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第２回 国際化粧療法医学会 2021

大会長　北野　正剛

一般財団法人 国際ケアメイク財団

大会長挨拶
G r e e t i n g

　この度の新型コロナウイルス感染症流行には予断が許されない状況でございます。残念ながらお
亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、医療現場等で治療に組んでおられ
る 医療従事者の皆様に心よりエールを送ります。コロナ禍での働き方を模索しておられる関係者の
皆様には、新しい道が開かれますことを願い、一日も早く終息の日がまいりますことを祈っています。

　さて、この度、2021 年 11 月 11 日（木）～11 月 30 日（火）の間、ライブ配信（事前収録）及び オン
デマンド配信にて、一般財団法人国際ケアメイク財団 第 2 回 国際化粧療法医学会 2021 を大会 
長として開催させていただきますのでご挨拶を申し上げます。 　

　化粧療法の効能は所々で聞くようになりましたが、その活動は点在しており、質も様々で、医学的な
エビデンスに基づいた化粧療法として未だ確立されておりません。当財団は、医学的なエビデンス に
基づいた化粧療法の研究発表の場として学会を開催し、医療現場等における化粧療法を国際的
に普及すべく活動を行っております。化粧療法の適応は広く、視覚障害者・高齢者・認知症・皮膚疾
患・女性化粧・男性化粧・ルックスケア（アピアランスケア含む）・美容再生医療・化粧品・薬品等がござ
いますので、広く演題を募集いたします。

　2020 年は一般財団法人日本化粧療法医学会主催で「ブラインドメイクと化粧療法医学」をテー
マに学術総会を開催いたしましたが、2021 年は当財団主催で、「ルックスケアと化粧療法医学」をテ
ーマに開催いたします。ルックスケアとは、疾病、傷害、事故などが原因で自分自身のルックス（見た目
）に自信を失った人のために、専門分野からのサポートにより、再び自信を取りもどすことを目的とした
ケアとされています。

　本学会は、この領域の世界の情報を共有できる唯一の学会であります。特別講演、一般演題の他
に企業の皆様のご協賛によるスポンサードセミナー及びスポンサーシップ（広告・協賛等）も企画して
おります。期間中、国内外の多くの関係者が視聴いただけるものと考えています。なお、本学会は関
連学会、関係団体、厚生労働省、経済産業省、文科省などの後援を予定しております。

　以上、実り多き学会になるよう、関係者一丸となって準備をすすめておりますので、ご参加・ご支援
を賜りまようお願い申し上げます。末尾ながら皆様のご発展をお祈り申し上げます。
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座長：堀口　和美（アピアランスビューティクリニック　院長）

医師が当事者として乳がん治療を経験して
永田眼科　植木　麻理

座長：中村　春基（一般社団法人　日本作業療法士協会　会長）

国におけるがん対策
厚生労働省　健康局がん・疾病対策課　高橋　昌也

 厚生労働省　健康局　がん・疾病対策課　加賀谷　祐介

座長：山口　あゆみ（株式会社マンダム　基盤研究所　所長）

私たちにとっての「顔」とは－医療現場での顔の外観に対するケアの考え方－
日本顔学会　武庫川女子大学
sukai 美科学研究所　菅沼　薫

座長：板見　智（大分大学　客員教授）

脱毛症当事者のQOL低下を防ぐために－ウイッグの有用性の検討－
順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター皮膚科

皮膚科　科長　植木　理恵

座長：北野　正剛（大分大学 学長・アジア医療教育研修支援機構（AMETS） 理事長）

抗がん剤患者のルックスケア－産学連携脱毛予防プロジェクト－
国立大分大学医学部 消化器外科・小児外科学講座 教授　猪股　雅史

大分大学医学部　消化器・小児外科学講座　相場　崇行
大分大学医学部附属病院救急救命センター　河野　洋平

有田胃腸病院　平塚　孝宏
大分大学医学部　消化器・小児外科学講座　衛藤　剛

大分大学　北野　正剛

座長：植木　麻理（永田眼科）

がん治療とアピアランスケア
アピアランスビューティクリニック　院長　堀口　和美

SL 1 特別講演1

特別講演2

特別講演3

特別講演4

特別講演6

特別講演5

特別講演1 11月 11日（木）9：10～ 9：35

SL 2 特別講演2 11月 11日（木）9：35～ 10：00

SL 3 特別講演3 11月 11日（木）10：00～ 10：25

SL 4 特別講演4 11月 11日（木）11：15～ 11：40

SL 6 特別講演6 11月 11日（木）12：55～ 13：20

SL 5 特別講演5 11月 11日（木）12：30～ 12：55
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座長：山口　あゆみ（株式会社マンダム　基盤研究所　所長）

病態皮膚と化合物の経皮吸収
国立大学法人　佐賀大学　リージョナル・イノベーションセンター　特任教授　徳留　嘉寛

株式会社ファンケル　ビューティサイエンス研究センター　横田　麻美

SL 7 特別講演7

特別講演8

特別講演9

特別講演12

特別講演13

特別講演11

特別講演7 11月 11日（木）13：20～ 13：45

SL 8 特別講演8 11月 11日（木）14：25～ 14：50

SL 9 特別講演9 11月 11日（木）14：50～ 15：15

SL 10 特別講演10（教育講演）特別講演10（教育講演） 11月 11日（木）15：55～ 16：20

SL 12 特別講演12 11月 11日（木）16：45～ 17：05

SL 13 特別講演13 11月 11日（木）17：25～ 17：45

SL 11 特別講演11 11月 11日（木）16：20～ 16：45

座長：池田　真理（東京大学大学院医学系研究科 家族看護学分野 教授）

医療用ウィッグで護る！化学療法中の脱毛頭皮とアピアランス
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学 専攻

社会連携講座イメージング看護学 特任准教授　玉井　奈緒
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 家族看護学分野　池田　真理
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学 /創傷看護学分野

東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター　真田　弘美

座長：中村　春基（一般社団法人　日本作業療法士協会　会長）

涙も笑いも、力になる～病気のある子どもにとっての自尊感情とルックスケア～
昭和大学大学院保健医療学研究科　准教授　副島　賢和

座長：松原　悦朗（大分大学 医学部　神経内科学講座　教授）

顔貌による認知症判定の試み
東京大学大学院医学系研究科老年病学　教授　秋下　雅弘

座長：山口　あゆみ（株式会社マンダム　基盤研究所　所長）

ウィッグにみる理美容の歴史
山野美容芸術短期大学 教授　富田　知子

座長：池田　真理（東京大学大学院医学系研究科 家族看護学分野 教授）

Cosmetics for Blind and Low Vision Consumers
University of the Arts London, UK　Gabriela Daniels

University College London, UK　Akriti Pradhan

座長：中村　春基（一般社団法人　日本作業療法士協会　会長）

Resolution of Skin Aging by Reducing Dermal Cellular Senescence
Inflammation Research Foundation　Barry Sears

プログラム【特別講演】
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O 1 一般演題1

一般演題2

一般演題3

一般演題4

一般演題5

一般演題1 11月 11日（木）10：25～ 10：35

O 2 一般演題2 11月 11日（木）10：35～ 10：45

O 3 一般演題3 11月 11日（木）10：45～ 10：55

コロナ禍における地域高齢者への化粧ケアが自己効力感に及ぼす影響　
―リモートでの美容教室の探索的検証―

株式会社資生堂　池山　和幸

コロナ渦での精神障害を有する女性入院患者における化粧の「動機」に関するインタビュー
調査

大内病院　作業療法士　増田　千晶
東京工科大学医療保健学部リハビリテーション学科　作業療法学専攻　石橋　仁美

コロナ禍におけるブラインドメイクレッスンへの取り組み
日本ケアメイク協会 /川崎医療福祉大学　林　泰子

永田眼科／日本ケアメイク協会　植木　麻理
諏訪赤十字病院／日本ケアメイク協会　今井　美和

オリンピア眼科病院／日本ケアメイク協会　清水　厚子
やまね眼科／日本ケアメイク協会　山根　美紀恵

日本ケアメイク協会　鈴木　加奈子
日本ケアメイク協会　大石　華法

O 4 一般演題4

一般演題5

一般演題4 11月 11日（木）17：05～ 17：15

カラーユニバーサルデザインを取り入れた包材開発
株式会社マンダム技術開発研究所　包材開発室　海島　規恵子
株式会社マンダム技術開発研究所　包材開発室　小林　政則

O 5 一般演題5一般演題5 11月 11日（木）17：15～ 17：25
化粧療法の発展に向けた男性肌特性の理解

株式会社マンダム　基盤研究所　生理解析研究室　小泉　祥子
株式会社マンダム　基盤研究所　山口　あゆみ

座長：植木　麻理（永田眼科）
　　　石井　文康（日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学　教授）

座長：中村　春基（一般社団法人　日本作業療法士協会　会長）
　　　石橋　仁美（東京工科大学 医療保健学部 リハビリテーション学科　作業療法学専攻）
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座長：佐藤　伸一（東京大学大学院医学系研究科　皮膚科学　教授）

自分の顔に対する意識的・無意識的な脳活動
大阪大学大学院生命機能研究科・医学研究科　中野　珠実

座長：津村　佳宏（株式会社 アデランス 代表取締役社長・グループ CEO）

ルックスケアと化粧療法
日本毛髪工業協同組合副理事長　株式会社ハイネット　代表取締役社長　伴仲　道憲

座長：津村　佳宏（株式会社 アデランス 代表取締役社長・グループ CEO）

ブラインドメイクUDパレット開発秘話
株式会社アデランス　執行役員　グループB&H戦略統括部担当　田中　均

国産初のヒト胎盤を使用した次世代医療機器の開発
株式会社日本生物製剤　研究所　田代　克昌

SS 1 スポンサードセミナー1

スポンサードセミナー2A

スポンサードセミナー2B

スポンサードセミナー3

スポンサードセミナー1

スポンサードセミナー2A

スポンサードセミナー2B

スポンサードセミナー3

11月 11日（木）10：55～ 11：15

SS 2A 11月 11日（木）13：45～ 14：05

SS 2B 11月 11日（木）14：05～ 14：25

SS 3 11月 11日（木）15：15～ 15：55
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抄　録

特別講演
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座長：堀口　和美（アピアランスビューティクリニック　院長）

医師が当事者として乳がん治療を経験して

Doctor’s experiences of breast cancer treatment as a patient

永田眼科
植木　麻理

女性が乳がんと宣告されたとき、癌患者になっただ
けでなく、女性にとってシンボルともいえる乳房、そし
て抗がん剤治療により髪を失うことを意味する。
私が乳がんの宣告を受けたのは2009年、3歳の息
子と2人でアメリカ子連れ留学中であった。
急遽、帰国。診断はステージⅢｃ、局所進行。乳腺外
科医からの説明に手術はなく、抗がん剤治療のみ
であった。
教科書的に10年生存率50～60%。タキサン系の点
滴による脱毛は80%。そんな知識は何の役にも立た
なかった。
どうしていいかわからない私が行ったことはまず眉
毛のアートメイク、カツラの選定。
今でこそ、アピアランスケアという概念があり、ウィッグ
購入にも補助など社会的援助もあるが、そのころに
は自分で対応するしかなかった。
髪は1回目抗がん剤点滴後、1週間で抜け始めた。
ケアキャップは用意していたが締め付けられる感じ
が辛く、病人然として嫌で好きな柄で自作した。髪が
無くなると頭部の強い冷えを感じ、ボアのケアキャッ
プも作った。

カツラは知人に譲ってもらい、行きつけの美容室で
カットしてもらった。
鼻からツーっと何かが垂れてきた。鼻血？と思ったが
鼻水だった。鼻毛がないと鼻水も留まらないのだ。
笑うしかなかった。足はしびれ、スリッパなしには歩
けない、爪には線が入り、色も悪くなった。
抗がん剤の倦怠感で起きていられなかったが、主治
医には「大丈夫です。変わりはありません。」と答え
た。
患者は医師には何も言わないものだと実感した。抗
がん剤は予想以上に効果があり、手術をすることに
なった。
全摘のみ前提で話が進んだが、乳房のない自分は
想像ができず、同時乳房再建をしてくれる病院を探
してお願いした。
術後、少し小さいが再建された乳房はあった。放射
線治療も行った。
いろいろなことはあったが生き延びている。本講演
ではこの12年で感じていること、医療従事者に知っ
てほしいことを癌治療を経験した当事者として伝え
たい。
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【略歴】　植木　麻理
2003年10月
2008年10月
2010年7月
2010年11月
2010年12月
2019年10月
2020年8月

大阪医科大学　眼科学教室　講師
第3回Japan Alcon Award受賞
Doheny Eye Institute post doctoral fellow
乳がんが発覚
帰国　大阪医科大学復学
永田眼科　医師　（大阪医科大学　眼科学教室　非常勤講師）
日本ケアメイク協会　理事就任

SL 1 特別講演1



座長：中村　春基（一般社団法人　日本作業療法士協会　会長）

国におけるがん対策
Cancer control measures in Japan

厚生労働省　健康局がん・疾病対策課

○高橋　昌也

 厚生労働省　健康局　がん・疾病対策課　加賀谷　祐介

SL 2

国のがん対策は、がん対策基本法に基づいて
策定されたがん対策推進基本計画に沿って実
施されている。
平成 30 年 3 月には第 3 期がん対策推進基本計
画が閣議決定された。第 3 期がん対策推進基
本計画では、がん対策のより一層の推進を図
るため「がん患者を含めた国民が、がんを知り、
がんの克服を目指す」を目標とし、がんの予防、
がんの医療の充実、がんとの共生を 3 本柱と
して、安心かつ適切ながん医療や支援を受け、
尊厳を持って自分らしく生きることのできる
地域共生社会の実現に取り組んでいる。
がん治療に伴う脱毛等の外見 ( アピアランス）
の変化は、がん患者の療養生活の質に影響を
及ぼすことから、その対策が重要であると考
えている。第 3 期がん対策推進基本計画にお
ける分野別施策では、がん患者等の就労を含
めた社会的な問題として、がんに対する「偏見」
があり、地域によっては、がんの罹患そのも
のが日常生活の大きな障壁となること、

自身ががんであることを自由に話すことがで
きず社会から隔離されてしまうことや、がん
治療に伴う外見（アピアランス）の変化（爪、
皮膚障害、脱毛等）等に関する相談支援並び
に情報提供の体制が構築されていないことが
指摘されているものの、十分な検討がなされ
ていないと明記されている。取り組むべき施
策として、がん患者のさらなる QOL 向上を目
指し、医療従事者を対象としたアピアランス
支援研修等の開催など相談支援及び情報提供
のあり方を検討するとしており、がん患者の
療養生活の質の向上に向けて、「がんとの共生
のあり方に関する検討会」において議論を行っ
ており、どのような支援ができるか検討を進
めているところである。
講演では、アピアランス支援を含めたがん対
策推進基本計画に基づく取り組みについてお
伝えしたい。

【略歴】　高橋　昌也
厚生労働省健康局がん・疾病対策課　相談支援専門官
2005年より総合病院のソーシャルワーカーとして相談支援に従事。
2010年社会福祉法人三井記念病院がん相談支援センターに勤務。
2021年4月より現職
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あなたは自分の顔を見たことがありますか。
鏡に映る顔ではなくて、本当の自分の顔です。
相手と話をしているときに自分がどんな顔を
しているのか、どんな表情をしているのかは
見えません。
自分の顔なのに、それを見ているのは相手と
いうことになります。顔は自分のものであっ
ても、自分だけのものではないということに
なります。
その大事な顔の外見をどうケアするのか、と
くにがん患者にとって薬や放射線治療の副作
用として、脱毛や爪の変色、色素沈着、ざ瘡
様皮疹など外見の変化が患者の大きな苦痛に
なっています。
ただでさえ不安な患者に、正しくアドバイス
をするための手引書を作成することになり、
国立がん研究センター研究開発事業をとして
「がん患者に対するアピアランスケアの手引
き」2016 年版を発行しました。がん医療の専
門家に加え、日常整容分野には化粧品研究の
専門家の意見を交えて検討しました。現在
Minds ガイドラインライブラリで公開されて
います。

これまでの医療のガイドラインとは異なり、推
奨グレードに新しい考え方を取り入れ、科学的
な専門性を保ちながら患者の気持ちに沿ってア
ドバイスできるようになっています。とくに日
常整容では、健常者においても化粧品等の使用
注意が必要なこともあり、がん患者だけに特有
の化粧品トラブルが認められない限り、正しく
具体的な行動指針となるように示されていま
す。そして、今年 10 月末には、日本がんサポー
ティプケア学会編（金原出版）2021 年版が発
行され、さらに内容が充実することでしょう。
　ふたたび「顔」について申し上げると、見え
ない自分の顔でも相手の顔を見ればあなたの顔
がわかります。
相手が笑顔なら、あなたも笑顔になっています。
仏教には「和顔（わげん）」という言葉があり、
「笑顔は施しである」と言われています。笑顔
は相手へ安心や愛情を示すことができます。
そして、自分が落ち込んでいるときには鏡前で
笑顔をつくることで、気分が晴れて勇気が湧き、
前向きな気持ちになることでしょう。楽しいと
笑顔になりますが、笑顔をつくれば元気になれ
るのです。
人々が笑顔になれるように、医療や化粧研究者
が率先して研鑽することが求められていると思
います。

座長：山口　あゆみ（株式会社マンダム　基盤研究所　所長）

私たちにとっての「顔」とは
－医療現場での顔の外観に対するケアの考え方－

What “face” means to us
-How we care about “facial appearance” at the medical front-

日本顔学会、武庫川女子大学、sukai 美科学研究所

菅沼　薫

SL 3
11月 11日（木）9：10～ 9：35

【略歴】　菅沼　薫
1977年3月
1977年4月
1986年11月
2005年6月
2013年4月～
2017年6月
2018年1月～

奈良女子大学家政学部被服学科卒業
ライオン油脂株式会社(現ライオン)入社
株式会社エフシージー総合研究所（フジテレビ商品研究所）入社
 同社　　　　取締役　暮らしの科学部部長
武庫川女子大学薬学部　非常勤講師、客員教授
sukai(ｽｶｲ)美科学研究所設立　代表
日本顔学会会長
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座長：板見　智（大分大学　客員教授）

脱毛症当事者のQOL低下を防ぐために －ウイッグの有用性の検討－

Study of usability for improving QOL level of alopecia patients using wig and hairpieces

順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター皮膚科
皮膚科　科長

植木　理恵

SL 4

脱毛症は容姿が変貌する皮膚疾患である。円
形脱毛症（Alopecia Areata、以下AA）を年齢・
性別を問わず発症し、全身の毛が抜ける汎発
型 AA や頭髪のほとんどが抜ける全頭型 AA
などあり、頭髪の２０％以上の範囲が抜ける
と隠すことが困難な、重症型と考えられる。
AA によるＱＯＬの低下は発症した年齢や社会
的立場によっても異なる。
AA 患者におけるウイッグ使用による QOL の
研究では、福祉用具心理評価スケー（PIADS）
を用いた症例集積研究が存在し、日本人女性
患者４９名を検討した結果、PIADS 平均、効
力感、積極的適応性、自尊心の３因子はいず
れもベースラインに比べて優位に増加し、か
つら装着時満足度の VAS スケールと正の相関
を示したことから、ウイッグの使用は AA 患
者のQOLを改善させる効果が示された。

さらに、いわゆる薄毛と呼ばれている、男性
の男性型脱毛症や女性のびまん性脱毛症患者
においてもウイッグ使用前後の PIADS による
報告があり、男性では明らかに QOL の改善が
認められウイッグの使用による満足度も高
かった。一方、女性では QOL の改善は見られ
たが、満足度は PIDS と相関は示さず、女性に
おいては男性の男性型脱毛症とは異なった、
疾患理解が存在しQOLが向上しても満足度が
高まらないことが考えられた。
本講演では、脱毛症当事者の生きづらさなど
も併せて解説する。

-10-

【略歴】　植木　理恵
昭和63年3月
昭和63年6月
平成3年5月
平成5年7月
平成8年6月
平成10年4月
平成14年4月
平成16年6月
平成19年4月
平成30年12月

順天堂大学医学部卒業
順天堂大学医学部附属順天堂医院皮膚科入局
ロンドン大学王立医科大学院ハマースミス病院皮膚科
順天堂大学医学部皮膚科助手
越谷市立越谷市民病院皮膚科医長
順天堂大学医学部皮膚科助手
順天堂大学医学部皮膚科講師
順天堂大学医学部助教授（順天堂東京江東高齢者医療センター）
順天堂大学医学部先任准教授（順天堂東京江東高齢者医療センター）
順天堂大学医学部教授（順天堂東京江東高齢者医療センター）
現在に至る。

特別講演4



座長：植木　麻理（永田眼科）

がん治療とアピアランスケア

The Role “Appearance Care” Plays in Cancer Treatment

アピアランスビューティクリニック　院長

堀口　和美

SL 5

【背景】
日本人の 2 人に 1 人が生涯に一度はがんに罹
患し、毎年 100 万人以上が何らかのがん治療
を開始している現在、治療成績の飛躍的な向
上の一方で副作用は変わらずがん患者を悩ま
せ続けている。これまで主たる副作用であっ
た嘔気・嘔吐症状は、制吐剤の進化により概
ね制御できるようになったのに対し、治療に
伴う髪の毛の脱毛・肌荒れ・シミなどの色素
沈着・爪障害・手術瘢痕などのいわゆる外見 ( ア
ピアランス ) の変化への対処は、確立された、
あるいは保険収載された治療法がなく、継続
的な医学的介入は容易ではない。
【アピアランスケア提供までの経緯】
アピアランス ( 外見 ) ケアとは、「医学的・整
容的・心理社会的支援を用いて外見の変化を
補完し外見の変化に起因するがん患者の苦痛
を軽減するケア」と定義づけられている。筆
者はがん拠点病院において 16 年間、乳がん診
療に従事しながらアピアランスケアに取り組
んできたが、人的・物質的資源不足と少なか
らぬ美容医療技術の必要性、そして保険診療
の限界を痛感し、美容外科での修練を経て、

がんサバイバーの QOL 向上のために適切なア
ピアランスケアを提供すべく 2020 年 6 月にア
ピアランスケアに特化したクリニックを開院
した。
【がん治療とアピアランスケアの実際と今後の
展望】
患者個々のがん治療に関しカウンセリングし
た後に、これまで 58 例にアピアランスケアを
提供してきた。
頭髪・眉毛・睫毛の脱毛に対しては , 内服・外用・
注入療法や、医療アートメイクを、皮膚のシ
ミなどの色素性病変やざ瘡などに対しては、
内服・外用・各種レーザー機器などを用いた
治療と、医療機関専売香粧品の使用のアドバ
イスを行っている。がん治療をおこなってい
る医療機関との連携も並行して行っており、
がん治療も美容医療にも高い専門性を以て医
学的介入を行っている。本講演では、症例の
提示と今後の展望を含め、がん治療とアピア
ランスケアについて概説する。

【略歴】　堀口　和美
1998年3月
1998年4月
1999年4月
2001年7月
2002年9月
2002年10月
2018年1月
2019年2月
2020年6月

日本外科学会 外科専門医
日本乳癌学会 乳腺専門医
日本遺伝性腫瘍学会 遺伝性腫瘍専門医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
麻酔科標榜医
医学博士

熊本大学 医学部 医学科 卒業
熊本大学医学部附属病院 第二外科 (当時) 入局
水俣市立総合医療センター 外科
済生会熊本病院 外科
熊本大学医学部附属病院 第二外科
がん・感染症センター都立駒込病院 外科
ガーデンクリニック 入職
ガーデンクリニック 横浜院院長就任
アピアランスビューティクリニック 開院　
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SL 6

【はじめに】
がん治療の進歩により、治療を継続しながら社会
生活を送る患者の増加に伴い、治療に伴う外見変
化に対するケア（ルックスケア）の重要性も増し
ている。なかでも脱毛は、比較的若い女性の罹患
が多い乳癌などの抗がん剤治療において高頻度に
発生し、精神面やQOLへの影響が非常に大きな副
作用である。いくつかの物理療法や薬物療法は脱
毛予防として期待されているが、いまだ十分な予
防法はない。我々は抗がん剤脱毛のメカニズム解
明と、αリポ酸誘導体を用いた酸化ストレス制御に
よる脱毛予防法の開発研究を行ってきた。 今回、
我々が産学連携プロジェクトとして行っている抗
がん剤脱毛予防の取り組みを紹介する。
【抗がん剤脱毛のメカニズムを解明する基礎研究】
乳癌の抗がん剤治療において中心的な役割の薬剤
の 1 つであるシクロフォスファミドを用いた抗が
ん剤誘発脱毛モデルの毛包周囲環境変化を２光子
顕微鏡を用いて病理組織学的に検討した。抗がん
剤投与による毛包周囲の血管透過性と毛包細胞の
アポトーシス誘導を観察し、毛包周囲血管の透過
性亢進が抗がん剤脱毛の一要素であることを明ら
かにした。

【抗酸化物質αリポ酸誘導体を用いた脱毛予防法の
研究開発】
シタラビン誘発抗がん剤脱毛動物モデルに対して、
強力な抗酸化作用を有するαリポ酸誘導体の背部皮
膚塗布により脱毛が抑制され、病理組織学的検討に
おいて炎症細胞浸潤および毛根・毛幹の破壊が軽減
された。
【αリポ酸誘導体の臨床研究と製品化】　
乳癌患者 100 名を対象とした多施設共同研究にて術
後抗癌剤投与期間中に頭皮へαリポ酸誘導体 1% 含
有ローションの塗布を行い、効果を検討した。脱毛
予防効果まで示すことができなかったものの、脱毛
期間が短縮し、回復促進効果を示した。毛髪関連の
リーディングカンパニーとの産学連携共同プロジェ
クトを経て、抗がん剤脱毛研究に基づくαリポ酸誘
導体含有スカルプローションの製品化に至った。
【抗がん剤脱毛予防の取り組みにおける今後の展望】
抗がん剤脱毛は現在のルックスケアの中で最も重要
な課題の一つと考えられる。頭皮の血管透過性を制
御し、毛包周囲環境への抗がん剤到達抑制効果が期
待される頭皮冷却法と、抗炎症・抗酸化作用を有す
るαリポ酸誘導体投与の併用療法（Alpha lipoic 
acid and cooling : ALAC 療法）は、ルックスケア
向上のためにその臨床応用が期待される。
　

座長：北野　正剛（大分大学 学長・アジア医療教育研修支援機構（AMETS） 理事長）

抗がん剤患者のルックスケア －産学連携脱毛予防プロジェクト－
Looks care in patients with chemotherapy -Academia-industry cooperation 

for prevention of cancer induced alopecia-

国立大分大学医学部 消化器外科・小児外科学講座 教授
○猪股　雅史

大分大学医学部　消化器・小児外科学講座　相場　崇行
大分大学医学部附属病院救急救命センター　河野　洋平

有田胃腸病院　平塚　孝宏
大分大学医学部　消化器・小児外科学講座　衛藤　剛

大分大学　北野　正剛

特別講演6

【略歴】　猪股　雅史
1988年3月
1988年6月
1990年4月
1994年5月
1997年3月
2002年10月
2003年4月
2010年4月
2011年9月

2014年10月

　大分医科大学医学部卒業
　大分医科大学大学医学部附属病院外科第一（研修医）
　国立病院九州がんセンター　外科
　国立がんセンター研究所　病理部 
（対がん１０カ年総合戦略・リサーチレジデント）
　大分医科大学 大学院 修了　博士（医学）取得
　大分大学医学部総合外科学第一　講師
　大分大学医学部総合外科学第一　准教授（消化器外科 副診療科長）
　米国コーネル医科大学　大腸外科 (NY)　Visiting fellow　
　　（厚生労働科学研究海外派遣事業）
　大分大学医学部消化器・小児外科学講座　教授
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座長：池田　真理（東京大学大学院医学系研究科 家族看護学分野 教授）

医療用ウィッグで護る！化学療法中の脱毛頭皮とアピアランス

Scalp and appearance care using medical wigs during hair loss in patients undergoing 
chemotherapy

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学 専攻
社会連携講座イメージング看護学 特任准教授

○玉井　奈緒

東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 家族看護学分野　池田　真理
東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 老年看護学 /創傷看護学分野

東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター　　真田　弘美

SL 7

乳癌は女性のがんの中でも最も罹患数が多く、
中でも子育て期や働き盛りの 30 歳代から罹患
率は急増する。一方で早期診断・治療の進歩
によって乳癌の生存率は向上しており、特に
化学療法を受けながらコミュニティで生活す
るがんサバイバーが増えている。これらの患
者が快適な日常生活を過ごす上で、化学療法
の副作用に対するケアは非常に重要な課題で
ある。
　がん治療中の最も苦痛を感じる副作用の 1
つに“脱毛”が挙げられる。化学療法による
脱毛は頭髪のみならず、眉毛やまつ毛等の脱
毛も生じることから、社会生活を営むがんサ
バイバーは見た目の変化に悩まされる。さら
に脱毛中は頭皮の痛みやかゆみを訴える患者
が多く、見た目の変化に加えて、その症状に
も苦痛を感じている現状がある。

　我々の研究室では化学療法中の患者の苦痛
を最小限にすべく、脱毛中の患者の頭皮の状
態と生理機能の変化を調査し、治療中は頭皮
の水分蒸散量が低下すること、頭皮の菲薄化
や浮腫を生じることを明らかにしてきた。こ
の結果から、化学療法による脱毛時の頭皮は
脆弱化しており、その頭皮を護るためには、
素材を考慮した頭皮に優しい医療用ウィッグ
が必要不可欠であるとの結論に至った。本講
演では、ランダム化比較試験による頭皮に優
しい医療用ウィッグの頭皮の症状や生理機能、
QOL に与える影響、および臨床におけるソー
シャル・ビューティ・ケアプログラムの実践・
効果について紹介する。

【略歴】　玉井　奈緒
2001年3月
2003年3月
2003年4月
2012年3月
2012年4月
2012年12月
2017年2月
2019年4月

金沢大学医学部保健学科卒業
金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻　修士課程修了
（財）聖路加国際病院　看護師
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻　博士課程修了
東京大学大学院医学系研究科ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ技術開発学（ﾓﾙﾃﾝ）寄附講座　特任助教
東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻　老年看護学分野 助教
東京大学大学院医学系研究科 社会連携講座スキンケアサイエンス　特任講師
東京大学大学院医学系研究科社会連携講座イメージング看護学　特任准教授　
現在に至る

-13-
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座長：中村　春基（一般社団法人　日本作業療法士協会　会長）

涙も笑いも、力になる～病気のある子どもにとっての自尊感情と

ルックスケア～

The empowerment by tears and laughter .

昭和大学大学院保健医療学研究科　准教授

副島　賢和

SL 8

「説明はしない。病気だっていうことをわかっ
てくれればそれでいい」
退院が近づいた子どもが教えてくれた言葉で
す。
この子は、治療の影響がお顔にも出ていたお
子さんでした。
退院をして学校に戻るにあたり、病気のこと
をクラスメイトに伝えるかどうかの話し合い
を重ねていました。彼女とは面と向かってそ
の話題について話をすると言う訳ではなく、
学習をしながら、遊びながら、話を聴いて、
少しずつ気持ちや考えを整理していきました。
クラスメイトに話すことによるメリットとデ
メリットを考えながら、彼女が最終的に出し
た結論は、「伝えない」でした。
　子どもたちの成長の中でも特に思春期は、
自分らしさを探る時期と言われることがあり
ます。しかし、自分らしさを実現していくと
いうのは簡単なことではありません。自分を
見つけるために、自意識の高まりが見られま
す。第二次性徴という性の衝動がこの自意識
に影響を及ぼします。

「自分は周囲からどのように思われているの
か？」と他人の評価により、自己イメージが
揺さぶられる時期でもあります。そのため子
どもによっては、髪型や服装、体型などの自
分の容姿である外見的特徴を過剰に意識する
こともありますが、このことは思春期の発達
課題である自己同一性の形成に大切なことで
もあります。
　そんな時期に病気や怪我の影響を受けて、
否定的な自己イメージを持ってしまう子ども
たちも少なからずいます。どうすれば、子ど
もたちの自己イメージを肯定的に変化させて
いくことができるのか。私は教育の視点から、
学びや遊びを通して、子どもたちの肯定的な
自己イメージ（自尊感情）を育む関わりを行っ
てきました。正直な話をしますと、そこに「化
粧」ということを考えたことはほとんどあり
ませんでした。
今回は、私が病院の中にある学級（院内学級）
で出会った、病気のある子どもたちの自尊感
情とルックスケアについて、皆様と一緒に考
える機会となれば幸いです。

-14-

【略歴】　副島　賢和
89～都立公立小学校学級担任として勤務。
06～13年品川区立清水台小学校さいかち学級（昭和大学病院内）担任。
14年4月より昭和大学大学院保険医療学研究科准教授　昭和大学附属病院内学級担当。
学校心理士スーパーバイザー。ホスピタル・クラウン。
北海道・横浜こどものホスピスプロジェクト応援アンバサダー。TSURUMI,東京こども
ホスピスアドバイザー。
09年，ドラマ『赤鼻のセンセイ』（日本テレビ）のモチーフとなる。
11年，『プロフェッショナル仕事の流儀』（ＮＨＫ総合）に出演。

特別講演8



認知症は超高齢社会を迎えた日本のみならず
国際的にも最重要課題の一つであり、その早
期診断が極めて重要である。しかし、認知症
診断にはアミロイド PET のような高額検査な
いし脳脊髄液採取のような侵襲的検査が必要
である。そこで、簡便かつ安価で非侵襲的な
スクリーニング方法を開発するべく、顔貌に
着目した。
進行した認知症では表情にも変化があり、年
齢より老けて見えるという我々の臨床的観察
に基づき、まず軽症～中等症の認知症者を対
象に、顔写真から見た目年齢の算出（老年科
医 5 名と臨床心理士 5 名による推定の平均値）
を行った。その結果、見た目年齢は暦年齢よ
りも認知機能や意欲と強い相関を示した
（Umeda-Kameyama Y, Akishita M, et al. 
Geriatr Gerontol Int 2020）。

続いて、人の目では判定が困難な軽度認知障
害～ごく軽症の認知症も人工知能（AI）を使
えば判別できるのではないかと考え、認知機
能低下を示す群（121 名）と正常群（117 名）
の顔写真を用いて AI ワークステーションで解
析した。何種類か試した中で最もよい成績を
示した AI モデルは、感度 87.3%、特異度
94.5%、正答率 92.5% と高い弁別能を示すこと
ができた。また、AI は顔のどの部分で判断し
ているかわからないため、顔写真を上下に分
けて解析したところ、顔の下半分のほうが上
半分よりも少し良い成績であった
（Umeda-Kameyama Y, Akishita M, et al. 
Aging (Albany, NY) 2021）。
まだ課題は多く、判定アプリの実用化、より
早期の判別、進行の検出に向けて、現在大規
模なデータ収集を行っているところである。
将来は、スマホ等によるセルフチェック、オ
ンライン診療の補助、介護補助に応用できる
と期待している。
講演では以上を概説するとともに演者らの関
連するその他の研究についても紹介したい。

座長：松原　悦朗（大分大学 医学部　神経内科学講座　教授）

顔貌による認知症判定の試み
Development of dementia screening by facial complexion

東京大学大学院医学系研究科老年病学　教授

秋下　雅弘

SL 9

-15-

【略歴】　秋下　雅弘
1985年
1994年
1996年～1998年
2000年
2002年
2004年
2013年

東京大学医学部卒業
東京大学医学部老年病学教室助手
ハーバード大学ブリガム・アンド・ウイメンズ病院研究員
杏林大学医学部高齢医学講師
同助教授
東京大学大学院医学系研究科老年病学助教授（2007年職名変更）
同教授

特別講演9



本公演では、西洋を中心に理美容の歴史にお
けるウィッグについてお話する。
理美容の中でウィッグを考えるとき、髪は人
にとってどのようなものかということに立ち
戻って考えることになる。まず、髪は生命感
ととても深く関わり、その存在を人々はとて
も大切にしてきた。そのため髪は宗教的な思
想ともつながることさえある。また髪型とな
ると、立場やその人の嗜好、思考を表すもの
ともなりえる。ともあれ、人の文化と髪型は
寄り添う関係にあるといっても過言ではない。
西洋においては、古代よりウィッグが使用さ
れ、人は髪型が人の印象に深く関わることを
知っていたと考えられる。古代エジプトでは、
すでにウィッグの製造技術は現代のそれに匹
敵するほどである。しかしながら、それは現
代のように多くの人が手にすることができる
ものではなかった。当然のことながら長時間
の手仕事によって生み出されるものであり、
限られたエリートのものであったことは当然
だろう。このように特権階級のための装美表
現のものとして生まれたウィッグは、その長
い歴史を歩むことになる。

それぞれの時代に君臨するものの嗜好に合う
ものとして形をかえながら。特にその傾向が
顕著に表れるのが 17 世紀・18 世紀のヨーロッ
パである。それは理美容業界においても興味
深い時代でもある。時代はバロック様式、ロ
ココ様式という華やかさを謳歌した時代。今
では考えられないような形状のウィッグは、
君主の作り出す世界に、貢献したのである。
フランス革命後、ファッションの流行を担う
ことになる一般大衆が、容易に個人の好みの
ウィッグを手にすることができるようになる
のは、化学繊維と工場での生産ができるよう
になる 20 世紀の半ばまで待つ必要があった。
現在ウィッグは、ケアウィッグという重要な
役割を担っている。それは日常を一瞬でも手
放さないことをサポートするものとして、
ウィッグに与えられた一つの重要な勤めであ
ろう。
最後になりましたが、このような機会をいた
だいた大会関係者の皆様、ウィッグの進歩に
携われる企業の皆様に感謝申し上げます。

座長：山口　あゆみ（株式会社マンダム　基盤研究所　所長）

ウィッグにみる理美容の歴史
The history of wigs in beauty.

山野美容芸術短期大学 教授

富田　知子

-16-

【略歴】　富田　知子
東京芸術大学　芸術学部　卒業
山野美容専門学校　卒業
日本福祉大学大学院修了
山野美容芸術短期大学　美容総合学科　教授
美容実技実習及び美容文化論を担当　
日本理美容教育センター美容養成施設教員功労賞（厚生労働省）
著書「美容師のための美容芸術論」
「高齢者を支援する美容技術の可能性について」日本認知症予防学会　浦上賞受賞
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皮膚の最外層に存在する角層は、体外からの
異物の侵入を防ぎ、体内からの水分蒸散を防
ぐことから人類が地上で生活する上では極め
て重要な組織である。また、医薬品や化粧品
の有効成分を皮膚に適用した際にも、それは
例外ではなくバリアとしてはたらく、すなわ
ち角層は物質の透過（浸透）に対してバリア
機能を有している。一般的に受動拡散で皮膚
を透過できる物質は分子量が 500 Da 以下で、
比較的脂溶性の高い化合物とされている。化
合物の皮膚透過性は、Fick の第 1 または第 2
法則に従うことがよく知られている。すなわ
ち、投与量（濃度）に比例し、膜（角層）厚
に反比例する。このように物理的な理論での
考察が多くなされてきたが、一方で、生物的
に考えると、角層は、表皮細胞が分化して得
られる構造体（組織）で、表皮細胞の状態によっ
て角層を構成する角質細胞、角層細胞間脂質
の構造や機能は変化することも考えられる。

化粧品は一般に健康な生体に使用するもので
はあるが、多くの使用者は、紫外線などへの
暴露、界面活性剤使用、老化などのストレス
に晒されている。これらのストレスによって
表皮細胞や角層の構造や機能が影響を受ける
ことがわかっているものの、それらストレス
と薬物の皮膚浸透性の関係の議論は十分では
ない。
この講演では（１）経皮吸収（皮膚浸透）に
関する基礎的な知識を説明した後、（２）スト
レスのひとつとして皮膚老化（実験的老化）
を取り上げ、老化皮膚と正常皮膚の化合物の
経皮吸収性に関して、我々の研究事例を紹介
したい。

座長：山口　あゆみ（株式会社マンダム　基盤研究所　所長）

病態皮膚と化合物の経皮吸収
Pathological skin conditions and transdermal absorption of compounds

国立大学法人 佐賀大学 リージョナル・イノベーションセンター 特任教授

○徳留　嘉寛

株式会社ファンケル　ビューティサイエンス研究センター　横田　麻美

-17-

【略歴】　徳留　嘉寛
1995年3月
1995年4月
2005年5月
2007年4月
2008年4月
2015年4月
2021年4月
2021年4月
2021年6月

静岡県立大学大学院薬学研究科博士前期課程修了
ポーラ化成工業株式会社
武蔵野大学薬学部・薬学研究所 助手
武蔵野大学薬学部・薬学研究所 助教
城西大学薬学部 准教授
城西大学薬学部 教授
国立大学法人 佐賀大学 客員教授
ジャパン・コスメティックセンター プロジェクトリーダー（現職）
国立大学法人 佐賀大学 リージョナル・イノベーションセンター　特任教授（現職）
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Historically, assistive technologies for blind 
and low vision (BLV) consumers evolved 
around aiding users in navigation, online 
content accessibility, learning, object and 
text recognition and social interactions. 
There are no specific technologies assisting 
these consumers with the use of cosmetics. 
We identified a growing field of research and 
development of assist ive technologies 
supporting shopping tasks and accessing 
product information. 

However, there were no reports of products 
and services within the remits of  the 
cosmetic industry designed to assist the BLV 
users .  Our survey revealed that  BLV 
consumers  used a  var ie ty o f  makeup 
products motivated by the need to feel good, 
look professional, and simply because this is 
what sighted people do. Their choice of 
products was mostly driven by ease of use 
and brand familiarity. As lipstick was the 
most used product , colour was also an 
important choice factor too.   

座長：池田　真理（東京大学大学院医学系研究科 家族看護学分野 教授）

Cosmetics for Blind and Low Vision Consumers

University of the Arts London, UK

○Gabriela Daniels

University College London, UK　Akriti Pradhan
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【略歴】　Gabriela Daniels
1985
2005 
2000-2014
2014-current
2019-current

Degree in Chemical Engineering, University of Food Technology, Bulgaria
Master of Business Administration, The Open University, UK
Cosmetic Science Lecturer, University of the Arts, London
Programme Director: Science, University of the Arts, London
Honorary Lecturer, University College London
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座長：中村　春基（一般社団法人　日本作業療法士協会　会長）

Resolution of Skin Aging by Reducing Dermal Cellular Senescence

Inflammation Research Foundation

Barry Sears

特別講演13SL 13

A significant cause of aging skin is cellular 
senescence caused by the unresolved healing 
of inflammatory damage to the dermal tissue.  
Radiation and chemotherapy are primary 
causes of dermal cell senescence.  Successful 
heal ing of  damaged skin requires the 
reduction, resolution, and repair of the initial 
inflammatory response.  

This orchestrated sequence of molecular 
events is directed by a combination of 
hormonal and epigenetic changes termed the 
Resolut ion Response .   The Resolut ion 
Response is under robust dietary control.  
This lecture will discuss each step of the 
Resolution Response pathway and the blood 
markers used to optimize it by the diet. 
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【略歴】　Barry Sears
1978-1982

1999-

2003-

2016-

2016-

Staff Scientist, 
National Magnet Laboratory, Massachusetts Institute of Technology
President, 
Zone Labs, Inc.
President, 
Inflammation Research Foundation, 
Voluntary Assistant Professor of Surgery, 
University of Miami Medical School
Adjunct Faculty, 
School of Nutrition and Health Promotion, 
College of Health Solutions, 
Arizona State University
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一般演題
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【目的】新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛
など社会的生活の制限は心身の健康に大きな影響を及ぼ
しかねない。これまで高齢者への化粧療法による心身機
能への効果に関する報告があるが、実施方法としては対
面で行われていた。本研究ではリモートで美容教室を開
催し、地域高齢者の自己効力感に及ぼす影響について検
証することを目的とする。
【方法】千葉県白子町地域在住高齢者 5 名を対象とした。
2021 年 5 月～ 7 月に会場と美容従事者をオンラインで
つなぎ、リモート美容教室を月 1 回計 3 回実施した。参
加者は、「いきいき美容教室（スキンケア、メイクアッ
プなど 80 分間のプログラム）」の参加と毎日の自宅での
スキンケアを実施した。調査項目は、老研式活動能力指
標、一般性自己効力感、歩数を計測し、参加前後の数値
を対応のある t 検定にて分析した。本研究にあっては、
株式会社資生堂ヒト試験倫理審議会の承認を得て実施し
た。

【結果】
一般性自己効力感において、統計的に有意な差が認めら
れた（p<0.01）。老研式活動能力指標や歩数に関しては
有意な差は認められなかった。
【考察】リモート開催であっても化粧介入によって自己
効力感を向上させる可能性が示唆された。自己効力感は
人間の行動を決定する先行要因の１つとして考えられ、
心理的なウェルビーイングにも貢献するといわれてい
る。コロナ禍でのリモート美容教室は、高齢期の心の健
康維持に資する介護予防対策として期待できる。

コロナ禍における地域高齢者への化粧ケアが自己効力感に及ぼす影響
　－リモートでの美容教室の探索的検証－
The effect of beauty care on self-efficacy among community-dwelling older people during the 
COVID-19 pandemic

株式会社資生堂　池山　和幸

コロナ渦での精神障害を有する女性入院患者における化粧の「動機」に
関するインタビュー調査
Interview survey on the "motivation" of makeup in female inpatients with mental disorders in the 
COVID-19 epidemic

大内病院　作業療法士　○増田　千晶
東京工科大学医療保健学部リハビリテーション学科　作業療法学専攻　石橋　仁美

【目的】
精神科病院では入院治療における制限として行動や
持ち物の制限があるが，現在のコロナ渦でさらに行
動範囲が狭まっている。化粧は社会生活を送る上で
必要な生活行為であるが，入院患者にとって化粧は
その環境にも左右される可能性がある。本研究では，
入院前と比較した女性患者の化粧の「動機」の変化
について明らかにし，今後求められる化粧支援の在
り方を検討することを目的とする。なお，本研究は
当院倫理委員会の承認と参加者の同意を得て実施し
た（2021－08）。
【方法】
対象は , 当院の回復期病棟女性患者で , 化粧経験のあ
る 10 名とした。入院前，入院中のコロナ渦前，コロ
ナ禍の 3 つの時期における化粧の頻度や工程，化粧
をする時・しない時，その理由，化粧の意味などを
インタビューによって聴取した。K J 法に準じてラベ
ル化し各カテゴリーに分類した。

【結果】
入院によってメイクアップからスキンケアのみに移
行した方が大半であり , 更にコロナ渦では洗顔のみと
なった方が約半数を占めた。対象者にとって化粧は
「重要」「明るくなるもの」などの意味はあったが，
化粧行為の変化には「したくても化粧道具が無いか
ら」「病人だから」「人に会わないから」等の動機が
影響していた。
【結論】
治療上の環境要因や，さらに社会生活を送る一員と
しての役割の喪失が化粧動機に影響を及ぼしていた。
支援者として , 制限がある中でも化粧を行えるような
環境を整えていくことが課題となる。

O 2 一般演題2

O 1 一般演題1
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コロナ禍におけるブラインドメイクレッスンへの取り組み
Approach to blind make-up lessons at COVID-19 calamity

　日本ケアメイク協会 /川崎医療福祉大学　○林　泰子
永田眼科／日本ケアメイク協会　植木　麻理

諏訪赤十字病院／日本ケアメイク協会　今井　美和
オリンピア眼科病院／日本ケアメイク協会　清水　厚子

【目的】：ブラインドメイクは視覚障害者（当事者）が鏡
を見ずにフルメイクができる化粧療法で、修得した当事
者の社会復帰のきっかけとなってきた。しかし、コロナ
禍により対面での指導が困難となった。そこで我々は、
当事者へのブラインドメイク指導をオンラインで行う取
り組みをしたので報告する。
方法：2020 年 11 月、既存の化粧訓練士に対して当事者
にブラインドメイクレッスンを ZOOM で行う講習会を
した。2021 年 1 月、日本ケアメイク協会のホームペー
ジにZOOMによるオンラインレッスンを紹介した。レッ
スンを希望する当事者への事前テキストをテキスト版、
拡大文字、白黒反転、音声データで作成した。2021 年 3
月から 2 か月ごとに化粧訓練士勉強会をオンラインで行
い、個々の経験を提示、共有することでレッスンの改良
を行った。

【結果】：講習会では、モデル当事者に的確な指導ができ
た 13 名の認定化粧訓練士を育成した。2021 年１月より
現在までに 11 名の当事者からオンラインレッスンの申
し込みがあり、9 名に開始した。指導終了した 8 名は全
員フルメイクが可能になったが、事前テキストや
ZOOM 設定に対応できず、レッスンに至らなかった者
が 2名であった。
【考察】：オンラインレッスン開始により遠隔地で化粧を
諦めていた当事者がレッスンを受けられるようになり、
期待以上の効果があった。今後、オンラインレッスンお
よび研修についての工夫を重ねる必要がある。

【目的】
日本の色弱者（※1）は、男性の約 20 人に 1人（約 5％）、
女性の約 500 人に 1 人、日本全体で約 320 万人以上、病
気や事故等で後天的色覚変化がある人を合わせると約
500 万人以上いるとされている。そこで、ドラッグスト
ア等で販売されている一般化粧品の包材に、カラーユニ
バーサルデザイン（以下 CUD ※2）が、どの程度配慮
されているのかを分析し、その結果を今後のデザイン開
発への一助とする。
【方法】
シミュレーションツール「色のシミュレータ WEB 
Edition Ver.1.3」（※3）を用い、C・P・D・T型色覚（※
4）の疑似再現を行った。
【結果】
主に男性化粧品約 20 種を調査したうち、アイテム間の
識別性や文字の可読性に課題がある商品は、半数程度存
在する。例えば自社品ボディペーパーの青と紫の商品は、
色弱者の P・D 型には両方とも同じ青系色に見えアイテ
ム間の識別がしにくい。しかし、色味や明度・彩度の調
整や文字表示の工夫で、わかりやすさの改善ができるこ
とが判明した。

【結論】
CUD の考えを取り入れると、色弱者だけでなく一般色
覚者にもわかりやすく見やすいデザインにつながる。自
社では現状CUDに対する取組みがあまり進んでおらず、
今後の取組みの強化が必要である。

※1 NPO カラーユニバーサルデザイン機構（以下
CUDO）推奨の呼称 
※2 人間の色覚多様性に配慮し、より多くの人に利用し
やすい配色を行った製品やサービス、情報等を提供する
考え方 
※3 ツール開発者 浅田 一憲氏　医学博士（北海道大）、
メディアデザイン学博士（慶應義塾大）
※4 CUDOが提案する色覚の呼称

カラーユニバーサルデザインを取り入れた包材開発
Development of packaging materials incorporating Color Universal Design

株式会社マンダム技術開発研究所　包材開発室　○海島　規恵子
株式会社マンダム技術開発研究所　包材開発室　小林　政則

O 4 一般演題4

O 3 一般演題3
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化粧療法の発展に向けた男性肌特性の理解
Understanding the characteristics of male skin for the development of medical cosmetic therapy

株式会社マンダム　基盤研究所　生理解析研究室　○小泉　祥子
株式会社マンダム　基盤研究所　山口　あゆみ

【目的】
化粧品に関わる従来の皮膚生理研究では、化粧品への関
与の高さから主に女性を対象にした知見が多かった。
我々は、知見の少ない男性を対象に、男性特有の皮膚生
理に関する研究に取り組んでいる。今回、これまでに得
られたデータを基にした様々な知見から、基本的な男性
の肌特性に関して報告する。
【方法】
12 歳～ 69 歳の男性被験者を用い、顔の頬部など複数部
位に対して、角層水分量（Skicon）経表皮水分蒸散量
（Tewameter）、皮脂分泌量（Sebumeter）、皮膚粘弾性
（Cutometer）（延べ 105 名）、皮膚色（分光測色計）、肌
の赤み（VISIA）（52 名）を測定した。尚、被験者には、
本研究の目的と、方法、参加は自由意志で拒否による不
利益はないこと、及び個人情報の保護について文書と口
頭説明を行い、書面にて同意を得ている。

【結果】
各種データを加齢変化も含めて解析したところ、年齢を
経ても皮脂が多いこと、皮膚粘弾性における総伸長値の
低さで示される「皮膚の硬さ」が増すこと、さらに皮膚
色は赤みが強くなることが男性の肌に特有な加齢変化で
あることが明らかになった。
【考察】
男性は女性に比べて、紫外線対策が乏しい、ひげそりを
日常的に行っているなど、生活習慣の中で皮膚へダメー
ジを与える因子が多い。これらが微炎症などの要因とな
り、男性ならではの皮膚生理特性につながると考えられ
た。
【結論】
女性とは異なる男性の皮膚生理特性を十分に理解し、そ
れに適した化粧行動をすることがより質の高いケアにつ
ながる。今後も、男女問わずあらゆる人の肌質に適する
化粧品提案へ向けた研究を進めていくことで、化粧療法
の発展にも貢献できると考えている。

O 5 一般演題5
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抄　録

スポンサードセミナー

第2回
国際化粧療法医学会2021
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座長：佐藤　伸一（東京大学大学院医学系研究科　皮膚科学　教授）

自分の顔に対する意識的・無意識的な脳活動

Mirror, mirror･･･conscious and unconscious processing of self-face

大阪大学大学院生命機能研究科・医学研究科

中野　珠実

SS 1 スポンサードセミナー1

今日、SNS上には過度なレタッチを加えた自分の顔
で溢れかえっている。このように、テクノロジーの発
達によって、過度なナルシシズムの傾向が生まれて
いる。今回の講演では、自分の顔の美加工に依存
する神経機構に関する最新の研究を紹介する。私
たちの研究グループでは、様々な美加工を加えた自
分の顔と他人の顔を若い女性に見てもらい、その時
の脳の活動を機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を使
って計測した。すると、適度な美加工を加えた自分
の顔を見た時に側坐核と呼ばれる領域が活動を増
やしていた。一方、過剰な美加工を加えた不気味な
顔に対しては、扁桃体が活動した。
これらのことから、側坐核と扁桃体の相互作用によ
り、自己顔のレタッチ行動が調整されることが示唆さ
れる。次に、自己顔と他者顔をサブリミナル提示した
ときの脳活動をｆＭＲＩにより調べた。すると、顔が提
示されていることに気づかなかったにもかかわらず、
腹側被蓋野（ＶＴＡ）というドーパミン産生の中枢が、
自己顔に対して強く活動した。このことから、ドーパミ
ン神経系が自己顔を自動的に優先処理する機構に
関与していることが示唆される。

“In today’s world, SNSs are flooded with 
extremely retouched selfie faces. The develop-
ment of technology has created a trend of 
excessive narcissism. In this talk, I will first 
introduce a neural mechanism underlying this 
dependence of self-face. We used functional 
magnetic resonance imaging (fMRI) to 
measure brain activity in young women while 
they viewed various retouched self- and 
unknown-faces. We found that the nucleus 
accumbens increased activity in response to 
the beautifully retouched self-face. In contrast, 
the extremely retouched creepy face 
increased neural activity in the amygdala. 
These results suggest that the interactions of 
the nucleus accumbens and the amygdala 
modulate retouching behavior of self-face in 
young women.
　Next, we examined brain activity in 
response to subliminal presentation of 
self-face using fMRI. Although participants 
did not aware that their own face was present-
ed, activity in the ventral tegmental area, 
which is a center of dopamine reward path-
way, increased in response to the self-face. 
This suggest that the dopamine pathway 
produces automatic self-advantage in face 
processing.”
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【略歴】　中野　珠実
1995年4月～1997年3月
1997年4月～1999年3月
2003年4月～2009年3月
2010年5月～2011年6月
2016年12月～2020年3月
2012年9月～
2012年9月～
2019年10月～

東京大学，理科2類
東京大学，教育学部，身体教育学科
東京大学大学院，教育学研究科，身体教育学科
順天堂大学，助教
JST「さきがけ」（社会情報基盤），研究員
大阪大学大学院生命機能研究科，准教授
大阪大学医学系研究科　脳生理学講座，准教授
JST「さきがけ」（人とインタラクション），研究員



座長：津村　佳宏（株式会社 アデランス 代表取締役社長・グループ CEO）

ルックスケアと化粧療法
Looks Care and Medical Cosmetic

日本毛髪工業協同組合副理事長
株式会社ハイネット　代表取締役社長　

伴仲　道憲

SS 2A スポンサードセミナー2A

この度は、貴重な機会をいただいた北野会長には
心から感謝申し上げる。本講義でルックスケアと化
粧療法について、主に毛髪の視点から取り上げた
い。主な脱毛症の種類や特に厚顔座による副作用
で起こる脱毛について、癌治療においても影響を及
ぼす可能性が高く、その特徴を紹介しどのような症
状で悩む患者がいるのかを認知してもらいたい。ま
た、日本毛髪工業協同組合では2015年4月に医療
用ウイッグのJIS規格化を行った。そこに至る経緯と

共に果たして医療用ウイッグとはどのようなものであ
るかを紹介する。そして、日本皮膚科学会円形脱毛
症診療ガイドライン制定によるウイッグの推奨度や
NPO団体で行っているヘアドネーションなどの活動
との関連性について述べたい。さらに全国地方自治
体へのウイッグ補助金制度の現状および民間保険
会社のがん保険特約などまだまだ一般には知られ
ていない脱毛に関するルックスケアの重要性につい
て課題を含め述べる。
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【略歴】　伴仲　道憲
2016年5月
2019年3月
2020年9月
2021年5月

株式会社アデランス執行役員
アデランスグループ株式会社ハイネット代表取締役社長
早稲田大学人間科学部情報科学科卒業
日本毛髪工業協同組合副理事長

座長：津村　佳宏（株式会社 アデランス 代表取締役社長・グループ CEO）

ブラインドメイクUDパレット開発秘話
Behind the scenes of “The BLINDMAKE UD MAKEUP PALETTE”

株式会社アデランス　執行役員　グループB&H戦略統括部担当　

田中　均

SS 2B スポンサードセミナー2B

この度は、このような発表の機会をいただいた北野
大会長に感謝申し上げる。本講演では弊社内にお
いてブラインドメイクセミナーを通じて開発したブライ
ンドメイクUDパレットの開発秘話についてお知らせ
したい。弊社とブラインドメイクとの接点や開発に至
る経緯、課題点が多い中で取り組み製品化したこと

は広く知らしめることで、ブラインドメイクのみならず、
ルックスケアや化粧療法の今後において参考になる
のではないかという思いで講演するに至った。この
中ではブラインドメイクの実際や開発に携わった
人々の思いなども綴っている。また、商品開発したも
のを如何に広報していくかについても触れている。

【略歴】　田中　均
2010年8月
2010年9月
2017年11月
2020年5月

株式会社アデランス入社
株式会社アデランス購買部長
株式会社アデランス社長室長
株式会社アデランス執行役員



国産初のヒト胎盤を使用した次世代医療機器の開発

Doctor’s experiences of breast cancer treatment as a patient

株式会社日本生物製剤　研究所　

田代　克昌

SS 3 スポンサードセミナー3

近年、諸外国ではヒト胎盤が次世代医療機器とし
て製品化され、有能な組織再生医療用素材として
社会実装され始めています。しかし、残念なことに
国産の製品は開発されておりません。弊社日本生
物製剤はヒト胎盤医薬品「ラエンネック」を製造販売
する企業であり、約50年間ヒト組織由来の医薬品を
多くの患者様に対し安全にお届けして参りました。
そこで弊社は長年培ったヒト胎盤を製剤化する技
術を基にヒト胎盤由来医療機器の開発に着手致し
ました。その最初の製品が「ヒトアテロコラーゲン軟
組織注入剤」です。
近年ではガン患者数増加に伴い、皮膚ガン摘出手
術の際に手術痕が残る、あるいは咽頭ガン手術の
際に声帯が欠損して声が出なくなる等、術後のガン
患者の上皮軟組織欠損によるQOL低下に対応で
きるツールとしてコラーゲン軟組織注入剤が利用さ
れています。

軟組織注入剤は皮膚の欠陥部に注入し、修復させ
る医療機器です。特にコラーゲン使用軟組織注入
剤は異物反応がほとんど出ないため、皮膚修復に
は欠かせない医療機器となっています。現在、国内
で承認されているコラーゲン使用軟組織注入剤は
ウシ真皮由来のみであり、人口の約3%存在すると
いわれるウシアレルギー反応を持つ患者様に対して
は施術することができません。しかし、ヒト由来のコ
ラーゲンであればほぼ全ての患者様にご使用いた
だけます。今後腫瘍摘出手術後等の患者様の
QOL改善のツールとして、安全なヒトアテロコラーゲ
ン注入剤をお届けすることを第一目標として開発し
ております。
また、胎盤からアテロコラーゲンを抽出する技術をも
ちいて様々な分野での製品開発を検討しておりま
す。

-27-

【略歴】　田代　克昌
2008年
2014年
2018年
2021年

株式会社日本生物製剤　久留米工場 生産技術部
同社　技術開発センター
同社　技術開発センター　センター長
同社　技術開発センター　センター長 及び 研究所　所長



大会長

副大会長

オブザーバー

実行委員長

実行委員会

アドバイザー

北野　正剛

大分大学 学長
アジア医療教育支援機構理事長

津村　佳宏

株式会社アデランス
代表取締役社長 グループ CEO

調　憲

群馬大学　大学院医学系研究科
総合外科学講座肝胆膵外科分野 教授

松原　悦朗 

大分大学 医学部　神経内科学講座　教授

佐藤 伸一

東京大学大学院医学系研究科
皮膚科学　教授

（2021 年 11 月 11 日現在）

中村　春基

一般社団法人　日本作業療法士協会　会長

池田　真理

東京大学大学院医学系研究科
家族看護学分野　教授

丸山　悟

日本福祉大学　理事長

北川　雄光

慶應義塾 常任理事
慶應義塾大学医学部　外科学 教授

第2回 国際化粧療法医学会 2021大会役員

株式会社ハイネット  代表取締役社長
常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部学術部
東京都立大学 健康福祉学部 作業療法学科
株式会社マンダム
東京大学医学部附属病院 老年病科
日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科
　作業療法学教授
アピアランスビューティクリニック院長 医師
東京工科大学　医療保健学部
　リハビリテーション学科　作業療法学専攻
永田眼科 医師
一般社団法人美容医療プラットフォーム協会
　理事
日本福祉大学 福祉社会開発研究所
株式会社マンダム

伴仲　道憲
松中　浩
石橋  裕

岡田　文裕
亀山　祐美

石井  文康
堀口　和美

石橋   仁美
植木  麻理

齋藤　裕美
謝　恵玲

山口　あゆみ

NOTICE 順天堂大学大学院
　医療看護学研究科博士前期課程
諏訪赤十字病院　視能訓練士
上岡眼科医院 視能訓練士
株式会社アデランスグループ CSR 広報室
牧田総合病院 作業療法士
株式会社プロラボホールディングス
　代表取締役 兼CEO
一般社団法人美容医療プラットフォーム協会
　理事
株式会社アデランス 執行役員
株式会社アデランス 経営企画部 マネージャー
株式会社アデランス 研究開発部 マネージャー
一般財団法人国際ケアメイク財団　監事
公益社団法人国際化粧療法協会　代議員

大平　智祉緒
今井  美和
井上　恵子
田中　優衣
大宮  園子

佐々木　広行

ガレル　千夏
田中　均

伊藤　寿章
田口　薫

石川　知巳
王　懐東
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謝　辞

第2回国際化粧療法医学会 2021を開催するにあたり、下記の皆様よりご支援を賜りました。
ここに深甚なる感謝の意を表します。

第2回国際化粧療法医学会 2021
大会長　北野　正剛

公益社団法人　国際化粧療法協会
公益財団法人　国際労務管理財団

一般社団法人　日本作業療法士協会
厚生労働省
経済産業省

2021年11月11日現在

ご協賛企業
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株式会社日本生物製剤

株式会社アデランス

常盤薬品工業株式会社

オリオン粧品工業株式会社

株式会社 田村治照堂

株式会社 電通

株式会社博報堂

株式会社 弘研

株式会社デジタルガレージ

岩瀬コスファ株式会社

株式会社マンダム

株式会社ハイネット

株式会社アデランスメディカルリサーチ

株式会社パルメッセ

ご協力団体 後援団体



発  行　

編  集
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一般財団法人　国際ケアメイク財団

運営事務局　一般社団法人　美容医療プラットフォーム協会

〒 160-0007　東京都新宿区荒木町 15-8 杉森ビル 4F

TEL：03-6380-6089

第２回日本化粧療法医学会2021
プログラム・抄録集





プル肌エスコート血圧エスコート 活き活きエスコート

くっきりエスコート

機能性表示食品

SERIES エスコート
シリーズ

サイエンスで
オトナの未来を変えていく。

体脂エスコート 目覚めエスコート

平日 10:00～17:00
03-6388-9417

info2@admedical.co.jpwww.admedical.co.jp

株式会社アデランスメディカルリサーチ
〒160-0022

東京都新宿区新宿3丁目1番9号 ADビル東館2階・3階









多数開発を化粧品

で実績年以上の60






