
 １　大学等
　　　国立、公立、私立、高専等

種別 名称 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL

神戸大学 神戸大学と産業界との連携を推進する中核組織として、産官学連
携の推進や知財管理、人材育成などに取り組んでいます

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5945 078-803-5389 http://www.innov.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 ホームページ参照 657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5395 078-803-5049 http://www.research.kobe-u.ac.jp/gksh-web/ura/index.html

神戸大学 グローバル文化学科 657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1 078-803-7515 078-803-7509 http://www.ｆｇｈ.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 発達コミュニティ学科
環境共生学科
子ども教育学科

657-8501 神戸市灘区鶴甲3-11 078-803-7905 078-803-7939 http://www.ｆｇｈ.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 人間発達環境学研究科では、人の一生を通じた発達と、その発達
を支える環境を対象とした教育研究を行っています
人間発達専攻、人間環境学専攻

657-8501 神戸市灘区鶴甲3-11 078-803-7905 078-803-7939 http://www.h.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 数学科、物理学科、化学科、生物学科、惑星学科 657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5761 078-803-5770 http://www.sci.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物学専攻、惑星学専攻 657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5761 078-803-5770 http://www.sci.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 ホームページ参照 650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1 078-382-5111 078-382-5050 https://www.med.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 大学院 医学研究科 附属感染症センター 感染症センターは、予防薬、診断薬、治療薬の開発や診療システ
ムの整備、人材育成を目指します。WHO神戸センターや兵庫県立
健康生活科学研究所健康科学研究センター、神戸市環境保健研
究所と協力し、感染症対策の新たな県内拠点となる

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1 078-382-5111 078-382-5714 https://www.med.kobe-u.ac.jp/cid/

神戸大学 大学院 医学研究科 附属動物実験施設 動物実験施設は、医学研究科・医学部で実施される動物を用いた
医学研究をサポートし、動物実験が適正に実施されるよう教育お
よび情報提供をする。

650-0017 神戸市中央区楠町7-5-1 078-382-6902 078-382-6904 http://www.med.kobe-u.ac.jp/iea/

神戸大学 医学部 附属病院 国際がん医療・研究センター 神戸医療産業都市の中で、産官学連携のもと、医工連携を進め、
革新的医療機器の開発・研究を推し進めるＲｅｓｅａｒｃｈ Ｈｏｓｐｉｔａｌと
しての役割を担っています。

650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-1 078-302-7111 078-302-7147 http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/iccrc/

神戸大学 看護学専攻、検査技術科学専攻、理学療法学専攻、作業療法学
専攻

654-0142 神戸市須磨区友が丘7-10-2 078-796-4502 078-796-4509 http://www.ams.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 看護学領域、病態解析学領域、リハビリテーション科学領域、パブ
リックヘルス領域

654-0142 神戸市須磨区友が丘7-10-2 078-796-4502 078-796-4509 http://www.ams.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 建築学科、市民工学科、電気電子工学科、機械工学科、応用化学
科、情報知能工学科

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6333 078-803-6396 http://www.eng.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 建築学専攻、市民工学専攻、電気電子工学専攻、機械工学専攻、
応用化学専攻

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6333 078-803-6396 http://www.eng.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 システム科学専攻、情報科学専攻、計算科学専攻
（令和５年４月よりシステム情報学専攻に一専攻化されます。）

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6333 078-803-6396 http://www.csi.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 食料環境システム学科、資源生命科学科、生命機能科学科 657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5921 078-803-5932 http://www.ans.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 食料共生システム学専攻、資源生命科学専攻、生命機能科学専
攻

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5921 078-803-5932 http://www.ans.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 グローバル輸送科学科、海洋安全システム科学科、マリンエンジ
ニアリング学科

658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-6200 078-431-6355 http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 海洋政策科学科 658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-6200 078-431-6355 https://www.ocean.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 海事科学専攻 658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-6200 078-431-6355 http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 大学院 海事科学研究科 附属国際海事研究センター 海事に関する総合的かつ先端的な研究を行うとともに、積極的な
情報発信により、国内外の海事社会の発展に寄与します

658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-6318 078-431-6318 http://www.imerc.maritime.kobe-u.ac.jp

神戸大学 大学院 海事科学研究科 付属練習船海神丸 ホームページ参照 658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-6200 078-431-6355 https://www.ocean.kobe-u.ac.jp/kaijindayori/
https://www.maritime.kobe-
u.ac.jp/joint_usage/fukaemaru/for_public.html

国
立

工学部

学部

産官学連携本部

学術研究推進機構学術研究推進室

国際人間科学部

国際人間科学部

大学院 人間発達環境学研究科

理学部

大学院 理学研究科

医学部 医学科
大学院 医学研究科

医学部 保健学科

大学院 保健学研究科

大学院 工学研究科

大学院 システム情報学研究科

農学部

大学院 農学研究科

海事科学部

海洋政策科学部

大学院 海事科学研究科
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 １　大学等
　　　国立、公立、私立、高専等

種別 名称 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL学部

神戸大学 バイオプロダクション分野
先端膜工学分野
先端IT分野
先端医療学分野
アントレプレナーシップ分野

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5332 078-803-5349 http://www.stin.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 神戸大学のDXに係る施策のデザイン・導入、定着支援と、ICT活
用を推進するため、情報基盤の整備・提供等を行う。

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5081 078-803-5375 http://www.istc.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 シグナル機能制御研究部門
シグナル統合経路研究部門
シグナル分子応答研究部門

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5332 078-803-5349 http://www.biosig.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 レーザー分子光科学研究部門、テラヘルツ分子科学研究部門、テ
ラヘルツ物性物理学研究部門

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5761 078-803-5770 http://www.research.kobe-u.ac.jp/mprc/

神戸大学 地震災害リスク評価研究、地盤環境リスク評価研究、社会基盤マ
ネジメント研究、減災エリアマネジメント研究、産業・経済危機管理
マネジメント研究、情報コミュニケーション研究、安全コミュニケー
ション研究、感染症リスク・コミュニケーション研究

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6333 078-803-6396 http://www.rcuss.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 数理･データサイエンスに関わる基礎から応用に至る様々な研究 657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5753 http://www.cmds.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 アイソトープ部門、機器分析部門、極低温部門 、加速器部門、動
物機能解析部門

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5398 078-803-5049 http://www.csrea.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 瀬戸内海などの閉鎖性海域の自然環境に関する基礎的研究と教
育を行うほか、沿岸環境の保全と修復に関わる研究を行う

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5781 http://www.research.kobe-u.ac.jp/rcis-kurcis/

神戸大学 海域における火山活動や地震活動に関する先端的な調査・観測
を行い、地球変動の根本的原因の解明や海洋由来災害の軽減を
目指した研究を実施している。

658-0022 神戸市東灘区深江南町5-1-1 078-431-4620 078-431-4620 http://www.k-obec.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 バイオテクノロジーに関わる先端・融合領域における研究及び人
材育成の推進並びに研究成果の社会への還元

650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-6 078-304-6016 078-304-6019

神戸大学 思春期・壮年期疾患および認知症疾患の病因、病態、生体情報シ
ステム、予防・早期診断法に係る研究。フィジカル・メンタルヘルス
に関する研究。

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-5245 078-803-5254 http://www.kobe-u.ac.jp/medicalc/index-j.html

神戸大学 バイオベース燃料・化学品研究部門
バイオロジクス研究部門
機能性食品素材･アグロバイオ研究部門
化学・プロセス研究部門
先端プラットフォーム技術開発部門
バイオエコノミー研究部門

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6495 078-803-5349 http://www.egbrc.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 ①計算社会科学における先端研究　②研究を促進するための技
術開発　③研究を促進するためのデータベース作成をシミレーショ
ン部門、データ分析部門、データベース部門において研究する。

657-8501 神戸市灘区六甲台町2-1 078-803-7061 078-803-7059 http://www.ccss.kobe-u.ac.jp/

神戸大学 先端膜工学研究センターは、世界的な膜研究拠点として、基礎か
ら応用まで幅広く膜の最先端研究を進めています。

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6180 078-803-6180 http://www.research.kobe-u.ac.jp/eng-
membrane/center/index.html

神戸大学 マルチスケールを対象の散乱場内部を非破壊で可視化する統一
的な方法論として、「光散乱透視科学」を創成する

657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 078-803-6235 http://www.oasis.kobe-u.ac.jp

神戸大学 ポートアイランド地区での異分野との共創研究等を推進し、学外機
関、団体等と連携した研究交流を促進し、その研究成果で社会貢
献に寄与する

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-48 078-599-6710 078-599-6711 http://www.ircpi.kobe-u.ac.jp/

兵庫県立大学 国際商経学科(経済学コース、経営学コース、グローバルビジネス
コース）

651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1 078-794-5184 078-794-6166 https://www.u-hyogo.ac.jp/em/

兵庫県立大学 社会情報科学科 651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1 078-794-5184 078-794-6166 https://www.u-hyogo.ac.jp/sis/

兵庫県立大学 経済学専攻、　経営学専攻
グローバルビジネス専攻
会計専門職専攻、経営専門職専攻

651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1 078-794-5184 078-794-6166 https://www.u-hyogo.ac.jp/g3s/

兵庫県立大学 データ計算科学専攻
データ科学コース、　　計算科学コース、
健康医療科学コース、情報セキュリティ科学コース

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-28
計算科学センタービル（神戸情報科学
キャンパス)
学園西町8丁目2-1(神戸商科キャンパ
ス)

078-303-1901 078-303-2700 https://u-hyogo.info/

兵庫県立大学 データ計算科学専攻
データ科学コース、　　計算科学コース、
健康医療科学コース、情報セキュリティ科学コース

651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1
（神戸商科キャンパス）

078-303-1901 078-303-2700 https://www.u-hyogo.ac.jp/gsis/

数理･データサイエンスセンター

大学院 科学技術イノベーション研究科

DX・情報統括本部

バイオシグナル総合研究センター

分子フォトサイエンス研究センター

都市安全研究センター

社会情報科学部

研究基盤センター

内海域環境教育研究センター

海洋底探査センター

神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター

ICHCセンター　保健管理部門

先端バイオ工学研究センター

計算社会科学研究センター
　ＣＣＳＳ（Center for Computational Social Science）

先端膜工学研究センター

次世代光散乱イメージング科学研究センター

総合研究拠点

国際商経学部

大学院 社会科学研究科

大学院　情報科学研究科

大学院　情報科学研究科

県
立
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 １　大学等
　　　国立、公立、私立、高専等

種別 名称 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL学部

兵庫県立大学 減災復興政策専攻（博士前期・博士後期課程）行政、企業、NPO
等多様な主体が蓄積した知見等を体系化するとともに、既存の学
問を横断的に組み合わせ、減災復興政策にかかる教育研究を展
開する。

651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2
人と防災未来センター東館4階､6階

078-891-7376 078-271-7202 https://drg-u-hyogo.jp/

兵庫県立大学 脱炭素社会の構築など、SDGｓに関する事柄を政策科学の視点を
もって多方面的に研究し、様々な提言を行います。

651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1 078-794-5302 078-794-6166 http://ips-u-hyogo.jp

市
立

神戸市看護大学 看護学科 651-2103 神戸市西区学園西町3-4 078-794-8080 078-794-8086 https://www.kobe-ccn.ac.jp/

関西国際大学 社会学部 社会学科
共生社会専攻、文化・メディア専
攻、データサイエンス専攻

社会に発生するさまざまな事象や問題を社会学の理論をデータ解
析の手法を用いて分析する

650-0006 神戸市中央区諏訪山町3番1号 078-341-6060 078-371-4972 http://www.kuins.ac.jp

関西国際大学 心理学科
臨床心理学専攻、犯罪心理学専攻、災害心理学専攻、産業・消費
者心理学専攻

650-0006 神戸市中央区諏訪山町3番1号 078-341-6060 078-371-4972 http://www.kuins.ac.jp

甲南大学 産官学連携の推進と研究支援 658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2754 078-435-2324 http://www.konan-u.ac.jp/front/

甲南大学 物理学科、生物学科、機能分子化学科 658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2468 078-435-2539 https://www.konan-u.ac.jp/faculty/science_and_engineering/

甲南大学 知能情報学科 658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2468 078-435-2539 http://www.konan-u.ac.jp/faculty/ii/

甲南大学 物理学専攻、化学専攻、生物学専攻、生命・機能科学専攻および
知能情報学専攻を擁し、最先端の教育研究を展開

658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2468 078-435-2539 https://www.konan-u.ac.jp/graduate/natural

甲南大学 「現代人の心の危機」や「次世代育成」に関する共同研究、子育て
支援･アート・哲学等の実践研究

658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2683 078-435-2683 https://www.konan-u.ac.jp/kihs/

甲南大学 本研究所では、多様な生物を研究対象として、分子レベルから生
態系までの幅広い最先端研究を行っています。

658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2754 078-435-2324 https://www.konan-u.ac.jp/hp/neurobio/

甲南大学 人文、社会、自然科学分野の諸分野にわたる総合的な共同研究
を行い、学術の進歩に寄与することを目的とする

658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-435-2559 078-435-2324 http://www.konan-u.ac.jp/souken/

甲南大学 国内外の研究機関と共同研究を通じて、地域経済クラスターを創
造し、阪神地域の地域経済・産業活動を活性化する

658-8501 神戸市東灘区岡本8-9-1 078-569-0214 078-435-2324 http://www.konan-u.ac.jp/bi/

甲南大学 分子レベルで生命現象を解明し、その知見を医療・食品・環境・創
薬・機能性材料などの分野に応用する

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-20 078-303-1457 078-303-1495 http://www.konan-first.jp/

甲南大学 分子レベルで生命現象を解明し、その知見を医療・食品・環境・創
薬・機能性材料などの分野に応用する

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-20 078-303-1457 078-303-1495 http://www.konan-first.jp/

甲南大学 生命の基盤的現象に関わる核酸（遺伝子）の機能を解明し、その
機能を化学的に活用して社会に還元することを目指す

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-20 078-303-1147 078-303-1495 http://www.konan-fiber.jp/

甲南女子大学 大学院看護学研究科、看護学科、理学療法学科 658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23 078-413-3722 078-413-3742 http://www.konan-wu.ac.jp/

甲南女子大学 医療栄養学科 658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23 078-413-3017 078-431-0364 http://www.konan-wu.ac.jp/

甲南女子大学 看護学研究科　博士前期課程
看護学研究科　博士後期課程

658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23 078-413-3722 078-413-3742 http://www.konan-wu.ac.jp/

神戸学院大学 栄養学科
管理栄養学専攻と臨床検査学専攻があり、管理栄養士、臨床検
査技師、栄養教諭の養成教育並びに、栄養学をはじめとする、基
礎・臨床研究を行っている。

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5689 http://www.kobegakuin.ac.jp/

神戸学院大学 博士前期課程（2年）であり、栄養学をはじめとする、基礎・臨床研
究を活発に行っている。

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5689 http://www.kobegakuin.ac.jp/

神戸学院大学 博士後期課程（3年）であり、栄養と薬学が融合したユニークな研
究科である。課程博士、。論大博士を有し、広範囲の基礎・臨床研
究を活発に行っている。

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5689 https://www.nutr.kobegakuin.ac.jp/~eiyouhm/graduate/chemical/i
ndex.html

神戸学院大学 理学療法学科、作業療法学科、社会リハビリテーション学科 651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5689 https://www.kobegakuin.ac.jp/faculty/rehabilitation/

人間科学研究所

大学院　減災復興政策研究科

政策科学研究所

看護学部

心理学部

フロンティア研究推進機構

理工学部

知能情報学部

大学院 自然科学研究科

大学院 食品薬品総合科学研究科

統合ニューロバイオロジー研究所

総合研究所

ビジネス・イノベーション研究所

フロンティアサイエンス学部（FIRST）

大学院 フロンティアサイエンス研究科

先端生命工学研究所（FIBER）

看護リハビリテーション学部

医療栄養学部

大学院 看護学研究科

栄養学部

大学院 栄養学研究科

私
立

総合リハビリテーション学部
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 １　大学等
　　　国立、公立、私立、高専等

種別 名称 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL学部

神戸学院大学 神戸市の「認知症のひとにやさしいまちづくり」条例と協働して、認
知症の人が尊厳をもって生活できる地域をめざして、地域の高齢
者を対象に認知症の早期診断、診断後支援につながる調査研究
を行っている。

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5094 http://www.dementia-friendly.jp/

神戸学院大学 医療リハビリテーション学専攻（修士課程）
社会リハビリテーション学専攻（修士課程）
医療リハビリテーション学専攻（修士後期課程）

651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518 078-974-1551 078-974-5689 http://www.reha.kobegakuin.ac.jp/~hp-reha/index/index.html

神戸学院大学 薬学科　医療人としての薬剤師に必要な知識及び技術を修得さ
せ、社会の求める医療のニーズに応えうる問題解決能力を持った
学士（薬学）の育成を行うとともに、高度の専門知識技能を持った
薬剤師の養成を行います。

650-8586 神戸市中央区港島1-1-3 078-974-1551 078-974-4861 http://kobegakuin-yakugaku.jp

神戸学院大学 薬学研究科　博士課程（４年制）であり、医学の進歩に対応できる
高度な専門職業人と、医療薬学分野の次代の教育、研究を担う人
材を育成します。あわせて、医療品の臨床開発や臨床評価を行う
ことにより社会貢献できる人材を輩出することを目指しています。

650-8586 神戸市中央区港島1-1-3 078-974-1551 078-974-4861 http://kobegakuin-yakugaku.jp

神戸学院大学 戦略的研究基盤形成支援事業（2012年～2016年)のプロジェクト
「医用ナノパーティキュレートシステムの基盤研究」を中心に、実用
化をめざし、5つの研究テーマで運営しています

650-8586 神戸市中央区港島1-1-3 078-974-4606 078-974-4661 https://www.kobegakuin.ac.jp/kgulsc/

神戸芸術工科大学 ビジュアルデザイン学科、ファッションデザイン学科、プロダクト・イ
ンテリアデザイン学科、環境デザイン学科、まんが表現学科、映像
表現学科、アート・クラフト学科

651-2196 神戸市西区学園西町8-1-1 078-794-2112 078-794-5027 https://www.kobe-du.ac.jp/

神戸芸術工科大学 「科学と技術」「人間と歴史」「芸術と文化」が融合する芸術工学を
基盤に、デザインとアートの力を活かした試みを実践。社会に貢献
する研究活動を行います。

651-2196 神戸市西区学園西町8-1-1 078-794-2112 078-794-5027 https://www.kobe-du.ac.jp/

神戸情報大学院大学 社会の課題を解決できる探究型のICT技術者を育成する専門職大
学院

650-0001 神戸市中央区加納町2-2-7 078-262-7715 078-262-7737 https://www.kic.ac.jp/

神戸女子大学 看護学専攻　（博士前期・博士後期課程） 650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2 078-303-4811 078-303-4703 https://www.yg.kobe-wu.ac.jp/wu/

神戸女子大学 人間栄養学の観点から多様な健康問題を把握し、優れた思考と技
術から食の諸問題を解決できる人材を育成する

650-0046 神戸市中央区港島中町4-7-2 078-303-4700 078-303-4703 https://www.yg.kobe-wu.ac.jp/wu/

神戸常盤大学 医療検査学科、診療放射線学科、口腔保健学科、看護学科 653-0838 神戸市長田区大谷町2-6-2 078-611-1821 078-643-4361 http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/

神戸常盤大学 こども教育学科 653-0838 神戸市長田区大谷町2-6-2 078-611-1821 078-643-4361 http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/

神戸薬科大学 薬学科 658-8558 神戸市東灘区本山北町4-19-1 078-453-0031 078-441-7506 https://www.kobepharma-u.ac.jp/

兵庫医科大学 医療薬学科 650-8530 神戸市中央区港島1-3-6(神戸キャンパ
ス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 医系総合大学のメリットを最大限に生かし、医学と薬学を融合させ
た研究活動を通じて、医療現場の問題点を解決できる薬学研究者
を養成します。

650-8530 神戸市中央区港島1-3-6(神戸キャンパ
ス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 薬学部 先端医薬研究センター 学校法人　兵庫医科大学　内外との共同研究の拠点として、本セ
ンターでは、医学・薬学の発展に貢献するため、様々な疾患の予
防や治療に資する最先端創薬・基礎薬学研究に取り組んでいる。

650-8530 神戸市中央区港島1-3-6（神戸キャン
パス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 看護学科 650-8530 神戸市中央区港島1-3-6（神戸キャン
パス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 看護学全般に関する研究　基礎研究から臨床・実践に関する研究
を行っている

650-8530 神戸市中央区港島1-3-6（神戸キャン
パス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 理学療法学科・作業療法学科 650-8530 神戸市中央区港島1-3-6（神戸キャン
パス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

兵庫医科大学 リハビリテーション科学領域における評価治療方法の開発並びに
効果判定に係る研究、高度医療人材の育成

650-8530 神戸市中央区港島1-3-6（神戸キャン
パス）

078-304-3000 078-304-2700 https://www.hyo-med.ac.jp/

流通科学大学 ① 経営学科、マーケティング学科
② 経済学科、経済情報学科
③ 人間社会学科、観光学科、人間健康学科
④流通科学専攻（修士課程）流通科学専攻（博士後期課程）

651-2188 神戸市西区学園西町3-1 078-794-3555 078-794-3510 https://www.umds.ac.jp/

高

等

専

門

学

校

神戸市立工業高等専門学校 機械工学科、電気工学科、電子工学科、応用化学科、都市工学科 651-2194 神戸市西区学園東町8-3 078-795-3311 078-795-3314 http://www.kobe-kosen.ac.jp/

総合リハビリテーション学部
認知症の人にやさしいまちづくり研究プロジェクト

大学院 総合リハビリテーション学研究科

薬学部

大学院 薬学研究科

ライフサイエンス産学連携研究センター

教育学部

薬学部

薬学部

大学院 薬学研究科

看護学部

大学院 看護学研究科

芸術工学部

大学院 芸術工学研究科

情報技術研究科情報システム専攻

大学院 看護学研究科

大学院 健康栄養学研究科

保健科学部

リハビリテーション学部

大学院 医療科学研究科

① 商学部
② 経済学部
③ 人間社会学部
④大学院　流通科学研究科
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そ
の
他

天津中医薬大学
鍼灸推拿学院 神戸校

中国伝統医学である鍼灸･推拿･中薬(漢方薬)を総合的に研究し
学ぶことを目的にしている

650-0021 神戸市中央区三宮町1-9-1
センタープラザ13F･14F

078-325-2789 078-325-2784 http://k-toyoiryo.com/heishu.html鍼灸推拿学科
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