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※E-mail address の＠マーク以下省略部分は全て『irides.tohoku.ac.jp』 

◆災害リスク研究部門                        （2019 年 5 月 17 日更新）  
地域地震災害研究  

大野 晋（おおの すすむ） 准教授 ohno@ 
地震工学／強震動地震学／強震観測／シミュレー

ション 
津波工学研究  

今村 文彦（いまむら ふみひこ） 研究所長 
教授 imamura@ 津波工学／自然災害科学／土木工学 

サッパシー アナワット 准教授 suppasri@ 津波工学／海岸工学／防災学／リスク研究 

門廻 充侍（せと しゅうじ） 助教 setosh@ 津波工学／津波防災情報／津波観測情報／海洋レ

ーダ／GPS 波浪計 
環境変動リスク研究 
有働 恵子（うどう けいこ） 准教授 udo@ 海岸工学／砂浜侵食／土砂生産／気候変動 

橋本 雅和 （はしもと まさかず） 助教 hashimoto@ 防災水工学，洪水氾濫シミュレーション，洪水ハザ

ードマッピング 
広域被害把握研究 

越村 俊一（こしむら しゅんいち） 教授 koshimura@ 
津波工学／リモートセンシング／空間情報科学／

シミュレーション 

マス エリック 准教授 mas@ 津波工学／防災学／空間情報科学／エージェント

ベースシミュレーション 
最適減災技術研究 

五十子 幸樹（いかご こうじゅ） 
部門長 
教授 ikago@ 

最適設計／免震構造／制震構造／耐震工学／構造

制御 
特任教授（客員）    

岩崎 智哉（いわさき ともや） 津波工学 
研究 

t_iwasaki@ 地震工学／企業リスクマネジメント／災害リスク

モデリング／企業財物保険 

村嶋 陽一（むらしま よういち） 広域被害 
把握研究 

murashima@ 津波工学／地形モデル／防災情報／リアルタイム

被害推定システム 
特任准教授（客員）    

大石 裕介（おおいし ゆうすけ） 
津波工学 

研究 
yoishi@ 津波シミュレーション／並列計算／地球物理学 

菅原 大助（すがわら だいすけ） 低頻度リス

ク評価研究 
sugawara@ 津波／地層／数値モデリング 

シニア研究員    

源栄 正人（もとさか まさと） 

（名誉教授） 
地域地震 
災害研究 

motosaka@ 
地震工学／構造ヘルスモニタリング／地震早期警

報システム／構造物と地盤の動的相互作用／建築

構造工学 
 
◆人間・社会対応研究部門 
災害認知科学研究 
邑本 俊亮（むらもと としあき） 教授 muramoto@ 認知心理学／言語心理学／教育心理学 

杉浦 元亮（すぎうら もとあき） 教授 sugiura@ 認知神経科学／脳機能イメージング／社会認知／

自己認知／人間脳科学 



被災地支援研究 

奥村 誠（おくむら まこと） 部門長 
教授 okumura@ 社会システム工学・安全システム／交通工学・国土

計画／都市間交通／都市計画 
井内 加奈子（いうち かなこ） 准教授 iuchi@ 都市計画・政策／復興計画／国際開発／まちづくり 

水谷 大二郎（みずたに だいじろう） 助教 mizutani@ インフラマネジメント／リスクマネジメント／土

木計画／ベイズ統計学／最適化数理 
歴史資料保存研究 
佐藤 大介（さとう だいすけ） 准教授 dsato@ 日本近世史／歴史資料保存／災害史 

川内 淳史（かわうち あつし） 准教授 kawauchi@ 日本近現代史／歴史資料保全／災害資料保存／地

域社会史／福祉社会史／災害社会史 

安田 容子（やすだ ようこ） 助教 yyasuda@ 地域美術史／地域美術資料保全／生き物文化史／

博物図譜／動物観研究 
防災社会システム研究 

丸谷 浩明（まるや ひろあき） 所長補佐 
教授 

maruya@ 事業継続マネジメント(BCM) ／企業防災／防災

法・制度／災害ボランディア／帰宅困難者 
災害文化研究 
蝦名 裕一（えびな ゆういち） 准教授 ebin@ 日本近世史／歴史災害研究／歴史資料保全研究 
特任教授（客員）    

上山 眞知子（かみやま まちこ） 歴史資料 
保存研究 

kamiyama@ 臨床心理学、災害時の心理社会的支援 

シニア研究員    

川島 秀一（かわしま しゅういち） 
災害文化研

究 
kawashima@ 

海洋民俗研究／民間信仰研究／口承文芸研究／災

害文化研究 
 

◆地域・都市再生研究部門 
都市再生計画学技術 

岩田 司（いわた つかさ） 部門長 
教授 iwata@ 地域住宅計画／居住環境計画／都市設計／地域運

営／住宅政策 
地域安全工学研究 

寺田 賢二郎（てらだ けんじろう） 
所長補佐 
教授 

tei@ 計算力学／応用力学／構造工学 

森口 周二（もりぐち しゅうじ） 准教授 s_mori@ 地盤工学／計算工学／土砂災害 
山口 裕矢（やまぐち ゆうや） 助手 yyamaguchi@ 計算力学／土砂災害 
国際防災戦略研究 

村尾 修（むらお おさむ） 所長補佐 
教授 

murao@ 都市防災／都市復興／都市脆弱性評価／都市デザ

イン／災害対応空間学 

泉 貴子（いずみ たかこ） 准教授 izumi@ 
国際防災／国際人道支援／地域防災対策／コミュ

ニティ防災 
特任教授（客員）    

櫻庭 雅明（さくらば まさあき） 地域安全 
工学研究 

sakuraba@ 計算力学／海岸工学／津波工学 

ランドル ジョン  ※英語のみ 
国際防災 
戦略研究 

rundle@ Forecasting／Complexity／Disasters／Risk／Finance 

 
◆災害理学研究部門 
海底地殻変動研究 

木戸 元之（きど もとゆき） 教授 kido@ 固体地球惑星物理学／海底測地学／海溝型地震／

海底観測技術 

福島 洋（ふくしま よう） 准教授 fukushima@ 固体地球物理学／測地学／衛星リモートセンシン

グ 



川田 佳史（かわだ よしふみ） 助教 kawada@ 地球惑星物理学／海底測地学／地球熱学／海底熱

水鉱床探査 
長期地殻変形・地質構造研究 
岡田 真介（おかだ しんすけ） 助教 sokada@ 変動地形学／地球物理学／活断層／地下地質構造 
活断層研究 

遠田 晋次（とおだ しんじ） 部門長 
教授 

toda@ 活断層／地震ハザード／内陸地殻内地震／誘発地

震／余震 
 

◆災害医学研究部門 
災害医療国際協力学 

江川 新一（えがわ しんいち） 教授 egawas@ 
被災地医療ニーズ／災害保健医療コーディネータ

ー／病院 BCP／オールハザードアプローチ／クラ

スターアプローチ／シミュレーション 
佐々木 宏之（ささき ひろゆき） 助教 sasakih@ 災害医療／受援計画／BCP／消化器外科学 
災害感染症学 

児玉 栄一（こだま えいいち） 部門長 
教授 

kodama@ アウトブレイク・パンデミック対策／感染制御／

ウイルス学 
災害放射線医学 

千田 浩一（ちだ こういち） 教授 chida@ 
放射線医科学／放射線技術科学／災害放射線医学

／医用工学／内部障害学 

鈴木 正敏（すずき まさとし） 講師 msuzuki@ 放射線生物学／災害放射線医学／福島第一原子力

発電所事故／被災動物 
稲葉 洋平（いなば ようへい） 助手 inaba@ 放射線科学／災害放射線医学／放射線技術学 
災害精神医学 

兪 志前（ユ シゼン） 助教 yu@ 精神神経免疫学／災害精神医学／免疫学／精神生

物学 

奥山 純子（おくやま じゅんこ） 助教 okuyama@ 精神医学，心理社会学，保健福祉学，社会コミュ

ニティ学，民俗学 
災害産婦人科学 

伊藤 潔（いとう きよし） 副研究所長 
教授 

ito@ 災害産婦人科学／婦人科腫瘍学／婦人科内分泌学

／がん疫学／婦人科病理学 
三木 康宏（みき やすひろ） 講師 miki@ 腫瘍学／内分泌学／毒性学 
災害公衆衛生学 

栗山 進一（くりやま しんいち） 教授 kuriyama@ 生活習慣病の疫学／神経疾患の分子疫学研究／大

規模災害と健康に関する疫学研究 
 
◆情報管理・社会連携部門 
災害アーカイブ研究 

柴山 明寛（しばやま あきひろ） 准教授 shibayama@ 
災害アーカイブ／災害情報／地震工学／地域防災

／建築防災 

佐藤 翔輔（さとう しょうすけ） 准教授 ssato@ 災害社会／災害伝承／災害情報／災害復興／防災

啓発 
災害復興実践学 

佐藤 健（さとう たけし） 
部門長 
教授 tsato@ 

自然災害科学／構造工学・地震工学・維持管理工学

／応用健康科学・安全教育学 
平野 勝也（ひらの かつや） 准教授 hirano@ 都市景観／土木デザイン／復興まちづくり 
定池 祐季（さだいけ ゆき） 助教 sadaike@ 災害社会学／地域社会学／防災教育／災害文化 
社会連携オフィス 

小野 裕一（おの ゆういち） 教授 yono@ 
国際防災政策／災害統計／仙台防災枠組／竜巻災

害／早期警報システム 



佐々木 大輔（ささき だいすけ） 助教 dsasaki@ 国際関係論／地域研究／環境政策・環境社会システ

ム／リスクマネジメント／災害統計 
国際研究推進オフィス    

マリ エリザベス 准教授 maly@ 
住宅復興／住まい環境／国際比較／土地利用／災

害復興政策 
ボレー セバスチャン 准教授 boret@ 文化人類学／死／災害記憶／親族／環境 
特任教授（客員）    

バシャー リード  ※英語のみ 
社会連携 
オフィス 

basher@ 
Disaster risk reduction ／ Natural hazards ／ Early 
warning／Climate change／Data 

竹谷 公男（たけや きみお） 社会連携 
オフィス 

takeya@ 国際防災支援政策／国際復興支援政策／治水／仙

台防災枠組／気候変動ロス＆ダメージ 
 

◆寄附研究部門 
地震津波リスク評価（東京海上日動）寄附研究部門 

山下 啓（やました けい） 准教授 kyamashita@ 
津波工学／海岸工学／非線形波動／数値シミュ

レーション 

宮本 龍（みやもと りゅう） 助手 rmiyamoto@ 津波工学／地震津波リスク評価／フラジリティ

評価／リスクマネジメント 
 

◆広報室 

中鉢 奈津子（ちゅうばち なつこ） 特任助教 chubachi@ 
科学コミュニケーション／研究成果の社会発信

／広報学／人文地理学 
 

 


