
第86回SCCJ研究討論会　ププログラム

8：55～ 9：00 オンライン討論会開催にあたっての連絡・注意事項

9：00～ 9：05 開会挨拶（学術委員会：尾郷委員長）
＜座長：岡野 由利，猪又 顕＞

9：05～ 9：20 No.1 皮脂RNAを用いた生物学的年齢の推定  －暦年齢よりも優れた老化指標－
花王㈱　生物科学研究所
○田中 翔大、谷田 琴美、大矢 直樹、高橋 慶人、井上 高良

9：20～ 9：35 No.2 不快な刺激感を持続的に低減するTRPV1活性抑制成分の探索
㈱マンダム　1 スキンサイエンス開発研究所

2 製品評価研究所
○森野 修 1、高石 雅之 2、河野 まおり 2、嶋田 格 1

9：35～ 9：50 No.3 口唇表面状態の連続観察による荒れ特徴解析
㈱コーセー　研究所　1 皮膚・薬剤研究室

2 メイク製品研究室
○山野井 睦 1、宇田川 史仁 2、外尾 恵美 2

9：50～10：05 No.4 日本人女性の色素斑（いわゆるシミ）と肌色の特徴
～年代ならびに部位別の特徴について～
1 ㈱資生堂　みらい開発研究所、2 医療法人社団　廣仁会　札幌乾癬研究所
○菊地 久美子 1、勝山 雅子 1、分島 望 1、吉川 達也 1、岩永 慎也 1、
大栗 基樹 1、二宮 真人 1、天野 聡 1、落合 信彦 1、中島 典子 1、萩原 基文 1、
真野 千夏 1、飯塚 一 2

10：05～10：20 No.5 三次元的表面粗さパラメータを用いた肌の肌理状態の正確かつ簡便な特性評価
㈱ナリス化粧品
○松ヶ下 かおり

10：20～10：35 　 《　休憩　》
＜座長：原 武史，瀧野 嘉延＞

10：35～10：50 No.6 新たな睫毛特性の数値化と対人印象への影響
～ニューノーマルな時代の目元コミュニケーション～
㈱コーセー　研究所　1 メイク製品研究室

2 研究戦略室
3 先端技術研究室

○郡司 理紗子 1、東 竜太 1、五十嵐 啓二 1、青木 健悟 2、末松 健 3、中村 理恵 3
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10：50～11：05 No.7 肌柔軟感を推定する接触力センサの開発と、化粧品有用性評価への活用
1 ㈱資生堂　みらい開発研究所、2 東京都立大学
○風間 泰規 1、荒川 尚美 1、岡本 正吾 2

11：05～11：20 No.8 角栓洗浄による肌のくすみ改善効果
花王㈱　1 スキンケア研究所

2 解析科学研究所
3 生物科学研究所

○菊池 麻実子 1、尾沢 敏明 1、桐野 彩 2、櫛田 拳 2、中村 俊 2、日下 あゆみ 3、
飛石 恵 3、由澤 彰彦 1、五十嵐 崇訓 1、生垣 信一 1、井上 麻由子 1、水嶋 広樹 1

11：20～11：35 No.9 水道水中の残留塩素による毛髪ダメージへの影響
㈱LIXIL　Filtration R＆D Department
○大塚 貴生、山本 剛之、中島 泰仁

11：35～11：50 No.10 衝突誘起解離質量分析（CID-MS）法によるモノテルペンの識別
横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科
○大野木 涼乃、関本 奏子

11：50～12：05 No.11 1 , 2-dodecanediolを含むハイブリッドシステムの皮膚常在ブドウ球菌に対する抗菌性
山形大学大学院理工学研究科化学・バイオ工学専攻
○田中 麻結、奥川 南子、吉崎 唯香、矢野 成和、野々村 美宗

12：05～13：00 　 《　昼休憩　》
＜座長：浅野 浩志，小倉 卓＞

13：00～14：05
挨拶（優秀論文選考委員会：久間委員長）

13：05～13：20 AL-1
角層高浸透を実現する疑似セラミド液晶化製剤の開発
花王㈱　1 スキンケア研究所

2 解析科学研究所
○溝口 圭衣子 1、岸本 裕子 1、山本 弓子 1、池田 玲子 2、片山 靖 1、岡本 昌幸 2、
山室 穂高 1



13：20～13：35 AL-2
愛用の口紅を落ちない口紅に変化させる口紅オーバーコートの開発
㈱コーセー　メイク製品研究室
○東 竜太、柿本 涼、外尾 恵美

13：35～13：50 AL-3
瞼の動きと加齢変化に対応した高ツヤ高弾性アイシャドウの開発
㈱コーセー　研究所
○萩野 亮、渡邉 梨奈、増渕 祐二、奥山 雅樹、山下 美香

13：50～14：05 AL-4
新規な高汎用性オイル増粘剤とそのメカニズム
1 ㈱ダイセル、2 元㈱ダイセル（現：太陽化学㈱）
坂西 裕一 2、○坂本 裕太 1

14：05～14：20 《　休憩　》
＜座長：吉岡 正人，松江 由香子＞

14：20～14：35 No.12 水ベースでメイクを落とすことは可能なのか？
～新規スポンジ構造会合体による水系高洗浄力メイク落とし～
㈱資生堂　1 ブランド価値開発研究所

2 みらい開発研究所
3 東京理科大学　理工学部
○渡邊 由樹 1、張 陽 1、島 孝明 1、松本 千景 1、増田 収希 2、齋藤 直輝 2、
渡辺 啓 2、土屋 好司 3、酒井 秀樹 3
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14：35～14：50 No.13 摩擦ダイナミクスに着目したファンデーションのカテゴライゼーション
1 山形大学大学院理工学研究科化学・バイオ工学専攻、2 大東化成工業㈱　研究部
○野々村 美宗 1、田口 真夕 1、久原 利英子 1、加藤 裕太 1、土屋 玲一郎 2、
後藤 武弘 2

14：50～15：05 No.14 パウダーファンデーションの使用感に影響を及ぼすリン酸チタンの粉体特性
㈱フジミインコーポレーテッド　先端技術研究所
○岩國 真弓、早川 隆志、三輪 直也、芦髙 圭史

15：05～15：20 No.15 乳幼児の毛髪特性評価とそれに適した洗浄料について
花王㈱　スキンケア研究所
○森合 康朗、東條 かおり、水嶋 広樹、須加 基昭

15：20～15：35 No.16 ポリクオタニウム-104を用いた高機能性シャンプーの開発
㈱コーセー　研究所　スキンケア製品研究室
○木内 愛海、長谷川 妙、塚本 大介、三好 樹、石神 彩夏、一色 隆、山下 美年雄

15：35～15：50 《　休憩　》
＜座長：久間 將義，阿部 公司＞

15：50～16：05 No.17 COVID-19感染防止のための衛生マスク着用による皮膚性状への影響
花王㈱　1, 2 スキンケア研究所

3 生物科学研究所
4 解析科学研究所

○上田 早智江 1、高田 真史 1、東條 かおり 1、大枝 哲治 2、吉田 浩之 3、櫛田 拳 4、
樋口 和彦 1

16：05～16：20 No.18 構造最適化されたカルボン酸変性シリコーンオイルの優れた界面特性について
ダウ・東レ㈱　1 研究開発部門

2 営業部門
○ファン ソン タイン 1、澤山 さゆり 1、神崎 康枝 1、宮野 淳 2、堀 誠司 1

16：20～16：35 No.19 化粧品処方におけるセルロースナノファイバーによるピッカリングエマルションの形成挙動
第一工業製薬㈱　研究本部　研究カンパニー部　レオクリスタ開発グループ
○久保田 紋代、後居 洋介

16：35～16：50 No.20 新規オイル増粘剤を利用したクレンジングオイルの増粘方法とそのメカニズム
太陽化学㈱　インターフェイスソリューション事業部　研究開発G　化粧品T
○松永 隼人、大野 愛加、松尾 真樹、樋口 智則

16：50～17：05 No.21 低湿度環境下でも保湿能を発揮する結合水増加型製剤に関する研究
㈱コーセー　研究所　スキンケア製品研究室
○新井 志緒、関谷 匡俊、山下 美年雄

17：05～17：10 閉会挨拶（学術委員会：前山副委員長）

17：10～17：30 《　休憩　》（Zoomを退出し、oViceへの移動をお願いします）

17：30～18：30 Q&Aコーナー ※討論会の発表者とのQ&Aセッションとなります。

懇　談　会　※SCCJ研究討論会発表者の中から「第10回 最優秀発表賞」を発表いたします。


