
 ２　公設試験研究機関等
　　　　　国際、国の関係機関、県立、市立、財団法人等

種別 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL

国
際
機
関

革新的なソリューションを研究し政策や事業へと発展させることで、
持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（ＵＨＣ）を実現する

651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1
IHDセンタービル9F

078-230-3100 078-230-3178  http://extranet.who.int/kobe_centre/ja

科学や社会が抱える課題の解決に貢献するため、「シミュレーショ
ン」「ビッグデータ解析」「ＡＩ」を融合した最先端の研究をスーパーコ
ンピュータ「富岳」上で実践する。

650-0047 神戸市中央区港島南町7-1-26 078-940-5555 078-304-4956 https://www.r-ccs.riken.jp/

（国研）理化学研究所 個体の誕生から死までのライフサイクルの進行を、分子・細胞・臓
器の連関による調和のとれたシステムの成立とその維持、破綻に
至る動的な過程として捉え、個体の一生を支える生命機能の解明
に取り組む

650-0047 神戸市中央区港島南町2-2-3 078-306-0111 078-306-0101 https://www.bdr.riken.jp/jp/index.html

（国研）情報通信研究機構（NICT） 超伝導ICT、ナノＩＣＴ、深紫外光ＩＣＴ、バイオＩＣＴ、脳情報通信等の
領域融合を活かした情報通信基盤技術の研究開発

651-2492 神戸市西区岩岡町岩岡588-2 078-969-2100 078-969-2200 https://www.nict.go.jp/
https://www.nict.go.jp/advanced_ict/

（独）農林水産消費安全技術センター （ＦＡＭＩＣ） 農業生産資材（肥料、農薬、飼料等）、食品、木材の検査・分析・分
析法開発等

650-0047 神戸市中央区港島南町1-3-7 050-3797-1906 078-304-7425 http://www.famic.go.jp/

中小製造業の技術の高度化と市場性のあるものづくりを支援する
とともに、先端成長技術分野や企業ニーズに基づいた研究開発を
行っています

654-0037 神戸市須磨区行平町3-1-12 078-731-4033 078-735-7845 http://www.hyogo-kg.jp/

ユニバーサル社会づくりを推進するための介護リハビリロボットや
福祉用具、義肢装具、住まいづくり、まちづくり等に関する研究開
発

651-2181 神戸市西区曙町1070 078-925-9283 078-925-9284 https://www.assistech.hwc.or.jp/

医療技術の臨床応用等に関する研究 650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-7 078-945-7300 078-302-1023 http://www.hyogo-kodomo-hosp.com/

県立粒子線医療センター 陽子線によるがん治療（対象は小児がん、前立腺がん、頭頸部が
ん、骨軟部腫瘍等）

650-0047 神戸市中央区港島南町1-6-8 078-335-8001 078-335-8006 https://www.kobe-pc.jp/

兵庫県警察本部 法医・化学・物理・文書・心理に関する鑑定及び検査 650-8510 神戸市中央区下山手通5-4-1 078-341-7441 078-351-7881 https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/shokai/kagaku/index.htm

トラウマ・PTSDに関する専門的な相談・診療・研修・研究等 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-3-2 078-200-3010 078-200-3017 https://www.j-hits.org

感染症、食品化学、環境化学に関する試験検査及び調査研究 650-0046 神戸市中央区港島中町4-6-5 078-302-6197 078-302-0894 https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/inde
x.html

地方独立行政法人神戸市民病院機構 眼疾患にかかる臨床研究および治験等（ｉPS細胞を用いた網膜再
生の臨床研究、遺伝子治療に関する研究等）

650-0047 神戸市中央区港島南町2-1-8 078-381-9870 078-381-9910 http://kobe.eye.center.kcho.jp/

地方独立行政法人神戸市民病院機構 医薬品医療機器等の臨床研究及び特定臨床研究。脳血管内治療
機器の医師主導治験の実施

650-0047 神戸市中央区港島南町2-1-1 078-302-4321 078-302-4604 https://chuo.kcho.jp/department/clinical_research_center/

気候変動や生態系・生物多様性、大気圏・海域圏の変化や資源の
利用と持続可能な開発へのプロセス、科学と政策の連携等に関す
る研究への支援

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4F

078-230-8017 078-230-8018 http://www.apn-gcr.org/ja

(公財)神戸医療産業都市推進機構 ・再生・細胞治療の研究開発　　　・医療機器の研究開発
・医薬品の研究開発　　・先制医療実現のための研究開発

650-0047 神戸市中央区港島南町6-3-7
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗﾎﾞ神戸5階

078-306-1700 078-306-1708 https://www.fbri-kobe.org/

(公財)神戸医療産業都市推進機構 非臨床試験、治験、臨床研究等から論文作成に至るまで医療開発
に係る一連のサービスを研究者・企業に提供する。

650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-4 078-303-9093 078-304-6800 https://www.tri-kobe.org/

(公財)神戸医療産業都市推進機構 細胞製剤の受託製造、細胞処理施設の管理・運営、細胞製剤の
品質と安全性試験の規格化、自動培養システムの開発

650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-4 078-306-0681 078-.306-2036 https://www.fbri-kobe.org/rdc/

閉鎖性海域の環境の保全・創造に関する調査研究 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5F

078-252-0234 078-252-0404 https://www.emecs.or.jp/

（公財）地球環境戦略研究機関(IGES） 「低炭素技術の移転促進と普及」研究
「地球循環共生圏」研究
「気候変動適応・防災」研究

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5F

078-262-6634 078-262-6635 https://www.iges.or.jp/jp/about/research-units/kansai-research-
centre

視覚障害者の日常生活・就労など、社会活動等に対するさまざま
な支援。視機能の向上・回復のためのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝと技術開発・調
査研究など。

650-0047 神戸市中央区港島南町2-1-8
神戸ｱｲｾﾝﾀｰ2Ｆ

078-304-4455 078-304-4466 http://www.nextvision.or.jp

環境創造事業、循環型社会推進事業、環境調査・測定分析事業、
環境研究事業など「環境優先社会」の実現に向け、さまざまな事業
に取り組んでいます。

654-0037 神戸市須磨区行平町3-1-18 078-735-2737 078-735-2292 https://www.eco-hyogo.jp/

安全・安心なまちづくり及び共生社会の実現にかかる調査研究 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内

078-262-5580 078-262-5587 https://www.hemri21.jp

（公財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構 実践的な防災研究及び災害対応の現地調査・支援等 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西館6F

078-262-5066 078-262-5082 https://www.dri.ne.jp/

国
の
関
係
機
関

県
立

市
立

公
益
法
人
等

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

（公財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構

神戸市健康科学研究所

神戸市立神戸アイセンター病院

神戸市立医療センター中央市民病院

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）

先端医療研究センター（IBRI）

医療イノベーション推進センター（TRI）

細胞療法研究開発センター

（公財）国際エメックスセンター

関西研究センター

(公社)ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ

（公財）ひょうご環境創造協会

名　　称

神戸センター

兵庫県こころのケアセンター

世界保健機関健康開発総合研究センター
（WHO神戸センター）

（国研）理化学研究所計算科学研究センター

生命機能科学研究センター

未来ICT研究所

県立工業技術センター

県立福祉のまちづくり研究所

兵庫県立こども病院

附属神戸陽子線センター

科学捜査研究所
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 ２　公設試験研究機関等
　　　　　国際、国の関係機関、県立、市立、財団法人等

種別 研究内容等 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 URL名　　称

アジア人の頭皮に関する基礎研究及び健康な頭皮のために必要
な有効成分、処方技術、製品開発、ケア方法、及び毛髪再生技術
の応用研究の促進
又、化粧品および化粧品原料の安全性及び有用性評価を行って
おります

650-0047 神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター605

078-381-5303 078-303-3077 http://www.frash.org/

防災情報の収集･提供、防災人材の育成、コミュニティの防災力向
上、衛星観測データの利用促進、国際防災協力の推進

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5F

078-262-5540 078-262-5546 https://www.adrc.asia/top_j.php/

建設工学に関する研究開発及び技術開発、文献の刊行及び知識
の普及、研究及び調査の受託・委託　等

657-0011 神戸市灘区鶴甲1-3-10 078-851-1850 078-851-5454 http://www.kensetsuk.or.jp/

「富岳」を中核とするハイパフォーマンス・コンピューティング・インフ
ラ（ＨＰＣI）の利用促進等（「富岳」登録施設利用促進機関他）

650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-2
神戸キメックセンタービル6F

078-599-9511 078-599-9512 http://www.rist.or.jp/
https://www.hpci-office.jp/

(一財)地域地盤環境研究所 地域の地盤特性を把握し、防災も視野に入れ、皆様の地盤に関す
る相談相手になるよう努めてまいります

658-0064 神戸市東灘区鴨子ケ原1-2-22 078-856-8878 078-856-8107 https://www.geor.or.jp

・電気製品に関する安全試験（PSE適合性検査、S-JET認証等)
・EMC、IP、環境性能試験
・リチウムイオン蓄電池試験

658-0033 神戸市東灘区向洋町西4-1 078-771-5135 078-771-5136 https://www.jet.or.jp/

(一財)日本食品検査 食品全般の試験分析（微生物、理化学）、店舗・工場等の衛生調
査、コンサル、機能性成分の試験法開発等

650-0047 神戸市中央区港島南町3-2-6 078-302-1030 078-302-1097 https://www.jffic.or.jp/

(一財)日本繊維製品品質技術センター 各種機能加工製品の微生物制御に関わる性能評価及び基礎研究 650-0011 神戸市中央区下山手通5-7-3 078-351-1891 078-351-1894 https://www.qtec.or.jp

・動植物油脂・油脂原料の分析　・国内外の食品分析（微生物検
査・理化学検査）
・環境分析・作業環境測定　　　　・化学物質等の変異原性試験
（Ames試験）
・除菌力・殺菌力試験

658-0044 神戸市東灘区御影塚町1-2-15 078-841-4931 078-841-5114 https://www.nykk.or.jp/

(一社)家畜改良事業団 ウシ体外受精卵の作出および関連研究 653-0032 神戸市長田区苅藻通7－1－20神戸市
中央卸売市場西部市場中3Ｆ

078-685-2626 078-652-5371 http://liaj.or.jp/ivf

保険医療機関として診療を行うかたわら、治験・臨床研究支援セン
ターを整備し、がん医療に関わる治験（治療の臨床試験）や臨床研
究にも積極的に取り組んでいます。

650-0046 神戸市中央区港島中町8-5-1 078-304-4100 078-304-0041 http://www.k-mcc.net/

一
般
財
団
・
一
般
社
団
法
人
等

医療法人社団 神戸低侵襲がん医療ｾﾝﾀｰ

(一財)東亜肤膚健康研究センター

（一財）アジア防災センター（ADRC）

（一財）建設工学研究所

(一財)高度情報科学技術研究機構
神戸センター

地盤工学ラボ

（一財）電気安全環境研究所（JET）
関西事業所

 関西事業所

神戸試験センター　微生物ラボ

（一社）日本油料検定協会
綜合分析センター

家畜バイタクセンター神戸分室
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