日光市民病院（日光市） 日光市民病院（日光市）

足尾双愛病院（日光市）

新沢外科（日光市）

診療所又は病院

訪問看護ステーション

塩谷救急医療圏 矢板市
さくら市
塩谷町
高根沢町

塩谷郡市医師会

日光救急医療圏 日光市 日光市立休日急患こども診療所（日
光市）

鹿沼救急医療圏 鹿沼市
栃木市（西
方地域）※

鹿沼地区休日夜間急患診療所（鹿
沼市）
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圏

入院救急医療（二次救急医療） 初期救急医療
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那須救急医療圏 大田原市
那須塩原市
那須町

那須赤十字病院救命救急センター
（大田原市）

那須地区夜間急患診療所（大田原
市）
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救命医療（三次救急医療） 救命期後医療

救命救急センター 病院群輪番制病院 救急告示医療機関 休日夜間急患センター 在宅当番医制

療養病床を有する医療機関
回復期リハビリテーション病棟
を有する医療機関
訪問看護ステーション　等

入院救急医療（二次救急医療） 初期救急医療

済生会宇都宮病院（宇都宮市） 済生会宇都宮病院（宇都宮市）

国立病院機構栃木医療センター（宇都宮
市）

国立病院機構栃木医療センター（宇都宮
市）

地域医療機能推進機構うつのみや病院（宇都宮市） 地域医療機能推進機構うつのみや病院（宇都宮市）

宇都宮記念病院（宇都宮市） 宇都宮記念病院（宇都宮市）

国立病院機構宇都宮病院（宇都宮市） 国立病院機構宇都宮病院（宇都宮市）

宇都宮第一病院（宇都宮市）

鷲谷病院（宇都宮市）

柴病院（宇都宮市）
佐藤病院（宇都宮市）

宇都宮南病院（宇都宮市）

藤井脳神経外科病院（宇都宮市）

倉持病院（宇都宮市）

宇都宮中央病院（宇都宮市）

根本外科胃腸科医院（宇都宮市）

冨塚メディカルクリニック（宇都宮市）

宇都宮脳脊髄センター（宇都宮市）

芳賀赤十字病院（真岡市） 芳賀赤十字病院（真岡市） 芳賀地区救急医療センター（真岡
市）

芳賀郡市医師会

福田記念病院（真岡市）

真岡病院（真岡市）

とちぎメディカルセンターしもつが（栃木
市）

とちぎメディカルセンターしもつが（栃木
市）

栃木地区急患センター（栃木市）

獨協医科大学病院（壬生町） とちぎメディカルセンターとちのき（栃木
市）

獨協医科大学病院（壬生町）

多島外科胃腸科（壬生町）

藤沼医院（栃木市）

光南病院（小山市） 光南病院（小山市） 小山地区医師会

新小山市民病院（小山市） 新小山市民病院（小山市）

杉村病院（小山市） 杉村病院（小山市）

小山整形外科内科（小山市）

船田内科外科医院（小山市）
石橋総合病院（下野市）

自治医科大学附属病院（下野市） 自治医科大学附属病院（下野市）

小金井中央病院（下野市） 小金井中央病院（下野市）

石橋総合病院（下野市） 都丸整形外科（下野市）

新上三川病院（上三川町）

野木病院（野木町）

足利赤十字病院（足利市） 足利赤十字病院（足利市）

足利第一病院（足利市）

足利中央病院（足利市） 佐野休日・夜間緊急診療所（佐野
市）

今井病院（足利市）

本庄記念病院（足利市）

皆川病院（足利市）

佐野厚生総合病院（佐野市） 佐野厚生総合病院（佐野市）

佐野市民病院（佐野市）

※栃木市（西方地域）は、県南保健医療圏

両毛救急医療圏 足利市
佐野市

栃木県救命救急センター〔済生会
宇都宮病院〕（宇都宮市）

宇都宮市夜間休日救急診療所（宇
都宮市）

宇
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保
健
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宇都宮救急医療圏 宇都宮市

足利赤十字病院救命救急センター
（足利市）

足利市休日夜間急患診療所（足利
市）

診療所又は病院

訪問看護ステーション
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芳賀救急医療圏 真岡市
益子町
茂木町
市貝町
芳賀町
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栃木救急医療圏 栃木市
壬生町

獨協医科大学病院救命救急セン
ター（壬生町）

小山救急医療圏 小山市
下野市
上三川町
野木町

自治医科大学附属病院救命救急セ
ンター（下野市）

小山広域保健衛生組合夜間休日
救患診療所（小山市）

両
毛
保
健
医
療
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http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007052
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090010053
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090010053
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007052
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090007251
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090010252
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090004055
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090004055
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090004051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090004051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090004054
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090004054
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090004527
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090004587
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007053
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007054
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007054
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007053
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090007250
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007050
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090004056
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090002000
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090002000
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090100682
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090002051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090014516
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090014516
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090100684
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090002055
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090100688
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090014051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090014051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090014052
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090100525
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090100525
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090001575
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090001575
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090002000
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090002000
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090002613
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2090002613
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007052
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007052
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=1090007051
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2092000479
http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/jp/ap/qq/dtl/pwdetaillt01_002.aspx?kikan_cd=2092000479

