
2022年 4⽉ 1⽇現在

部局 所掌範囲 組織名 設置年月日 研究倫理推進責任者
構成員

※４．研究倫理推進責任者を除く
相談窓口担当者 研究公正アドバイザー 事務担当者

1 文学研究科・文学部 文学研究科・文学部 文学部・文学研究科コンプライアンス委員
会

平成26年9月4日 職名　副研究科長（評価・研究推進室長）
氏名　阿部　恒之
電話番号　795-6046
電子メール　abe7t@tohoku.ac.jp

職名　研究科長（教授）
氏名　柳原　敏昭
電話番号　795-6000
電子メール　 toshiaki.yanagihara.e1@tohoku.ac.jp

職名　副研究科長（教授）
氏名　阿部　恒之
電話番号　795-6046
電子メール　abe7t@tohoku.ac.jp

職名　副研究科長（教授）
氏名　阿部　恒之
電話番号　795-6046
電子メール abe7t@tohoku.ac.jp

職名　総務企画係長
氏名　吉田　勇太
電話番号　795-6003
電子メール　art-syom@grp.tohoku.ac.jp

職名　副研究科長（教授）
氏名　木村　敏明
電話番号　795-6020
電子メール　kmr@tohoku.ac.jp

職名　副研究科長（教授）
氏名　木村　敏明
電話番号　795-6020
電子メール　kmr@tohoku.ac.jp

職　　　名：事務長
氏　　　名：杉山　泰啓
電話番号：795-6001
電子メール： yasuhiro.sugiyama.c6@tohoku.ac.jp

2 教育学研究科・教育学部 教育学研究科・教育学部 公正な研究活動推進委員会 平成27年4月1日 職　　名　教授（副研究科長）
氏　　名　小嶋　秀樹
電話番号　795-7700
電子メール　khideki.kozima.c1@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　柴山　直
電話番号　795-3738
電子メール　sibayama@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　八鍬　友広
電話番号　795-6117
電子メール　tomohiro.yakuwa.b8@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　八鍬　友広
電話番号　795-6117
電子メール　tomohiro.yakuwa.b9@tohoku.ac.jp

職　　名　総務企画係長
氏　　名　笹井　玲
電話番号 　795-6103
電子メール  sed-syom@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　工藤　与志文
電話番号　795-6136
電子メール　yoshifumi.kudo.d6@tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　澤田　哲生
電話番号　795-7697
電子メール　tetsuo.sawada.e3@tohoku.ac.jp

3 法学研究科・法学部 法学研究科・法学部 法学研究科公正な研究活動推進委員会 平成27年4月1日 職　　名：教授（副研究科長）
氏　　名：吉永　一行
電話番号：795-6214
電子メール：kazuyuki.yoshinaga.c5@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：鹿子生　浩輝
電話番号：795－6202
電子メール：hiroki.kakoo.d5@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：飯島　淳子
電話番号：795-4778
電子メール：junko.iijima.a5@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：吉永　一行
電話番号：795-6214
電子メール：kazuyuki.yoshinaga.c5@tohoku.ac.jp

職　　名：総務企画係主任
氏　　名：齋藤　良和
電話番号：795-6174
電子メール：law-jm@grp.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：飯島　淳子
電話番号：795-4778
電子メール：junko.iijima.a5@tohoku.ac.jp

職　　名：准教授
氏　　名：金子　智樹
電話番号：795－6210
電子メール：tomoki.kaneko.a3@tohoku.ac.jp

職　　名：准教授
氏　　名：金子　智樹
電話番号：795－6210
電子メール：tomoki.kaneko.a3@tohoku.ac.jp

4 経済学研究科・経済学部 経済学研究科・経済学部 研究倫理審査委員会 平成25年4月1日 職　　名　教授
氏　　名　増田　聡
電話番号　795-6316
電子メール　satoru.masuda.e5@tohoku.ac.jp

職　　名　研究科長
氏　　名　小田中　直樹
電話番号　92-6261
電子メール　eco-dean@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　増田　聡
電話番号　795-6316
電子メール　satoru.masuda.e5@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　増田　聡
電話番号　795-6316
電子メール　satoru.masuda.e5@tohoku.ac.jp

職　　　名：事務一般職員
氏　　　名：斎藤　康平
電話番号：795-6263
電子メール：eco-syom@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　泉田　成美
電話番号　795-6277
電子メール　shigemi.izumida.d1@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　鈴木　賢一
電話番号　92-6281
電子メール　kenichi.suzuki.b2@tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　亀岡　恵理子
電話番号　91-6285
電子メール　ekameoka@tohoku.ac.jp

5 理学研究科・理学部 研究公正委員会 平成27年4月1日 職　　名　副研究科長
氏　　名　川勝　年洋
電話番号　795-6438
電子メール　toshihiro.kawakatsu.c1@tohoku.ac.jp

職　　名　副研究科長
氏　　名　西村　太志
電話番号　795-6531
電子メール　takeshi.nishimura.d2@tohoku.ac.jp

職　　名　副研究科長
氏　　名　川勝　年洋
電話番号　795-6438
電子メール　toshihiro.kawakatsu.c1@tohoku.ac.jp

職名　教授
氏名　上田　実
電話番号 795-6553
電子メールminoru.ueda.d2@tohoku.ac.jp

職      名：総務課研究支援係長
氏　　　名：佐々木　美由紀
電話番号：795-3798
電子メール：sci-kenkyu@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　副研究科長
氏　　名　都築　暢夫
電話番号　795-7705
電子メール　tsuzuki@math.tohoku.ac.jp

職　　名　副研究科長
氏　　名　西村　太志
電話番号　795-6531
電子メール　takeshi.nishimura.d2@tohoku.ac.jp

職名　教授
氏名　井龍　康文
電話番号795-6622
電子メールyasufumi.iryu.d8@tohoku.ac.jp

職名　教授
氏名　本多　正平
電話番号795-6399
電子メールshouhei.honda.e4@tohoku.ac.jp

職名　教授
氏名　吉澤　雅幸
電話番号795-6462
電子メールm-yoshizawa@tohoku.ac.jp

職名　教授
氏名　長濱　裕幸
電話番号795-7778
電子メールhiroyuki.nagahama.c7@tohoku.ac.jp

6 医学系研究科・医学部 医学系研究科・医学部
動物実験センター
附属図書館医学分館

公正な研究活動推進担当委員会 平成27年4月1日 職　　名　教授（副研究科長）
氏　　名　赤池　孝章
電話番号　717-8101
電子メール takaike@med.tohoku.ac.jp

職　　名 　教授
氏　　名　浅井　篤
電話番号　717-8196
電子メール aasai@med.tohoku.ac.jp

職　　名 　教授
氏　　名　浅井　篤
電話番号　717-8196
電子メール aasai@med.tohoku.ac.jp

※医学系研究科別紙参照 職　　名　医学部・医学系研究科総務課研究協力係長
氏　　名　山崎 宏美
電話番号 717-8007
電子メール med-kenkyo@grp.tohoku.ac.jp

職　　名  事務部長
氏　　名 芳賀　昌史
電話番号　717-8002
電子メール masafumi.haga.d6@tohoku.ac.jp

職　　名　教授（副研究科長）
氏　　名　赤池　孝章
電話番号　717-8101
電子メール takaike@med.tohoku.ac.jp

職　　名  総務課長
氏　　名  山木　幸一
電話番号　717-8019
電子メール kouichi.yamaki.d1@tohoku.ac.jp

職　　名  教授（副研究科長）
氏　　名  片桐　秀樹
電話番号　717-8228
電子メール katagiri@med.tohoku.ac.jp

職　　名  教授（副研究科長）
氏　　名  鈴木 貴
電話番号　717-7947
電子メール t-suzuki@patholo2.med.tohoku.ac.jp

7 歯学研究科・歯学部 歯学研究科・歯学部 公正な研究活動推進委員会 平成27年4月1日 職　　名　副研究科長、教授
氏　　名　山田　聡
電話番号　717-8333
電子メール satoruy@tohoku.ac.jp

職　　名　 教授
氏　　名　小坂　健
電話番号　717-7638
電子メール osaka@dent.tohoku.ac.jp

職　　名　 教授
氏　　名　小坂　健
電話番号　717-7638
電子メール osaka@dent.tohoku.ac.jp

職　　名　副研究科長・教授
氏　　名　若森　実
電話番号　717-8310
電子メール wakamori@dent.tohoku.ac.jp

職名　総務係　主任
氏名　内田　孝義
電話番号　717-8246
電子メール den-syom@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　江草　宏
電話番号　717-8360
電子メール egu@dent.tohoku.ac.jp

職　　名　副研究科長・教授
氏　　名　若森　実
電話番号　717-8310
電子メール wakamori@dent.tohoku.ac.jp

各部局の公正な研究活動推進担当組織の設置状況⼀覧

理学研究科・理学部
電子光理学研究センター
ニュートリノ科学研究センター
学術資源研究公開センター（史料館を除く。）
附属図書館北青葉山分館
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各部局の公正な研究活動推進担当組織の設置状況⼀覧

8 薬学研究科・薬学部 薬学研究科・薬学部 公正な研究活動推進室 平成27年4月1日 職　　名　　教授
氏　　名　　岩渕　好治
電話番号　　795-6846
電子メール　　y-iwabuchi@tohoku.ac.jp

職名　　教授
氏名　　倉田　祥一朗
電話番号　　795-5916
電子メール　　shoichiro.kurata.d5@tohoku.ac.jp

職　　名　　教授
氏　　名　　土井　隆行
電話番号　　795-6865
電子メール　takayuki.doi.b5@tohoku.ac.jp

職　　名　　教授
氏　　名　　中林　孝和
電話番号　　795-6855
電子メール　takakazu.nakabayashi.e7@tohoku.ac.jp

職　　名：総務係長
氏　　名：佐藤　恵美子
電話番号：795-6801
電子メール：ph-som@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　　教授
氏　　名　　中林　孝和
電話番号　　795-6855
電子メール　takakazu.nakabayashi.e7@tohoku.ac.jp

職　　名　　教授
氏　　名　　富岡　佳久
電話番号　　795-6851
電子メール　yoshihisa.tomioka.a6@tohoku.ac.jp

9 工学研究科・工学部 研究企画会議 平成16年2月23日 職　　名：副研究科長（研究担当）、教授
氏　　名：久田　真
電話番号：795-7428
電子メール：makoto.hisada.b4@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：田中　秀治
電話番号：795-6994
電子メール：tanaka@mems.mech.tohoku.ac.jp

職　　名：副研究科長（研究担当）、教授
氏　　名：久田　真
電話番号：795-7428
電子メール：makoto.hisada.b4@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　三浦　英生
電話番号　795-6986
電子メール　hmiura@rift.mech.tohoku.ac.jp

職　　　名：研究推進係長
氏　　　名：川前　有美子
電話番号：795-5807
電子メール：eng-ken@grp.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：足立　幸志
電話番号：795-6956
電子メール： koshi.adachi.e4@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　新堀　雄一
電話番号　795-7913
電子メール　yuichi.niibori@qse.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：渡邉　豊
電話番号：795-4910
電子メール：yutaka.watanabe@qse.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　安藤　晃
電話番号　795-7062
電子メール　akira@ecei.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：安藤　康夫
電話番号：795-7946
電子メール：ando@mlab.apph.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：宮﨑　讓
電話番号：795-7970
電子メール：miya@crystal.apph.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：伊藤　彰則
電話番号：795-7084
電子メール：aito@spcom.ecei.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：猪股　宏
電話番号：795-7283
電子メール：hiroshi.inomata.b1@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：宮﨑　譲
電話番号：795-7970
電子メール：yuzuru.miyazaki.b7@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：成島　尚之
電話番号：795-7294
電子メール：narut@material.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：石田　修一
電話番号：795-3869
電子メール：shuichi.ishida.e6@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：風間　基樹
電話番号：795-7434
電子メール：motoki.kazama.b2@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：前田　匡樹
電話番号：795-7872
電子メール：maeda@archi.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　前田　匡樹
電話番号　795-7872
電子メール　maeda@archi.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：冨重　圭一
電話番号：795-7214
電子メール：keiichi.tomishige.a1@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　中田　俊彦
電話番号　795-7004
電子メール　nakata@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：須藤　祐司
電話番号：795-7338
電子メール：yuji.suto.b5@tohoku.ac.jp

職　　名：特任教授
氏　　名：池ノ上　芳章
電話番号：795-7249
電子メール：yoshiaki.ikenoue.b7@tohoku.ac.jp

職　　名：特任准教授
氏　　名：鎌田　貢
電話番号：721-5503
電子メール：ko.kamata.a4@touhoku.ac.jp

職　　名：講師
氏　　名：武田　浩太郎
電話番号：795-7249
電子メール：kotaro.takeda.c1@tohoku.ac.jp

10 農学研究科・農学部 農学研究科・農学部
附属図書館農学分館

農学研究科公正な研究活動推進専門委
員会

平成27年4月1日 職　　名：副研究科長・教授
氏　　名：鳥山　欽哉
電話番号：795-4231
電子メール：torikin@tohoku.ac.jp

職　　名：副研究科長・教授
氏　　名：仲川　清隆
電話番号：757-4416
電子メール：kiyotaka.nakagawa.c1@tohoku.ac.jp

職　　名：副研究科長・教授
氏　　名：仲川　清隆
電話番号：757-4416
電子メール：kiyotaka.nakagawa.c1@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：落合　芳博
電話番号：757-4163
電子メール：yoshihiro.ochiai.d1@tohoku.ac.jp

職　　　名：研究推進係長
氏　　　名：松谷　昭宏
電話番号：757－4002
電子メール：agr-syom@grp.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：小倉　振一郎
電話番号：0229-84-7378
電子メール：shin-ichiro.ogura.e1@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：小倉　振一郎
電話番号：0229-84-7378
電子メール：shin-ichiro.ogura.e1@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：佐藤　正寛
電話番号：757-4112
電子メール：masahiro.satoh.d5@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：片山　知史
電話番号：757-4141
電子メール：skata@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：片山　知史
電話番号：757-4141
電子メール：skata@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：冬木　勝仁
電話番号：757-4200
電子メール：katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：冬木　勝仁
電話番号：757-4200
電子メール：katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：原田昌彦
電話番号：757-4333
電子メール：masahiko.harata.b6@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：原田昌彦
電話番号：757-4333
電子メール：masahiko.harata.b6@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：白川　仁
電話番号：757-4402
電子メール：hitoshi.shirakawa.b7@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：白川　仁
電話番号：757-4402
電子メール：hitoshi.shirakawa.b7@tohoku.ac.jp

11 国際文化研究科 国際文化研究科 国際文化研究倫理委員会 平成26年4月16日 職　　名　教授
氏　　名　江藤　裕之
電話番号　795-7606
電子メール　hiroyuki.eto.d6@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　小原　豊志
電話番号　795-7600
電子メール　toyoshi.obara.d1@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　江藤　裕之
電話番号　795-7606
電子メール　hiroyuki.eto.d6@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　江藤　裕之
電話番号　795-7606
電子メール　hiroyuki.eto.d6@tohoku.ac.jp

職　　　名：総務企画係長
氏　　　名：田中　ひと美
電話番号：795－7541
電子メール：int-som@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　中山　真里子
電話番号　795-7662
電子メール　mariko.nakayama.d5@tohoku.ac.jp
職　　名　准教授
氏　　名　大窪　和明
電話番号　795-7653
電子メール　kazuaki.okubo.d5@tohoku.ac.jp

工学研究科・工学部
国際集積エレクトロニクス研究開発センター
レアメタル・グリーンイノベーション研究開発セン
ター
附属図書館工学分館
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12 情報科学研究科 情報科学研究科 公正な研究活動推進委員会 平成27年4月1日 職　　名　教授
氏　　名　橋本　浩一
電話番号　795-7018
電子メール　koichi.hashimoto.a8@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　張山　昌論
電話番号　795-7153
電子メール　hariyama@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　須川　敏幸
電話番号　795-4602
電子メール　sugawa@math.is.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　橋本　浩一
電話番号　795-7018
電子メール　koichi.hashimoto.a8@tohoku.ac.jp

職　　名　係員
氏　　名　松田　梨奈
電話番号　795-5891
電子メール　is-somu@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　小川　芳樹
電話番号　795-4206
電子メール　yoshiki.ogawa.e3@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　住井　英二郎
電話番号　795-7526
電子メール　sumii@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　張山　昌論
電話番号　795-7153
電子メール　hariyama@tohoku.ac.jp
職　　名　教授
氏　　名　小川　芳樹
電話番号　795-4206
電子メール　yoshiki.ogawa.e3@tohoku.ac.jp
職　　名　教授
氏　　名　須川　敏幸
電話番号　795-4602
電子メール　sugawa@math.is.tohoku.ac.jp
職　　名　教授
氏　　名　住井　英二郎
電話番号　795-7526
電子メール　sumii@tohoku.ac.jp

13 生命科学研究科 生命科学研究科 研究倫理委員会 平成27年4月1日 職　　名　教授
氏　　名　有本　博一
電話番号　217-6201
電子メール　hirokazu.arimoto.c7@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　倉永 英里奈
電話番号　795-6709
電子メール　erina.kuranaga.d1@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　倉永 英里奈
電話番号　795-6709
電子メール　erina.kuranaga.d1@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　倉永 英里奈
電話番号　795-6709
電子メール　erina.kuranaga.d1@tohoku.ac.jp

職　　名　事務一般職員
氏　　名　松田　沙織
電話番号　217-5702
電子メール　lif-soumu@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　谷本 拓
電話番号　217-6223
電子メール　hiromu.tanimoto.d3@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　谷本 拓
電話番号　217-6223
電子メール　hiromu.tanimoto.d3@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　東谷　篤志
電話番号　217-5715
電子メール　atsushi.higashitani.e7@tohoku.ac.jp

14 環境科学研究科 環境科学研究科 公正な研究活動推進担当委員会 平成27年4月1日 職　　名　教授（副研究科長）
氏　　名　壹岐　伸彦
電話番号　795-7221
電子メール　nobuhiko.iki.d3@tohoku.ac.jp

職　　名　教授（研究企画室長）
氏　　名　中谷　友樹
電話番号　795-2237
電子メール　tomoki.nakaya.c8@tohoku.ac.jp

職　　名　教授（情報広報室長）
氏　　名　高橋　英志
電話番号　795-4854
電子メール　hideyuki.takahashi.c2@tohoku.ac.jp

職　　名　教授（研究科長）
氏　　名　川田　達也
電話番号　795-6974
電子メール　 tatsuya.kawada.b7@tohoku.ac.jp

職　　名　事務室長
氏　　名　高橋　哲也
電話番号　 752-2232
電子メール　tetsuya.takahashi.c5@tohoku.ac.jp

職　　名　教授（教務センター長）
氏　　名　岡本　敦
電話番号　795-6334
電子メール　atsushi.okamoto.d4@tohoku.ac.jp

職　　名　教授（研究科長）
氏　　名　川田　達也
電話番号　795-6974
電子メール　 tatsuya.kawada.b7@tohoku.ac.jp

職　　名　教授（情報広報室長）
氏　　名　高橋　英志
電話番号　795-4854
電子メール　hideyuki.takahashi.c2@tohoku.ac.jp

15 医工学研究科 医工学研究科 医工学研究科公正な研究活動推進委員
会

平成27年4月1日 職　　名　教授
氏　　名　石川　拓司
電話番号　795-4009
電子メール　t.ishikawa@tohoku.ac.jp

職　　名　副研究科長
氏　　名　田中　徹
電話番号　795-6978
電子メールttanaka@lbc.mech.tohoku.ac.jp

職　　名　副研究科長
氏　　名　田中　徹
電話番号　795-6978
電子メールttanaka@lbc.mech.tohoku.ac.jp

職　　名　副研究科長
氏　　名　田中　徹
電話番号　795-6978
電子メールttanaka@lbc.mech.tohoku.ac.jp

職　　名  総務係
氏　　名　馬場　幸江
電話番号　795-7491
電子メール　bme-syom@grp.tohoku.ac.jp

職　　名  副研究科長
氏　　名　西條　芳文
電話番号　795-7148
電子メール saijo@tohoku.ac.jp

職　　名  副研究科長
氏　　名　西條　芳文
電話番号　795-7148
電子メール saijo@tohoku.ac.jp

職　　名  副研究科長
氏　　名　西條　芳文
電話番号　795-7148
電子メール saijo@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　石川　拓司
電話番号　795-4009
電子メール　t.ishikawa@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　石川　拓司
電話番号　795-4009
電子メール　t.ishikawa@tohoku.ac.jp

17 金属材料研究所 金属材料研究所
研究推進・支援機構
　　極低温科学センター低温科学部
　　先端電子顕微鏡センター

公正な研究活動推進専門委員会 平成27年4月1日 職　　名　教授
氏　　名　佐々木　孝彦
電話番号　215-2025
電子メール　takahiko.sasaki.d3@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：加藤　秀実
電話番号：215-2114
電子メール：hidemi.kato.b7@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：藤原　航三
電話番号：215-2010
電子メール：kozo.fujiwara.c6@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　佐々木　孝彦
電話番号　215-2025
電子メール　takahiko.sasaki.d3@tohoku.ac.jp

職　　　名：総務課研究協力係長
氏　　　名：堀田　さつき
電話番号：215-2677
電子メール：satsuki.horita.a1@grp.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：秋山　英二
電話番号：215-2060
電子メール：eiji.akiyama.d1@tohoku.ac.jp

職　　名：　准教授
氏　　名：　山中　謙太
電話番号：　215-2118
電子メール：　kenta.yamanaka.c5@tohoku.ac.jp

職　　名：准教授
氏　　名：高木　成幸
電話番号：215-2094
電子メール：shigeyuki.takagi.c5@tohoku.ac.jp

職　　名：助教
氏　　名：高橋　弘紀
電話番号：215-2320
電子メール：kohki.takahashi.e5@tohoku.ac.jp

職　　名：総務課長
氏　　名：長岡　幸司
電話番号：215-2178
電子メール：koji.nagaoka.d2@tohoku.ac.jp
職　　名：総務課図書係長
氏　　名：福井　ひとみ
電話番号：215-2984
電子メール：hitomi.fukui.c1@tohoku.ac.jp

18 加齢医学研究所 加齢医学研究所
遺伝子実験センター

研究推進委員会 平成15年4月1日 職　　名：教授
氏　　名：岡田 克典
電話番号：717-8520
電子メール：yoshinori.okada.a1@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：千葉　奈津子
電話番号：717-8477
電子メール：natsuko.chiba.c7@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：岡田 克典
電話番号：717-8520
電子メール：yoshinori.okada.a1@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：岡田 克典
電話番号：717-8520
電子メール：yoshinori.okada.a1@tohoku.ac.jp

職　　名：研究推進係長
氏　　名：滝沢　光拓
電話番号：717-8445
電子メール：ida-sen@grp.tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：山家　智之
電話番号：717-8513
電子メール：tomoyuki.yambe.a4@tohoku.ac.jp

職　　名：教授
氏　　名：田中 耕三
電話番号：717-8491
電子メール：kozo.tanaka.d2@tohoku.ac.jp

19 流体科学研究所 流体科学研究所 研究倫理推進委員会 平成27年4月1日 職　　名　所長・教授
氏　　名　丸田　薫
電話番号　217-5319
電子メール maruta@ifs.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　小原　拓
電話番号　217-5277
電子メール　ohara@ifs.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　小原　拓
電話番号　217-5277
電子メール　ohara@ifs.tohoku.ac.jp

職　　名　所長・教授
氏　　名　丸田　薫
電話番号　217-5319
電子メール maruta@ifs.tohoku.ac.jp

職　　名　総務係主任
氏　　名　加藤 紀恵
電話番号 217-5303
電子メール ifs-som@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　佐藤　岳彦
電話番号　217-5320
電子メール sato@ifs.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　高奈　秀匡
電話番号 217-5223
電子メール takana@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　小原　拓
電話番号　217-5277
電子メール　ohara@ifs.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　高奈　秀匡
電話番号 217-5223
電子メール takana@tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　廣田　真
電話番号 217-5251
電子メール makoto.hirota.d5@tohoku.ac.jp

職　　名　特任准教授
氏　　名　増田　尚則
電話番号　217-5883
電子メール　masuda@tohoku.ac.jp

職　　名　事務長
氏　　名　鈴木　吉崇
電話番号 217-5310
電子メール yoshitaka.suzuki.e8@tohoku.ac.jp
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20 電気通信研究所 電気通信研究所
省エネルギー・スピントロニクス集積化システム
センター
電気通信研究機構

公正な研究活動推進室 平成27年4月1日 職名　副所長（研究企画）
氏名　北村　喜文
電話番号　217-5540
電子メール　yoshifumi.kitamura.b8@tohoku.ac.jp

職　　名　教育研究評議員
氏　　名　石山　和志
電話番号　217-5487
電子メール  kazushi.ishiyama.d8@tohoku.ac.jp

職　　名　教育研究評議員
氏　　名　石山　和志
電話番号　217-5487
電子メール  kazushi.ishiyama.d8@tohoku.ac.jp

職名　副所長（研究企画）
氏名　北村　喜文
電話番号　217-5540
電子メール　yoshifumi.kitamura.b8@tohoku.ac.jp

職　　名　研究協力係長
氏　　名　柴田　圭一
電話番号　217-5422
電子メール　keiichi.shibata.c5@tohoku.ac.jp

職名　特任教授
氏名　荘司　弘樹
電話番号　217-5505
電子メール　hiroki.shoji.d7@tohoku.ac.jp

職　　名　特任教授
氏　　名　荘司　弘樹
電話番号　217-5505
電子メール　hiroki.shoji.d7@tohoku.ac.jp

職　　名　特任教授
氏　　名　荘司　弘樹
電話番号　217-5505
電子メール　hiroki.shoji.d7@tohoku.ac.jp

職　　名　事務長
氏　　名　三上　洋一
電話番号　217-5418
電子メール　yoichi.mikami.d6@tohoku.ac.jp

21 多元物質科学研究所 多元物質科学研究所
産学連携先端材料研究開発センター

公正な研究活動推進委員会 平成27年4月1日 職　　　名：研究所長補佐・教授
氏　　　名：加納　純也
電話番号：217-5135
電子メール：junya.kano.d2@tohoku.ac.jp

職　　名　研究所長・教授
氏　　名　寺内　正己
電話番号　217-5200
電子メール　masami.terauchi.c4@tohoku.ac.jp

職　　　名：副研究所長・教授
氏　　　名：髙橋　正彦
電話番号：217-5386
電子メール：masahiko.takahashi.c4@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　陣内　浩司
電話番号　217-5329
電子メール　hiroshi.jinnai.d4@tohoku.ac.jp

職　　　名：研究協力係長
氏　　　名：高田　宏行
電話番号：217-5208
電子メール：tagen-kenkyo@grp.tohoku.ac.jp

職　　　名：副研究所長・教授
氏　　　名：髙橋　正彦
電話番号：217-5386
電子メール：masahiko.takahashi.c4@tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：永次　史
電話番号：217-5633
電子メール：fumi.nagatsugi.b8@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　永次　史
電話番号　217-5633
電子メール　fumi.nagatsugi.b8@tohoku.ac.jp

職　　　名：副研究所長・教授
氏　　　名：福山　博之
電話番号：217-5178
電子メール：hiroyuki.fukuyama.b6@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　雨澤　浩史
電話番号　　217-5340
電子メール　koji.amezawa.b3@tohoku.ac.jp

職名　副研究所長・教授
氏名　芥川　智行
電話番号　217-5653
電子メール  tomoyuki.akutagawa.b5@tohoku.ac.jp

職名　教授
氏名　加藤　英樹
電話番号　　217-5650
電子メール　hideki.kato.e2@tohoku.ac.jp

職名　研究所長補佐・教授
氏名　火原　彰秀
電話番号　217-5616
電子メール  akihide.hibara.e7@tohoku.ac.jp

22 災害科学国際研究所 災害科学国際研究所 公正研究活動推進委員会 平成27年4月1日 職　　　名：教授・研究所長補佐
氏　　　名：寺田　賢二郎
電話番号：752-2134
電子メール：tei@irides.tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：奥村　誠
電話番号：752-2161
電子メール：okumura@irides.tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：奥村　誠
電話番号：752-2161
電子メール：okumura@irides.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　奥村　誠
電話番号　752-2161
電子メール　okumura@irides.tohoku.ac.jp

職　　　名：総務係主任
氏　　　名：齊藤　留美子
電話番号：752-2011
電子メール：irides-syomu@grp.tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：千田　浩一
電話番号：717-7935
電子メール：chida@irides.tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：千田　浩一
電話番号：717-7935
電子メール：chida@irides.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　千田　浩一
電話番号　717-7935
電子メール　chida@irides.tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：邑本　俊亮
電話番号：752-2164
電子メール：muramoto@irides.tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：邑本　俊亮
電話番号：752-2164
電子メール：muramoto@irides.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　邑本　俊亮
電話番号　752-2164
電子メール　muramoto@irides.tohoku.ac.jp

職　　名　　准教授
氏　　名　　榎田　竜太
電話番号　752-2118
電子メール　enokida@irides.tohoku.ac.jp

職　　名　　教授
氏　　名　　木戸　元之
電話番号　752-2063
電子メール　kido@irides.tohoku.ac.jp

職　　　名：准教授
氏　　　名：平野　勝也
電話番号：752-2103
電子メール：hirano@irides.tohoku.ac.jp

23 東北アジア研究センター 東北アジア研究センター 公正な研究活動推進室 平成27年4月1日 職　　名　副センター長（総務担当）教授
氏　　名　佐野　勝宏
電話番号　795-7692
電子メール　sano.k@tohoku.ac.jp

職　　名　副センター長（研究戦略担当）教授
氏　　名　岡　洋樹
電話番号　795-6083
電子メール　hiroki.oka.b7@tohoku.ac.jp

職　　名　副センター長（総務担当）教授
氏　　名　佐野　勝宏
電話番号　795-7692
電子メール　sano.k@tohoku.ac.jp

職　　名　副センター長（総務担当）教授
氏　　名　佐野　勝宏
電話番号　795-7692
電子メール　sano.k@tohoku.ac.jp

職　　名　主任
氏　　名　清水　俊和
電話番号　795-6009
電子メール　asiajimu@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　副センター長（研究戦略担当）教授
氏　　名　岡　洋樹
電話番号　795-6083
電子メール　hiroki.oka.b7@tohoku.ac.jp

職　　名　副センター長（研究戦略担当）教授
氏　　名　岡　洋樹
電話番号　795-6083
電子メール　hiroki.oka.b7@tohoku.ac.jp

24 高度教養教育・学生支援機構 高度教養教育・学生支援機構 研究倫理委員会 平成27年4月1日 職       名：教授
氏　　　名：木内　喜孝
電話番号：795-7824
電子メール：ykinouchi@med.tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　山内　保典
電話番号　795-4964
電子メール　yamanouchi@tohoku.ac.jp

職      名：教授
氏　　名：木内　喜孝
電話番号：795-7824
電子メール　：ykinouchi@med.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　大森　不二雄
電話番号　795-4968
電子メール　fujio.ohmori.e7@tohoku.ac.jp

職　　　　名：学務課学務企画係長
氏　　　　名：小田嶋　恵子
電話番号：795-3819
電子メール：gaku-kikaku@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　藤本　敏彦
電話番号　795-7769
電子メール　toshihiko.fujimoto.d3@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　杉本　和弘
電話番号　795-3375
電子メール　sugimoto@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　木内　喜孝
電話番号　795-7824
電子メール　ykinouchi@med.tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　田嶋　玄一
電話番号　795-7656
電子メール　tajima@biology.tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　小川　晋
電話番号　795-3469
電子メール　ogawa-s@hosp.tohoku.ac.jp

職　　名　講師
氏　　名　長友　周悟
電話番号　795-7833
電子メール　shugo.nagatomo.c3@tohoku.ac.jp

職　　名　講師
氏　　名　新見　有紀子
電話番号　795-3935
電子メール　yukiko.shimmi.e8@tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　林　雅子
電話番号　795-7972
電子メール　masako@tohoku.ac.jp

25 学際科学フロンティア研究所 学際科学フロンティア研究所 学際科学フロンティア研究所公正な研究
活動推進委員会

平成27年4月1日 職　　　名：教授
氏　　　名：才田　淳治
電話番号：795-5752
電子メール：jsaida@fris.tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：増本　博
電話番号：795-4405
電子メール：hiromasu@fris.tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：島津　武仁
電話番号：217-5494
電子メール：shimatsu@fris.tohoku.ac.jp

職　　名　所長
氏　　名　早瀬　敏幸
電話番号　795-5751
電子メール　hayase@fris.tohoku.ac.jp

職　　　名：事務室長
氏　　　名：橋本　圭一
電話番号：795-4400
電子メール：k-hashi@tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：津田　健治
電話番号：795-4401
電子メール：k_tsuda@fris.tohoku.ac.jp

職　　　名：准教授
氏　　　名：丹羽　伸介
電話番号：795-4404
電子メール：shinsuke.niwa.c8@tohoku.ac.jp

職　　名 ：教授
氏　　名 ：才田　淳治
電話番号 ：795-5752
電子メール ：jsaida@fris.tohoku.ac.jp

職　　　名：准教授
氏　　　名：伊藤　隆
電話番号：795-4403
電子メール：itoh@fris.tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　當真　賢二
電話番号　795-4402
電子メール　toma@fris.tohoku.ac.jp
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26 データ駆動科学・AI教育研究センター データ駆動科学・AI教育研究センター 研究倫理委員会 平成27年4月22日 職　　名　教授
氏　　名　鈴木　潤
電話番号　795-7680
電子メール　jun.suzuki.a5@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　靜谷　啓樹
電話番号　795-7680
電子メール　hiroki.shizuya.c1@tohoku.ac.jp

職　　名 准教授
氏　　名 磯邉 秀司
電話番号 795-7680
電子メールshuji.isobe.b1@tohoku.ac.jp

職　　名 教授
氏　　名　鈴木　潤
電話番号 795-7680
電子メール jun.suzuki.a5@tohoku.ac.jp

職　　　名：学務課学務企画係長
氏　　　名：小田嶋　恵子
電話番号：795-3819
電子メール：：gaku-kikaku@grp.tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　三石　大
電話番号　795-6717
電子メール　takashi.mitsuishi.a5@tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　磯邉　秀司
電話番号　795-7680
電子メール　shuji.isobe.b1@tohoku.ac.jp

職　　名　准教授
氏　　名　酒井　正夫
電話番号　795-7680
電子メール　masao.sakai.b5@tohoku.ac.jp

27 サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 公正な研究活動推進担当組織 平成27年4月1日 職　　　名：教授
氏　　　名：田代　　学
電話番号：795-7797
電子メール：manabu.tashiro.a2@tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：伊藤　正俊
電話番号：795-7793
電子メール：itoh@cyric.tohoku.ac.jp

職　　名　　　講師
氏　　名　　　船木　善仁
電話番号　　795-7799
電子メール　zen@cyric.tohoku.ac.jp

職　　名：センター長
氏　　名：渡部　浩司
電話番号：795-7803
電子メール：watabe@cyric.tohoku.ac.jp

職　　名　 　事務係長（兼 事務室長）
氏　　名　　　松谷　昭広
電話番号　　795-7800
電子メール　cyric-jm@grp.tohoku.ac.jp

28 未来科学技術共同研究センター 未来科学技術共同研究センター 公正な研究活動推進委員会 平成27年4月1日 職　　名　特任准教授（研究）
氏　　名　千葉　一美
電話番号　795-4004
電子メール kazumi.chiba.e8@tohoku.ac.jp

職　　名　特任准教授（運営）
氏　　名　平塚　洋一
電話番号　795-5076
電子メール yoichi.hiratsuka.c2@tohoku.ac.jp

職　　　名：特任教授（研究）
氏　　　名：白井　泰雪
電話番号：795-3977
電子メール：yasuyuki.shirai.b8@tohoku.ac.jp

職　　名：特任准教授（運営）
氏　　名：平塚　洋一
電話番号：795-5076
電子メール：yoichi.hiratsuka.c2@tohoku.ac.jp

職　　　名：事務室長
氏　　　名：阿部　亮
電話番号：795-3652
メール:akira.abe.d8@tohoku.ac.jp

職　　名 助教
氏　　名 相田　努
電話番号　795-4002
電子メール tsutomu.aida.c5@tohoku.ac.jp

職　　　名：特任教授（研究）
氏　　　名：白井　泰雪
電話番号：795-3977
電子メール：yasuyuki.shirai.b8@tohoku.ac.jp

職　　名：特任教授（運営）
氏　　名：佐久間　恵二
電話番号：795-4002
電子メール：keiji.sakuma.e6@tohoku.ac.jp

29 サイバーサイエンスセンター サイバーサイエンスセンター 研究倫理推進委員会 平成27年4月1日 職　　名：センター長
氏　　名：菅沼  拓夫
電話番号：795-5081
電子メール：suganuma@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　滝沢　寛之
電話番号　795-3415
電子メール　takizawa@tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　滝沢　寛之
電話番号　795-3415
電子メール　takizawa@tohoku.ac.jp

職　　名：センター長
氏　　名：菅沼  拓夫
電話番号：795-5081
電子メール：suganuma@tohoku.ac.jp

職　　名　情報部情報基盤課総務係長
氏　　名　今野　義則
電話番号　795-3407
電子メール　cc-som@grp.tohoku.ac.jp

30 材料科学高等研究所 材料科学高等研究所 AIMR研究倫理推進室 平成27年4月1日 職　　名　研究支援部門長
氏　　名　西山　信行
電話番号　217-6141
電子メール　nobuyuki.nishiyama.e4@tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：阿尻　雅文
電話番号：217-6321
電子メール：tadafumi.ajiri.b1@tohoku.ac.jp

職　　　名：副研究支援部門長
氏　　　名：我妻　靖
電話番号：217-5980
電子メール：yasushi.wagatsuma.e2@tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：阿尻　雅文
電話番号：217-6321
電子メール：tadafumi.ajiri.b1@tohoku.ac.jp

職　　名　事務一般職員
氏　　名　小山　亜佑子
電話番号　217-5922
電子メール　aimr-soumu@grp.tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：水上　成美
電話番号　217-6003
電子メール shigemi.mizukami.a7@tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：水上　成美
電話番号　217-6003
電子メール shigemi.mizukami.a7@tohoku.ac.jp

31 東北メディカル・メガバンク機構 東北メディカル・メガバンク機構 公正な研究活動推進組織 平成27年4月1日 職　　名：副機構長
氏　　名：布施　昇男
電話番号：273-6210
電子メール：fusen@megabank.tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：長神　風二
電話番号：717-7902
電子メール：f-nagami@med.tohoku.ac.jp

職　　名：副機構長
氏　　名：栗山　進一
電話番号：717-8102
電子メール：kuriyama@med.tohoku.ac.jp

職　　名　教授
氏　　名　小柴　生造
電話番号　274-6016
電子メール　koshiba@megabank.tohoku.ac.jp

職　　名　：研究協力係長
氏　　名　：高橋　孝治
電話番号　：728-3965
電子メール　　：tommo-ken@grp.tohoku.ac.jp

職　　名：事務長
氏　　名：日野　謙二
電話番号：728-3962
電子メール：kenji.hino.e1@tohoku.ac.jp

職　　　名：教授
氏　　　名：長神　風二
電話番号：717-7902
電子メール：f-nagami@med.tohoku.ac.jp

職　　名：研究協力係員
氏　　名：滝田　知香
電話番号：728-3965
電子メール：tommo-ken@grp.tohoku.ac.jp

職　　名：事務長
氏　　名：日野　謙二
電話番号：728-3962
電子メール：kenji.hino.e1@tohoku.ac.jp

職　　名：研究協力係員
氏　　名：井上　玲子
電話番号：728-3965
電子メール：tommo-ken@grp.tohoku.ac.jp

32 マイクロシステム融合研究開発センター マイクロシステム融合研究開発センター マイクロシステム融合研究開発センター 平成27年4月1日 職　　名　：　センター長（教授）
氏　　名　：　戸津　健太郎
電話番号　：　229-4113
電子メール：　kentaro.totsu.e4@tohoku.ac.jp

職　　名　：副センター長
氏　　名　：小野　崇人
電話番号　：795－5806
電子メール：takahito.ono.d4@tohoku.ac.jp

職　　名　：副センター長
氏　　名　：小野　崇人
電話番号　：795－5806
電子メール：takahito.ono.d4@tohoku.ac.jp

職　　名　：副センター長
氏　　名　：小野　崇人
電話番号　：795-5806
電子メール：takahito.ono.d4@tohoku.ac.jp

職　　名　：　支援室長
氏　　名　：　津村　宜邦
電話番号　：229-4113
電子メール：micro-shien@grp.tohoku.ac.jp

33 附属図書館 附属図書館（学術資源研究公開センターのう
ち、史料館を含む。）

附属図書館等における研究倫理推進委
員会

平成27年4月1日 職　　　名：附属図書館副館長
氏　　　名：有光　秀行
電話番号：717-5913
電子メール：hideyuki.arimitsu.e3@tohoku.ac.jp

職　　名：学術資源研究公開センター史料館・准教授
氏　　名：加藤　諭
電話番号：217－4994
電子メールsatoshi.kato.d4@tohoku.ac.jp：

職　　名：学術資源研究公開センター史料館・准教授
氏　　名：加藤　諭
電話番号：217－４９９４
電子メールsatoshi.kato.d4@tohoku.ac.jp：

職　　　名：附属図書館副館長
氏　　　名：有光　秀行
電話番号：717-5913
電子メール：hideyuki.arimitsu.e3@tohoku.ac.jp

職　　名：附属図書館総務課情報企画係長
氏　　名：藤澤　こず江
電話番号：717-5911
電子メール：kozue.fujisawa.e1@tohoku.ac.jp

職　　名：附属図書館事務部長
氏　　名：小陳　左和子
電話番号：217－5906
電子メール：sawako.kojin.c3@tohoku.ac.jp

職　　　名：附属図書館総務課長
氏　　　名：佐藤　初美
電話番号：717-5907
電子メール：hatsumi.sato.b1@tohoku.ac.jp

34 病院 病院 公正な研究活動推進担当組織（病院） 平成27年4月1日 職名：副病院長（研究担当）、臨床研究監理センター長
氏名：石岡　千加史
電話番号：717-8542
電子メール：chikashi@idac.tohoku.ac.jp

職　　　名：臨床研究倫理委員会委員長
氏　　　名：浅井　篤
電話番号：717-8196
電子メール：aasai@med.tohoku.ac.jp

職名：病院長特別補佐（地域医療連携）
氏名：青木　正志
電話番号：717-7187
電子メール：aokim@med.tohoku.ac.jp

職名：薬剤部・教授
氏名：眞野　成康
電話番号：717-7525
電子メール：mano@hosp.tohoku.ac.jp

職　　　名：研究協力係長
氏　　　名：小野　真由子
電話番号：717-7145
電子メール：hosp-ken@grp.tohoku.ac.jp

職名：病院長特別補佐（研究倫理）・臨床研究監理センター副センター長

氏名：高野　忠夫
電話番号：717-7254
電子メール：ttakano@med.tohoku.ac.jp

職名：総合地域医療教育支援部・准教授
氏名：髙山　真
電話番号：717-7587
電子メール：takayama@med.tohoku.ac.jp

職名：総合歯科診療部・教授
氏名：菊池　雅彦
電話番号：717-8430
電子メール：masakiku@m.tohoku.ac.jp

35 研究推進・支援機構 平成27年4月1日 職　　　名：URAセンター・特任教授
氏　　　名：河村　純一
電話番号：217-6133
電子メール：jyunichi.kawamura.a8@tohoku.ac.jp

職　　　名：産学連携機構・地域イノベーション推進部長
氏　　　名：小田　喜夫
電話番号：795-5291
電子メール：

職　　　名：ＵＲＡセンター・特任講師
氏　　　名：臼澤　基紀
電話番号：217-6069
電子メール：usuzawa@m.tohoku.ac.jp

職　　　名：URAセンター・特任教授
氏　　　名：河村　純一
電話番号：217-6133
電子メール：jyunichi.kawamura.a8@tohoku.ac.jp

職　　　名：研究推進部・研究コンプライアンス推進室
氏　　　名：末永　みち子
電話番号：217-6184
電子メール：kencom@grp.tohoku.ac.jp

職　　　名：環境・安全推進センター　教授
氏　　　名：黒澤　一
電話番号：717-7160
電子メール：hajime.kurosawa.b5@tohoku.ac.jp

職　　　名：研究推進部・研究コンプライアンス推進室長
氏　　　名：伊藤　保春
電話番号：217-6184
電子メール：kencom@grp.tohoku.ac.jp

職　　　名：ＵＲＡセンター・特任講師
氏　　　名：臼澤　基紀
電話番号：217-6069
電子メール：usuzawa@m.tohoku.ac.jp

職　　　名：研究推進部・研究コンプライアンス推進室長
氏　　　名：伊藤　保春
電話番号：217-6184
電子メール：kencom@grp.tohoku.ac.jp

産学連携機構
研究推進・支援機構
男女共同参画推進センター
キャンパスデザイン室
事業イノベーション本部
イノベーション戦略推進本部
学位プログラム推進機構
本部事務機構
総長室
監査室


