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ご 挨 拶 

 

謹啓 

 

向春の候、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、私どもの研究活動に格

別のご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

 この度、第 32回日本メイラード学会年会を令和 4年 11月 12日（土）、愛知にて開催す

る運びとなりました。第 32 回は 1912 年にメイラード反応が発見されてから 110 周年とな

る記念すべき年会となります。メイラード反応とは、還元糖、脂質の酸化から生成される

アルデヒド基が蛋白と非制御的に反応し、終末糖化産物である AGEs（advanced glycation 

end products）を生成する一連の反応を指します。本反応は食品化学の分野で褐変、芳香、

呈味や栄養価の変化として研究がなされており、一方で、生体内で加齢や糖尿病合併症の

原因として生命科学の分野で幅広く研究がなされています。人類は加熱・調理された食品

を摂取し、かつ生体内メイラード反応が影響するほど長生きしています。本反応の詳細を

明らかとすることは、私たちが健康長寿でいるために欠かせない研究となっています。 

 本学会は、医学・薬学・食品・農学分野の研究者が一堂に会して討論が行われることを

最大の特徴としています。世話人が毎年交代で当番幹事を担当し、当番幹事によって毎年

のトピックスが選定されております。本方式を採用することによって、日本メイラード学

会が一つの分野に偏らないように工夫がなされております。昨年は新型コロナウィルス感

染症のパンディミックにより社会・経済に甚大な影響を与える中で、規模を縮小しオンラ

イン開催となりました。今回は世界の第一線で活躍する研究者たちの貴重な講演の機会を

損なうことのないように、感染対策を徹底した上で現地開催に加えてオンラインでの講演

も可能にするようなプラットフォームの構築を進め、さらには、若手研究者の育成にも注

力してまいります。 

 第32回学会は、医・食・農学複合領域分野の大矢友子（修文大学）が代表世話人を担当

させていただくこととなりました。メイラード反応発見110周年を記念し、「医と食の融合」

をテーマといたしまして、特別講演、教育講演、一般演題・ポスター発表を企画しており

ます。本学会が新しい医養薬食同源の可能性を追求する機会となれば幸いです。企業の皆

様におかれましては、寄附金ならびにランチヨンセミナー協賛、会場における展示、講演

集への広告の掲載などへご賛同を賜りたくお願い申し上げます。本学術集会の趣旨をご理

解いただき、幅広いご支援を賜りたくお願い申し上げます。 

 

謹白 

 

 

令和 4年 2月吉日 

 

第 32 回日本メイラード学会年会    

代表世話人 大矢友子   

（修文大学 健康栄養学部）   



開催概要 

 

 

1. 名 称      第 32回日本メイラード学会年会 

 

2. 会 期      令和 4年 11月 12 日（土曜日） 

 

3. 会 場       修文大学 

     〒491-0938 愛知県一宮市日光町 6番地 

 

4. 開催計画の概要 

① 会議内容  特別講演、教育講演、一般演題（口演・ポスター）、 

ランチョンセミナー、企業展示会 

＜特別講演＞ 

「抗酸化フードファクターの機能性」 

名古屋大学名誉教授、愛知学院大学特任教授、人間総合科学大学特任教授 

大澤俊彦 先生 

“Molecular mechanisms of glycation-mediated crosslinking in 

proteins: Relevance to Presbyopia” 

Professor of Ophthalmology and Pharmaceutical Sciences, School of 

Medicine, University of Colorado 

Ram H. Nagaraj, Ph.D. 

 

＜教育講演＞ 

「私が歩んできた研究と教育について」 

静岡県立大学名誉教授 

木苗直秀 先生 

 

＜ランチョンセミナー＞ 

「メイラード反応を少しずつ紐解いてわかってきたこと」 

東海大学農学部食生命科学科食品生体調節学研究室教授 

永井竜児 先生 

 

② 参加予定者  約 100名（国内 約 100名、 海外 数名） 

 

③ 研究会参加費 一般 8,000円、 学生 無料  

 



 

5. 学会の運営主管 

会 長    山本靖彦 

金沢大学大学院 医薬保険学総合研究科 

 

6. 年会組織 

代表世話人 大矢友子 

修文大学 健康栄養学部 

 

7. 過去の開催実績  

 第 28回 2018年 10月 

  札幌（札幌医科大学 高橋素子） 

 第 29回 2019年 10月 

  仙台（東北大学 仲川清隆） 

 第 30回 2020年 10月 

  オンライン（金沢大学 山本靖彦） 

 第 31回 2021年 10月 

  オンライン（金沢大学 山本靖彦） 

 

8. 事務局 

代表世話人 大矢 友子 

住所： 〒491-0938 愛知県一宮市日光町 6 番地 

修文大学 健康栄養学部 

TEL： 0586-45-2101（代表） 

E-mail： jmars2022@shubun.ac.jp 



協賛金募集要項 

 

【目的】   

第 32 回日本メイラード学会年会の開催運営資金として 

 

 

【募集期間】   

令和 4 年 1 月 20 日（木） から 年 9 月 29 日（金） 迄 

 

 

【協賛金の使途】   

第 32 回日本メイラード学会年会の開催の準備費および、運営のための費用として 

 

 

【申し込み・問い合わせ先】   

  第 32 回日本メイラード学会年会事務局 

住所： 〒491-0938 愛知県一宮市日光町 6 番地 

修文大学 健康栄養学部 

TEL： 0586-45-2101（代表） 

E-mail： jmars2022@shubun.ac.jp 

 

 

【協賛金の振込口座】 

  下記の口座にお振込みください。 

     金融機関名： 尾西信用金庫 

   支店名： 神山支店（店番 004） 

   口座種別： 普通 

   口座番号： 1102434 

   口座名義： 第 32 回日本メイラード学会年会 

    （ﾀﾞｲｻﾝｼﾞﾕｳﾆｶｲﾆﾎﾝﾒｲﾗｰﾄﾞｶﾞﾂｶｲ） 

   



【収支予算書】  

  

区分   項目 予算額 備考 

収入   
参加費収入 

(100 名の場合) 
¥560,000  一般 8,000 x 70 名を想定 

      学生 無料 x 30 名を想定 

    補助金 ¥300,000    

    寄付金 ¥740,000    

    収入合計 ¥1,600,000    

支出 事前準備費 チラシ・ポスター作成 ¥20,000  作成委託・印刷代 

    交通費・通信費 ¥50,000  打ち合わせ 

    パソコン ¥150,000  学会準備・当日発表・オンライン開催 

    印刷費 ¥300,000  プログラム・抄録集・参加証作成 

    小計 ¥520,000    

  当日運営 講師謝金 ¥60,000  講師 2名 

   講師交通費・宿泊費 ¥800,000  航空券（アメリカ合衆国）、宿泊費、交通費 

    人件費・作業費 ¥200,000  運営・設置 

    賞状・祝儀袋代 ¥10,000    

  その他 雑費 ¥10,000  銀行振り込み手数料・通信費等 

    小計 ¥1,080,000    

    支出合計 ¥1,600,000    

 

 

【協賛金額】   

 1 口 5 万円 

 

 ※御協賛を 1 口いただいた企業･団体様は、要旨集へ企業広告 A4 サイズ半ページを掲載 

 でき、参加登録料が 1 名まで免除となります。2 口以上御協賛いただいた企業･団体様は、 

 要旨集へ掲載される企業広告が A4 サイズとなり、参加登録料が 2 名まで免除となりま 

 す。3 口以上いただいた場合、会場内に展示ブースを用意させていただきます。 



協賛金応諾書  

 

 

第 32回日本メイラード学会年会事務局 

修文大学 健康栄養学部 大矢 友子 宛 

 

  

 

趣旨に賛同し、下記金額を第 32 回日本メイラード学会年会への協賛金として

寄附いたします。 

 

   口  金      万円 
 

令和 4年   月   日 

 住 所 〒 

 

 

 

 名 称（会社名） 

 

 

代  表  者  

担 当 部 課 名  

取  扱  者  

T E L  FAX   

E-mail  

 

お振込み予定期日：令和 4 年    月    日頃 

 

 

申込先：E-mail jmars2022@shubun.ac.jp 
 


