
医学部 医学部附属病院腎・血液浄化センター 大学院医学研究科

医学部附属病院 医学部附属病院親と子の心療部 大学院医学研究科附属感染症センター

医学部附属病院リウマチ科 医学部附属病院腎臓内科 大学院医学研究科附属動物実験施設

医学部附属病院リハビリテーション部 医学部附属病院整形外科 大学院医学研究科医科学専攻外科学講座

医学部附属病院医療の質・安全管理部 医学部附属病院精神科神経科 大学院医学研究科医科学専攻外科系講座

医学部附属病院医療情報部 医学部附属病院歯科口腔外科 大学院医学研究科医科学専攻生化学・分子生物学講座

医学部附属病院栄養管理部 医学部附属病院総合内科 大学院医学研究科医科学専攻生理学・細胞生物学講座

医学部附属病院冠動脈疾患治療部 医学部附属病院総合臨床教育センター 大学院医学研究科医科学専攻地域社会医学・健康科学講座

医学部附属病院患者支援センター 医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 大学院医学研究科医科学専攻内科学講座

医学部附属病院感染制御部 医学部附属病院乳腺内分泌外科 大学院医学研究科医科学専攻内科系講座

医学部附属病院肝胆膵外科 医学部附属病院脳神経外科 大学院医学研究科医科学専攻微生物感染症学講座

医学部附属病院眼科 医学部附属病院泌尿器科 大学院医学研究科医科学専攻病理学講座

医学部附属病院救急部 医学部附属病院皮膚科 大学院システム情報学研究科

医学部附属病院救命救急科 医学部附属病院美容外科 大学院システム情報学研究科システム科学専攻システム基盤講座

医学部附属病院形成外科 医学部附属病院病理診断科 大学院システム情報学研究科システム科学専攻システム創成講座

医学部附属病院血液内科 医学部附属病院放射線科 大学院システム情報学研究科計算科学専攻計算科学基礎講座

医学部附属病院血管内治療センター 医学部附属病院放射線腫瘍科 大学院システム情報学研究科計算科学専攻計算科学創成講座

医学部附属病院検査部 医学部附属病院放射線部 大学院システム情報学研究科情報科学専攻情報基礎講座

医学部附属病院呼吸器外科 医学部附属病院麻酔科 大学院システム情報学研究科情報科学専攻知能情報講座

医学部附属病院呼吸器内科 医学部附属病院免疫内科 経済経営研究所企業情報

大学院経営学研究科 医学部附属病院薬剤部 経済経営研究所

大学院経営学研究科マネジメント・システム専攻企業システム講座 医学部附属病院輸血部 経済経営研究所共同研究推進室

大学院経営学研究科マネジメント・システム専攻経営情報科学 医学部附属病院臨床研究推進センター 海事科学部

大学院経営学研究科マネジメント・システム専攻国際経営・比較経営システム講座 医学部附属病院膠原病リウマチ内科 大学院海事科学研究科

大学院経営学研究科会計システム専攻管理会計講座 医学部附属病院耳鼻咽喉・頭頸部外科 大学院海事科学研究科海事科学専攻マリンエンジニアリング講座

大学院経営学研究科会計システム専攻財務会計講座 医学部附属病院神経内科 大学院海事科学研究科海事科学専攻海事マネジメント科学講座

大学院経営学研究科経営学専攻会計学講座 医学部附属病院産科婦人科 大学院海事科学研究科海事科学専攻海洋ロジスティクス科学講座

大学院経営学研究科経営学専攻経営学講座 医学部附属病院周産母子センター 大学院海事科学研究科講座外（海事科学研究科）

大学院経営学研究科経営学専攻研究科共通 医学部附属病院手術部 大学院海事科学研究科附属国際海事研究センター

大学院経営学研究科経営学専攻商学講座 医学部附属病院集中治療部 大学院海事科学研究科附属練習船深江丸

大学院経営学研究科現代経営学専攻イノベーションマネジメント講座 医学部附属病院腫瘍・血液内科 大学院文化学研究科

大学院経営学研究科現代経営学専攻ビジネスポリシー講座 医学部附属病院腫瘍センター 大学院保健学研究科

大学院経営学研究科現代経営学専攻マネジメント・組織講座 医学部附属病院循環器内科 大学院保健学研究科保健学専攻リハビリテーション科学講座

大学院経営学研究科現代経営学専攻新規事業システム講座 医学部附属病院小児科 大学院保健学研究科保健学専攻看護学講座

大学院経営学研究科市場科学専攻ビジネスエコノミクス講座 医学部附属病院小児外科 大学院保健学研究科保健学専攻国際保健学講座

大学院経営学研究科市場科学専攻ファイナンス講座 医学部附属病院心臓血管外科 大学院保健学研究科保健学専攻地域保健学講座

大学院経営学研究科市場科学専攻マーケティング講座 医学部附属病院治験管理センター 大学院保健学研究科保健学専攻病態解析学講座

経済学部 医学部附属病院消化器内科 大学院保健学研究科保健学専攻膠原病学（寄附講座）講座

経済経営研究所 医学部附属病院食道胃腸外科 男女共同参画推進室

経済経営研究所グローバル金融 医学部附属病院光学医療診療部 都市安全研究センター

経済経営研究所グローバル経済 農学部 統合研究拠点

大学院経済学研究科経済学専攻計量・統計分析講座 大学院農学研究科 日欧連携教育府

大学院経済学研究科経済学専攻国際経済政策講座 大学院農学研究科資源生命科学専攻応用植物学講座 社会科学系教育研究府

大学院経済学研究科経済学専攻産業・社会政策講座 大学院農学研究科附属食資源教育研究センター 情報・評価室

大学院経済学研究科経済学専攻比較経済政策講座 大学院農学研究科資源生命科学専攻応用動物学講座 学術情報基盤センター

経済経営研究所附属企業資料総合センター 大学院農学研究科食料共生システム学専攻食料環境経済学講座 情報管理室

経済経営研究所附属政策研究リエゾンセンター 大学院農学研究科食料共生システム学専攻生産環境工学講座 神戸大学

大学院経済学研究科 大学院農学研究科生命機能科学専攻応用生命化学講座 経済経営研究所企業競争力

大学院経済学研究科その他（係・講座に所属しない職員） 大学院農学研究科生命機能科学専攻農環境生物学講座 戦略企画室

大学院経済学研究科経済学専攻技術・環境分析講座 自然科学系先端融合研究環バイオシグナル研究センター 他機関（移行用）

大学院経済学研究科経済学専攻金融・公共政策講座 自然科学系先端融合研究環遺伝子実験センター ＥＵインスティテュート関西業務推進室

大学院経済学研究科経済学専攻理論分析講座 自然科学系先端融合研究環重点研究部 安全衛生・環境管理統括室

大学院経済学研究科経済学専攻歴史分析講座 自然科学系先端融合研究環都市安全研究センター 安全保障輸出管理室

大学院経済学研究科講座外（経済学研究科） 自然科学系先端融合研究環内海域環境教育研究センター 保健管理センター

自然科学系先端融合研究環分子フォトサイエンス研究センター 留学生センター

所属名称



工学部 大学院人文学研究科社会動態専攻社会文化講座 附属学校部

大学院工学研究科 大学院人文学研究科社会動態専攻知識システム講座 附属図書館

大学院工学研究科応用化学専攻サスティナブルケミストリー（寄附講座）講座 大学院人文学研究科文化構造専攻哲学講座 附属図書館大学文書史料室

大学院工学研究科応用化学専攻化学工学講座 大学院人文学研究科文化構造専攻文学講座 連携創造センター

大学院工学研究科応用化学専攻物質化学講座 大学院総合人間科学研究科 連携創造本部

大学院工学研究科機械工学専攻材料物理講座 法学部 事務局

大学院工学研究科機械工学専攻設計生産講座 大学院法学研究科

大学院工学研究科機械工学専攻熱流体エネルギー講座 大学院法学研究科実務法律専攻実務公共法講座

大学院工学研究科建築学専攻環境工学講座 大学院法学研究科実務法律専攻実務取引法講座

大学院工学研究科建築学専攻空間デザイン講座 大学院法学研究科実務法律専攻先端領域法講座

大学院工学研究科建築学専攻建築計画・建築史講座 大学院法学研究科政治学専攻現代政治分析講座

大学院工学研究科建築学専攻構造工学講座 大学院法学研究科政治学専攻国際政策分析講座

大学院工学研究科建築学専攻持続的住環境創成（寄附講座）講座 大学院法学研究科政治学専攻政治理論講座

大学院工学研究科市民工学専攻環境共生工学講座 大学院法学研究科理論法学専攻基礎法理論講座

大学院工学研究科市民工学専攻人間安全工学講座 大学院法学研究科理論法学専攻理論公共法講座

大学院工学研究科電気電子工学専攻電子情報講座 大学院法学研究科理論法学専攻理論取引法講座

大学院工学研究科電気電子工学専攻電子物理講座 発達科学部

大学院国際協力研究科 大学院人間発達環境学研究科

大学院国際協力研究科国際開発政策専攻開発経済論講座 大学院人間発達環境学研究科教育・学習専攻人間形成論講座

大学院国際協力研究科国際開発政策専攻開発計画論講座 大学院人間発達環境学研究科心身発達専攻人間発達論講座

大学院国際協力研究科国際開発政策専攻開発政策論講座 人間発達環境学研究科附属人間科学研究センター

大学院国際協力研究科国際協力政策専攻トランスナショナル関係論講座 大学院人間発達環境学研究科人間環境学専攻環境基礎論講座

大学院国際協力研究科国際協力政策専攻国際協力法講座 大学院人間発達環境学研究科人間環境学専攻環境形成論講座

大学院国際協力研究科国際協力政策専攻政治社会発展論講座 大学院人間発達環境学研究科人間行動専攻人間行動論講座

大学院国際協力研究科地域協力政策専攻開発運営論講座 大学院人間発達環境学研究科人間発達専攻からだ系講座

大学院国際協力研究科地域協力政策専攻制度構築論講座 大学院人間発達環境学研究科人間発達専攻こころ系講座

国際文化学部 大学院人間発達環境学研究科人間発達専攻学び系講座

大学院国際文化学研究科 大学院人間発達環境学研究科人間発達専攻表現系講座

大学院国際文化学研究科グローバル文化専攻現代文化システム論講座 大学院人間発達環境学研究科人間表現専攻人間表現論講座

大学院国際文化学研究科グローバル文化専攻言語情報コミュニケーション論講座 文学部

大学院国際文化学研究科講座外 広報室

大学院国際文化学研究科文化相関専攻異文化コミュニケーション論講座 計算科学教育センター

大学院国際文化学研究科文化相関専攻地域文化論講座 国際コミュニケーションセンター

理学部 研究基盤センター

大学院理学研究科 学術研究推進機構学術研究推進本部その他（係・講座に所属しない職員）

大学院理学研究科化学専攻物理化学講座 学術研究推進本部

大学院理学研究科化学専攻無機化学講座 環境管理センター

大学院理学研究科化学専攻有機化学講座 環境保全推進センター

大学院理学研究科数学専攻応用数理講座 企画広報室

大学院理学研究科数学専攻解析数理講座 企画室

大学院理学研究科数学専攻構造数理講座 企画評価室

大学院理学研究科生物学専攻生体分子機構講座 経営評価室

大学院理学研究科生物学専攻生物多様性講座 大学教育研究センター

大学院理学研究科生物学専攻生命情報伝達講座 大学教育推進機構

大学院理学研究科地球惑星科学専攻地球科学講座 国際交流推進機構ＥＵ総合学術センター

大学院理学研究科地球惑星科学専攻惑星科学講座 国際交流推進機構アジア総合学術センター

大学院理学研究科物理学専攻物性物理学講座 国際交流推進機構国際交流推進本部

大学院理学研究科物理学専攻理論物理学講座 国際交流推進本部

大学院理学研究科物理学専攻粒子物理学講座 百年史編集室

大学院人文学研究科 附属医学医療国際交流センター

大学院人文学研究科講座外 附属学校再編推進室

大学院人文学研究科社会動態専攻史学講座 附属学校部



医学研究科 ・医学研究科附属感染症センター
・医学研究科附属動物実験施設

農学研究科 ・大学院農学研究科附属食資源教育研究センター

海事科学研究科・大学院海事科学研究科附属国際海事研究センター
・大学院海事科学研究科附属練習船深江丸
・大学院海事科学研究科附属国際海事教育研究センター

理系センター ・自然科学系先端融合研究環バイオシグナル研究センター
・自然科学系先端融合研究環遺伝子実験センター
・自然科学系先端融合研究環都市安全研究センター
・自然科学系先端融合研究環内海域環境教育研究センター
・自然科学系先端融合研究環分子フォトサイエンス研究センター

経済経営研究所　・経済経営研究所附属企業資料総合センター
・経済経営研究所附属政策研究リエゾンセンター

その他 ・ＥＵインスティテュート関西業務推進室 ・社会科学系教育研究府
・安全衛生・環境管理統括室 ・情報・評価室
・安全保障輸出管理室 ・情報管理室
・学術研究推進機構学術研究推進本部 ・神戸大学
・学術研究推進本部 ・戦略企画室
・学術情報基盤センター ・他機関（移行用）
・環境管理センター ・大学教育推進機構
・環境保全推進センター ・男女共同参画推進室
・企画広報室 ・統合研究拠点
・企画室 ・日欧連携教育府
・企画評価室 ・百年史編集室
・経営評価室 ・附属医学医療国際交流センター
・計算科学教育センター ・附属学校再編推進室
・研究基盤センター ・附属学校部
・広報室 ・附属図書館
・国際コミュニケーションセンター ・附属図書館大学文書史料室
・国際交流推進機構ＥＵ総合学術センター ・保健管理センター
・国際交流推進機構アジア総合学術センター ・留学生センター
・国際交流推進機構国際交流推進本部 ・連携創造センター
・国際交流推進本部 ・連携創造本部
・事務局


