
部局
文学研究科・文学部 副研究科長（教授）

阿部　恒之
795-6046 abe7t@tohoku.ac.jp

副研究科長（教授）
木村　敏明

795-6020 kmr@tohoku.ac.jp

教育学研究科・教育学部 教授
八鍬　友広

795-6117 tomohiro.yakuwa.b8@tohoku.ac.jp

法学研究科・法学部 教授
飯島　淳子

795-4778 junko.iijima.a5@tohoku.ac.jp

准教授
金子　智樹

795－6210 tomoki.kaneko.a3@tohoku.ac.jp

経済学研究科・経済学部 教授
増田　聡

795-6316 satoru.masuda.e5@tohoku.ac.jp

理学研究科・理学部 副研究科長（教授）
川勝　年洋

795-6438 toshihiro.kawakatsu.c1@tohoku.ac.jp

副研究科長（教授）
西村　太志

795-6531 takeshi.nishimura.d2@tohoku.ac.jp

医学系研究科・医学部 教授
浅井　篤

717-8196 aasai@med.tohoku.ac.jp

教授（副研究科長）
赤池　孝章

717-8101 takaike@med.tohoku.ac.jp

教授（副研究科長）
片桐　秀樹

717-8228 katagiri@med.tohoku.ac.jp

教授（副研究科長）
鈴木 貴

717-7947 t-suzuki@patholo2.med.tohoku.ac.jp

歯学研究科・歯学部 教授
小坂　健

717-7638 osaka@dent.tohoku.ac.jp

薬学研究科・薬学部 教授
土井　隆行

795-6865 takayuki.doi.b5@tohoku.ac.jp

教授
富岡　佳久

795-6851 yoshihisa.tomioka.a6@tohoku.ac.jp

工学研究科・工学部 教授（副研究科長）
久田　真

795-7428 makoto.hisada.b4@tohoku.ac.jp

農学研究科・農学部 教授（副研究科長）
仲川　清隆

757-4416 kiyotaka.nakagawa.c1@tohoku.ac.jp

教授
小倉　振一郎

0229-84-
7383

shin-ichiro.ogura.e1@tohoku.ac.jp

教授
片山　知史

757-4141 skata@tohoku.ac.jp

教授
白川　仁

757-4402 hitoshi.shirakawa.b7@tohoku.ac.jp

教授
冬木　勝仁

757-4200 katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp

教授
原田　昌彦

757-4333 masahiko.harata.b6@tohoku.ac.jp

国際文化研究科 教授
江藤　裕之

795-7606 hiroyuki.eto.d6@tohoku.ac.jp

情報科学研究科 教授
須川　敏幸

795-4602 sugawa@math.is.tohoku.ac.jp

教授
住井　英二郎

795-7526 sumii@ecei.tohoku.ac.jp

生命科学研究科 教授
谷本 拓

217-6223 hiromu.tanimoto.d3@tohoku.ac.jp

教授
倉永 英里奈

795-6709 erina.kuranaga.d1@tohoku.ac.jp
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環境科学研究科 教授（研究科長）
川田　達也

795-6974 tatsuya.kawada.b7@tohoku.ac.jp

教授（情報広報室長）
高橋　英志

795-4854 hideyuki.takahashi.c2@tohoku.ac.jp

医工学研究科 研究科長（教授）
永富　良一

795-6978 ttanakalbc.mech.tohoku.ac.jp

副研究科長（教授）
西條　芳文

795-7148 saijo@tohoku.ac.jp

教授
石川　拓司

795-4009 t.ishikawa@tohoku.ac.jp

金属材料研究所 教授
藤原　航三

215-2010 kozo@imr.tohoku.ac.jp

准教授
山中　謙太

215-2118 k_yamanaka@imr.tohoku.ac.jp

助教
高橋　弘紀

215-2320 kohki.takahashi.e5@tohoku.ac.jp

加齢医学研究所 教授
岡田　克典

717-8520 yoshinori.okada.a1@tohoku.ac.jp

流体科学研究所 教授
小原　拓

217-5277 ohara@ifs.tohoku.ac.jp

教授
高奈　秀匡

217-5223 takana@tohoku.ac.jp

電気通信研究所 教育研究評議員
石山　和志

217-5487 kazushi.ishiyama.d8@tohoku.ac.jp

特任教授
荘司　弘樹

217-5505 shoji@riec.tohoku.ac.jp

多元物質科学研究所 副所長（教授）
髙橋　正彦

217-5386 masahiko.takahashi.c4@tohoku.ac.jp

教授
永次　史

217-5633 fumi.nagatsugi.b8@tohoku.ac.jp

災害科学国際研究所 教授
奥村　誠

752-2161 okumura@irides.tohoku.ac.jp

教授
千田　浩一

717-7935 chida@irides.tohoku.ac.jp

教授
邑本　俊亮

752-2164 muramoto@irides.tohoku.ac.jp 

東北アジア研究センター 総務担当副センター長
（教授）
佐野　勝宏

795-7692 sano.k@tohoku.ac.jp

研究戦略担当副センター
長（教授）
岡　洋樹

795-6083 hiroki.oka.b7@tohoku.ac.jp

教授
木内　喜孝

795-7824 ykinouchi@med.tohoku.ac.jp

教授
杉本　和弘

795-3375 sugimoto@tohoku.ac.jp

学際科学フロンティア研究所 教授
島津　武仁

217-5494 shimatsu@fris.tohoku.ac.jp 

准教授
丹羽　伸介

795-4404 shinsuke.niwa.c8@tohoku.ac.jp

准教授
當真　賢二

795-4402 toma@fris.tohoku.ac.jp

データ駆動科学・AI教育研究センター 准教授
磯邉　秀司

795-7680 shuji.isobe.b1@tohoku.ac.jp

高度教養教育・学生支援機構
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サイクロトロン・ラジオアイソトー
プセンター

講師
船木　善仁

795-7799 zen@cyric.tohoku.ac.jp

特任教授（研究）
白井　泰雪

795-3977 shirai@fff.niche.tohoku.ac.jp 

助教
相田　努

795-4002 aida-ttm@niche.tohoku.ac.jp

サイバーサイエンスセンター 教授
滝沢　寛之

795-3415 takizawa@tohoku.ac.jp

材料科学高等研究所 副研究支援部門長
我妻　靖

217-5980 yasushi.wagatsuma.e2@tohoku.ac.jp

東北メディカル・メガバンク機構 副機構長
栗山　進一

717-8102 kuriyama@med.tohoku.ac.jp

特任教授
長神　風二

717-7902 f-nagami@med.tohoku.ac.jp

事務長
日野　謙二

728-3962 kenji.hino.e1@tohoku.ac.jp

マイクロシステム融合研究開発
センター

副センター長
小野　崇人

795－5806 takahito.ono.d4@tohoku.ac.jp

附属図書館 学術資源研究公開センター史料

館

准教授　加藤　諭
217-4994 satoshi.kato.d4@tohoku.ac.jp

附属図書館総務課長
佐藤　初美 795-5907 hatsumi.sato.b1@tohoku.ac.jp

病院 病院長特別補佐
(臨床研究推進担当)
青木　正志

717-7187 aokim@med.tohoku.ac.jp

臨床研究監理センター副
センター長
高野　忠夫

717-7254 ttakano@med.tohoku.ac.jp

研究推進・支援機構 ＵＲＡセンター
特任講師
臼澤　基紀

217-6088 motoki.usuzawa.c1@tohoku.ac.jp

研究推進部長兼研究コン
プライアンス推進室長
高橋　俊太郎

217-6184 kencom@grp.tohoku.ac.jp

未来科学技術共同研究セン
ター


