


栄養学専攻・栄養学⼤講座 紹介
栄養学専攻（博⼠前期課程）

栄養⽣化学・分⼦栄養学・⾷品化学をはじめとする様々な研究分
野で、栄養成分の新しい役割や⾷品成分の同定や機能性を探索し、
⽣活習慣病の予防や改善を⽬指す研究を⾏っています。また、社会
のニーズに応えるために、新規機能性⾷品の開発や地域の特⾊をい
かした⾷品開発を⾏っています。

栄養学⼤講座（博⼠後期課程）

⽣命科学に基づく、より⾼度で多様な学術的アプローチにより、
栄養学的研究を推進し、国際的に活躍できる⾷と健康に関する研究
者を⽬指します。



全⾃動フローサイトメーター

全⾃動HPLC システム
（UV・蛍光・PDA検出器付）

ガスクロマトグラフー⾼分解能質量分析計

共焦点レーザー顕微鏡

多様な解析⼿法により最先端の研究を⽬指します



受賞等実績（博⼠前期課程）
年度 受賞名等 授与機関 学年 受賞者 受賞内容

2020 学生奨励賞 第53回日本栄養・食糧学会中国・
四国支部大会 2年 上山真依

ザクロ葉由来エラジタンニン類のミクロソーム型
プロスタグランジンE合成酵素-1発現抑制効果と
大腸炎改善効果

学生奨励賞 第23回 おかやまバイオアクティ
ブ研究会 学生プレゼンテーション 2年 上山真依

ザクロ葉由来エラジタンニン類のミクロソーム型
プロスタグランジンE合成酵素-1発現抑制と大腸
炎改善効果

2020年度 日本農芸化学会中
四国支部奨励賞（学生部門） 日本農芸化学会中四国支部 2年 細川夏菜乃

2020年度 日本農芸化学会中
四国支部優秀発表賞

日本農芸化学会中四国支部日本農芸
化学会2020年度中四国支部大会 2年 細川夏菜乃 エラジタンニン代謝物urolithin Aの抱合体の構造

2019 学生奨励賞 第21回 おかやまバイオアクティ
ブ研究会学生プレゼンテーション 2年 長崎祐樹 人乳と牛乳の脂質プロファイル比較

2019年度 日本農芸化学会中
四国支部奨励賞（学生部門） 日本農芸化学会中四国支部 2年 森彩夏

2018 Best Student Presentation Award Bioactive Okayama 2018 1年 長崎祐樹 Lipocalin-type prostaglandin D synthase as a 
potential biomarker of bovine mastitis

2018年度 日本農芸化学会中
四国支部奨励賞（学生部門） 日本農芸化学会中四国支部 2年 新實祐理

2017 2017年度 日本農芸化学会中四国支部奨励賞（学生部門） 日本農芸化学会中四国支部 2年 川井恵梨佳

2016 2016年度 日本農芸化学会中四国支部奨励賞（学生部門） 日本農芸化学会中四国支部 2年 加藤奈々

学生奨励賞 第14回 おかやまバイオアクティ
ブ研究会学生プレゼンテーション 2年 目賀拓斗 自然薯の新規食品機能性と含有成分ジオスゲニン

の効果

ONO Pharmaceutical 
Travel Awards for Young 
Japanese Investigators

14th International Conference 
of Bioactive Lipids in Cancer, 
Inflammation and Related 
Diseases

2年 戸田圭祐
Dioscorea japonica extract suppresses 
cyclooxygenase-2 and microsomal 
prostaglandin E synthase-1 in lung 
carcinoma A549 cells.

2015 Young Investigators Poster Awards ICPH2015
The 7th International 
Conference on Polyphenols and 
Health (ICPH2015)

1年 加藤奈々
Polyphenols from flowers of Magnolia coco 
and their inhibitory effects on the formation 
of advanced glycation end products (AGEs)



受賞等実績（博⼠後期課程）
年度 受賞名等 授与機関 学年 受賞者 受賞内容

2012 日本学術振興会特別研究員 日本学術振興会 2年 長崎祐樹 乳汁栄養における脂質メディエーターの意義の解
明（DC2)

2020 岡山ロータリークラブ国際交流奨励賞 公益信託岡山ロータリークラブ 1年 孫宝軍

2018 Best Student Presentation Award Bioactive Okayama 2018 2年 戸田圭祐
Preventive effect of red rice 
proanthocyanidin on psoriasis via inhibition 
of arachidonate 5-lipoxygenase

First Runner-up Prize for 
Outstanding Presentation

Global Challenges in Food, 
Nutrition & Environment 
Symposium

2年 戸田圭祐
Red rice proanthocyanidin inhibits 
leukotriene B4 synthesis and has a 
preventive effect on psoriasis.

戸部眞紀奨学生採択（~2019) 公益財団法人戸部眞紀財団 2年 戸田圭祐 炎症性脂質メディエーター合成系を標的とした食
品機能性の探索

2015 第十回村川技術奨励賞 公益財団法人山陽技術振興会 2年 津嘉山泉 食品の嚥下しやすさ評価への嚥下音及び筋電図の
応用性に関する検討（共著）

ONO Pharmaceutical 
Travel Awards for Young 
Japanese Investigators

14th International Conference 
of Bioactive Lipids in Cancer, 
Inflammation and Related 
Diseases

2年 津嘉山泉
Preventive effect of Dioscorea japonica on 
squamous cell carcinoma of the mouse skin 
involving down-regulation of prostaglandin 
E2 synthetic pathway.

受賞等以外にも，栄養学専攻（博⼠前期課程）・栄養学⼤講座
（博⼠後期課程）の学⽣は，主要な国内学会や国際学会で多くの発
表業績があります。
また，栄養学⼤講座（博⼠後期課程）の学⽣は，⾃⾝の研究論⽂
を主要学術雑誌に投稿し，それらの業績と共に博⼠論⽂を提出して
審査に合格すると博⼠（栄養学）の学位が授与されます。



進路
栄養学専攻（博⼠前期課程）
【就職】

国家公務員（厚⽣労働省 栄養系技官・⾷品衛⽣監視員）
安⽥⼥⼦⼤学 ⼤阪みなと中央病院
常磐植物化学研究所 （株）コスモステクニカルセンター など
【進学】（博⼠後期課程）

岡⼭県⽴⼤学⼤学院 奈良⼥⼦⼤学⼤学院
岡⼭⼤学⼤学院（環境⽣命科学研究科） など

栄養学⼤講座（博⼠後期課程）
【就職】
岡⼭県⽴⼤学 保健福祉学部 栄養学科
広島修道⼤学 健康科学部 健康栄養学科 など



選抜⽅法・社会⼈⼤学院・⻑期履修制度
岡⼭県⽴⼤学⼤学院では，社会⼈の⽅も修学しています。博⼠前期

課程では，⼀般⼊試に加え，特別⼊試（社会⼈）での受験が可能です。

博⼠後期課程の選抜⽅法は，⼀般・社会⼈ともに、英語の筆記試験
と，修⼠論⽂等および研究計画書を中⼼とした⾯接試験を⾏います。
社会⼈⼤学院⽣は，⻑期履修制度を利⽤して，じっくりと研究に取

り組むことも可能です。この制度で，仕事と学業の両⽴がしやすくな
ります。

⼊試区分
学⼒検査

⾯ 接外国語（英語) 専 ⾨
⼀般⼊試 ○ ○（⼝述試験） ○
特別⼊試 ○ なし ○

課程
修業年数

⼀般 ⻑期履修
博⼠前期課程 2年 4年まで延⻑可能
博⼠後期課程 3年 6年まで延⻑可能

※詳しくは学⽣募集要項をご覧下さい。



奨学⾦制度
学業に優れ、経済的理由により修学が困難と認められる学⽣に対

して、⽇本学⽣⽀援機構（JASSO）をはじめその他の奨学⾦制度が
あり、採⽤されれば奨学⾦が貸与されます。また、JASSO 奨学⾦
の第⼀種奨学⾦には、特に優れた業績を挙げた者と認定された場合、
その奨学⾦の全額または半額が返還免除される制度があります。

独⽴⾏政法⼈ ⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦
第⼀種奨学⾦（無利⼦）
本⼈の経済状況と成績によって選考される無利⼦返還の奨学⾦。
・博⼠前期…貸与⽉額50,000円/88,000円から選択
・博⼠後期…貸与⽉額80,000円/122,000円から選択

第⼆種奨学⾦（有利⼦）
第⼀種奨学⾦の選考基準よりも緩やかな基準によって選考される
有利⼦返還の奨学⾦。
貸与⽉額50,000円/80,000円/100,000円/130,000円/
150,000円から選択


