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教 育 活 動 

（主な担当科目） 

2022年 薬理学 病態薬理学 解剖生理学Ⅰ 解剖生理学Ⅱ 卒業研究 他 

2021年 解剖生理学Ⅰ 解剖生理学Ⅱ 卒業研究 他 

2020年 解剖生理学Ⅰ 解剖生理学Ⅱ 食品衛生学 卒業研究 他 

 

研 究 活 動 

（論文等） 

・T. Dewar et.al.; Journal of Cof. Soc.28 13 (2021). 

・杉岡菜穂 et al .;東海学院大学研究紀要 6 51 (2021) 

・市橋美穂 et al .; 東海学院大学研究紀要 6 29 (2021) 

・川瀬麻緒 et al .;東海学院大学研究紀要 6 39(2021) 

・木本涼太 et al. ;東海学院大学研究紀要 6 45(2021) 

・岡村摩耶 et al ;東海学院大学研究紀要 6 35(2021) 

・杉岡菜穂 et al. ;東海学院大学研究紀要 5 121(2020) 

・市橋美穂 et al. ; 東海学院大学研究紀要 5 109(2020) 

・川瀬麻緒 et al. ;東海学院大学研究紀要 5 115(2020) 

・平光美津子 et al. ;東海学院大学研究紀要 5 85(2020) 

・岡村摩耶 et al. ;東海学院大学研究紀要 5 127(2020) 

・T. Dewar, S. Iwata et.al; Journal of Cof. Soc.25 97 (2019) 

・T. Dewar, Y. Kobayashi T. Iwata et al ; Journal of Cof. Soc.25 97 (2018) 

・T. Dewar, A. Dewar ; Journal of Cof. Soc.25 102 (2018) 

・T. Dewar, Y. Kobayashi T. Iwata et al ; Journal of Cof. Soc.24 56 (2017) 

・T. Dewar, A. Dewar ; Journal of Cof. Soc.23 39 (2016) 

・T. Dewar, A. Dewar et al ; Journal of Cof. Soc.23 47 (2016)  他 



  
 

（研究発表等） 

・N.Sugioka, T. Dewar et al; 日本家政学会第 73回大会 於 神戸女子大学（オンライン）（2021） 

・M.Kawase, T. Dewar et al; 日本家政学会第 73回大会 於 神戸女子大学（オンライン）（2021） 

・T. Dewar et al; 日本家政学会第 72回大会 於 高崎健康福祉大学（2020） 

・T. Dewar, Y. Kobayashi T. Iwata et al; 日本家政学会第７１回大会 於 四国大学 （2019） 

・T. Dewar, Y. Kobayashi T. Iwata et al，日本家政学会第７１回大会 於 日本女子大学 （2018） 

・A. Tanahashi, K. Yamauchi, T. Dewar，日本家政学会第７１回大会 於 日本女子大学 （2018） 

・K. Yamauchi, A. Tanahashi, T. Dewar，日本家政学会第７１回大会 於 日本女子大学 （2018） 

・Y. Takayama, T. Dewar,; 日本家政学会第 69 回大会 於 奈良女子大学 （2017） 

・K. Yamauchi, T. Dewar, ; 日本家政学会第 68回大会 於 金城学院大学（2016） 他 

 

社 会 活 動 

岐阜県環境審議会委員             

岐阜県国民保護協議会委員 

岐阜県園芸アカデミー有識者会議 WG 会議委員 

岐阜県先端科学技術体験センターアドバイザリー委員 

岐阜県食品ロス検討委員会座長 

地球温暖化防止プロポーザル検討委員会委員 

花を彩る「清流の国ぎふ」県民会議委員 

各務原にんじんブランド推進連絡協議会理事  

中部ケーブルテレビ番組審議会委員 

 


