
9:50- 9:55

9:55- 10:00

時間

10:00-10:15 A-1
化粧用油剤で処理したヒト皮膚の摩擦ダイナミクス
 山形大学大学院 酒田 由佳

B-1
人工知能による製品の防腐性予測技術の開発
 小林製薬㈱  濱田 昌子

10:15-10:30 A-2
皮膚洗浄剤における泡の形成と安定性へ保湿剤が及ぼす影響

阪本薬品工業㈱ 大畑 哲也
B-2

赤外線サーモグラフィと切餅試験法を用いた化粧品の保湿効
果の評価

近畿大学 鈴木 高広

10:30-10:45 A-3
混合ポリグリセリン脂肪酸エステルからなる逆紐状ミセルの
形成とクレンジングオイルへの応用
 太陽化学㈱  伊藤 聡子

B-3
サンゴへの紫外線防御成分の影響評価法の開発と検証
 ㈱コーセー 杉江 祐太

10:45-11:00 A-4
単糖糖アルコールを用いたリーブオン化粧品に関する研究
 ー保湿剤からの脱却ー
 物産フードサイエンス㈱ 木村 雄輝

B-4
蛍光標識ε-poly-L-lysineとアニオン性デキストランの組み
合わせによる角層の新規染色方法
 武庫川女子大学 吉田 萌生

11:00-11:15

11:15-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-13:00

13:00-13:15 A-5
「みずみずしい発色」と「マスクにつかない」を両立する
口紅基剤の開発

㈱資生堂 林田 啓佑
B-5

健やかな肌の維持に重要な角層育成の新たなメカニズム
 ㈱資生堂 宮井 雅史

13:15-13:30
諦めていた美しさへの到達　－新規Ｗ/Oゲル製剤による肌の

A-6 光学特性を着想としたベースメイク塗膜の実現－
 花王㈱ 栃岡 沙希

B-6
加齢に伴う表皮幹細胞のcAMP低下とリポソーム化カフェイン
による改善効果
 富士フイルム㈱ 金海  俊

13:30-13:45 A-7
シリコーン系分散剤におけるデンドロン基、親水基の種類
などが分散特性に与える影響について
 ダウ・東レ㈱ 堀 誠司

B-7
複合波形による美容成分の角層への浸透促進
 ヤーマン㈱ 竹内 祐希

13:45-14:00 A-8
毛径プロファイルを用いた加齢に伴う毛髪変化の解析
 ホーユー㈱ 橋本 真典 B-8

新規シワ形成メカニズム -線維芽細胞における伸展刺激の
影響解析-

富士フイルム㈱ 宇田 謙

14:00-14:15 A-9
出産による毛髪の形態変化について
 クラシエホームプロダクツ㈱ 礒辺 真人

B-9
老化による露光部皮膚のマクロファージバランスの乱れは
コラーゲン代謝異常を引き起こす
 ㈱資生堂 堀場 聡

14:15-14:30

14:30-14:45 A-10
ダメージ状態によらず「美しい毛流れの髪」へ
 ～持続型表面改質化技術の開発～
 花王㈱ 村木 愛実

B-10
5ʼ-CMP（ 5ʼ-シチジル酸） の表皮を起点とした真皮への作用

ヤマサ醤油㈱ 石毛 和也

14:45-15:00 A-11
毛髪内部に生じた組織変化の蛍光染色法による可視化
  -SH基の分布と各種組織との関係性について-
 タカラベルモント㈱ 萬成 哲也

B-11
光老化皮膚におけるコラーゲン線維の減少はミトコンドリア
の品質低下によって引き起こされる
 ㈱CIEL 勝山 雄志

15:00-15:15 A-12
酸化染毛剤施術毛へのパーマ処理の影響
 (公社)日本毛髪科学協会 山内 力 B-12

高性能MRIによる皮膚最深部SMASの加齢変化：肌老化に
おける重大因子

㈱資生堂 高井 英輔

15:15-15:30 A-13
水道水中の残留塩素が染毛の退色に及ぼす影響
 ㈱LIXIL 山田 貢也

15:30-15:35

15:35-15:50

15:50-16:50

＊１：発表テーマ名（和文・英文）、所属、発表者名等は次頁以降に記載します。
＊２：発表テーマ名等の詳細は、確定次第弊会Webにて案内します。

第88回SCCJ研究討論会 プログラム（全体進行）
オンライン討論会開催にあたっての連絡・注意事項

開会挨拶 学術委員会 尾郷委員長

Ａ会場＊１
（界面科学・数理モデル・メイクアップ・毛髪）

Ｂ会場＊１
（角層・肌老化・肌計測）

閉会挨拶 学術委員会  前山副委員長

休憩

昼食休憩 

第23回SCCJ誌優秀論文賞 受賞講演
挨拶：優秀論文賞選考委員会 久間委員長

 oVice への移動  休憩

Q&Aコーナー＆懇談会（15:50-16:50）
※ Ｑ＆Ａコーナーは討論会の発表者とのパネルセッションとなります。

    第23回 SCCJ誌 最優秀論文賞 受賞講演

第23回 SCCJ誌 優秀論文賞 受賞講演

休憩



名者表発属所マーテ表発.oN間時

10:00-10:15 A-1
化粧用油剤で処理したヒト皮膚の摩擦ダイナミクス
Friction Dynamics of Human Skin Treated with Cosmetic Oils

・山形大学大学院
  理工学研究科

化学・バイオ工学専攻
○酒田 由佳、野々村 美宗

10:15-10:30 A-2
皮膚洗浄剤における泡の形成と安定性へ保湿剤が及ぼす影響
Effect of moisturizers on foam formation and stability in skin
cleanser

・1阪本薬品工業㈱ 研究所
・2奈良女子大学 理学部

○大畑 哲也1
、山田 武1

吉村 倫一2、矢田 詩歩2、安部 美季2

10:30-10:45 A-3

混合ポリグリセリン脂肪酸エステルからなる逆紐状ミセルの形成と
クレンジングオイルへの応用
Reverse Worm-like Micelle Formed by Mixing Polyglycerol Fatty Acid
Esters and its Application for Cleansing Oil

・1太陽化学㈱ インターフェイス
ソリューション事業部

・2㈱アントンパール・ジャパン
ビジネスユニット
キャラクタリゼーション

・3千葉科学大学 薬学部

○伊藤 聡子1、坂西 裕一1、樋口 智則1

高崎 祐一2、姜 振鎬3、山下 裕司3

10:45-11:00 A-4

単糖糖アルコールを用いたリーブオン化粧品に関する研究
 ー保湿剤からの脱却ー
Research on Leave-on Cosmetics Using Monosaccharide Sugar
Alcohols  -A Breakaway from Moisturizers-

・物産フードサイエンス㈱
    研究開発センター

○木村 雄輝、西尾 洋美、栃尾 巧

11:00-11:15

11:15-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-13:00

13:00-13:05 A-5

「みずみずしい発色」と「マスクにつかない」を両立する口紅基剤の
開発
Development of a liquid lip that achieves both "clear finish" and
"non-transfer to mask"

・㈱資生堂
    ブランド価値開発研究所

○林田 啓佑
浅井 歩、小坂 恭平、近藤 美佳
福井 明希子、政近 桐子

13:05-13:25 A-6

諦めていた美しさへの到達　－新規Ｗ/Oゲル製剤による肌の光学特性を
着想としたベースメイク塗膜の実現－
Makeup appearance beyond your expectation: Novel base-makeup
layer in reflection of skin optics induced by unique gel-type W/O
emulsion

・花王㈱
1メイクアップ研究所
2スキンケア研究所

○栃岡 沙希1、斎藤 悠1、芝野 友紀子1

半山 香穂里1、五十嵐 崇訓2、吉田 健介1

13:25-13:45 A-7

シリコーン系分散剤におけるデンドロン基、親水基の種類などが分散
特性に与える影響について
Influence of dendron group and hydrophilic groups on the dispersions
characteristics in silicone-based dispersant.

・ダウ・東レ㈱
  製品開発部門 製品開発2部

○堀 誠司、神崎 康枝

13:45-14:00 A-8
毛径プロファイルを用いた加齢に伴う毛髪変化の解析
Analysis of age-related hair changes using hair diameter profile.

・ホーユー㈱
 総合研究所

○橋本 真典、中村 友紀、今井 健仁

14:00-14:15 A-9
出産による毛髪の形態変化について
About hair morphology change caused by childbirth

・クラシエホームプロダクツ㈱
 ビューティケア研究所 第二研究部

○礒辺 真人
辻 雄亮、鈴木 徳宏、笠松 京壱、
生山 玲奈、松江 由香子

14:15-14:30

14:30-14:45 A-10

ダメージ状態によらず「美しい毛流れの髪」へ
 ～持続型表面改質化技術の開発～
To "beautiful hair alignment" regardless of damaged condition 
-Development of durable surface modification technology-

・花王㈱
   ヘアケア研究所

○村木 愛実、鈴木 良輔

14:45-15:00 A-11

毛髪内部に生じた組織変化の蛍光染色法による可視化
 -SH基の分布と各種組織との関係性について-
Visualizing structural changes inside the hair with fluorescent
staining -Studying about SH-group localization and relation with
each structure-

・タカラベルモント㈱
 化粧品研究開発部 

基礎研究センター
○萬成 哲也、久下 宗一

15:00-15:15 A-12
酸化染毛剤施術毛へのパーマ処理の影響
Effect of permanent waving treatments on dyed hair.

・(公社)日本毛髪科学協会 ○山内 力、木嶋 敬二

15:15-15:30 A-13
水道水中の残留塩素が染毛の退色に及ぼす影響
Effects of residual chlorine in tap water on fading of dyed hair

・㈱LIXIL
    LWT Japan 水栓事業部
    Filtration R＆D

○山田 貢也
福村 藍、古賀 一成、大塚 貴生、
山本 剛之、中島 泰仁

15:30-15:35

15:35-15:50

15:50-16:50

 oVice への移動  休憩

Q&Aコーナー＆懇談会（15:50-16:50）

第23回 SCCJ誌最優秀論文賞 受賞講演 （花王㈱ 度会悦子）

第23回 SCCJ誌優秀論文賞 受賞講演 （㈱資生堂 渡辺 啓）

休憩

閉会挨拶 学術委員会  前山副委員長

第88回SCCJ研究討論会 プログラム  Ａ会場（界面科学・数理モデル・メイクアップ・毛髪）

休憩

昼食休憩 

第23回SCCJ誌優秀論文賞 受賞講演 挨拶：優秀論文賞選考委員会 久間委員長



名者表発属所マーテ表発.oN間時

10:00-10:15 B-1
人工知能による製品の防腐性予測技術の開発
Development of a Prediction Technique of Cosmetic Preservative
Efficacy by Artificial Intelligence

・小林製薬㈱
1基盤研究部
2研究推進部

○濱田 昌子1、渡邊 愛2

10:15-10:30 B-2
赤外線サーモグラフィと切餅試験法を用いた化粧品の保湿効果の評価
Evaluation of moisturizing effect of cosmetics using infrared
thermography and cut rice cake test method

・近畿大学
   生物理工学部 生物工学科

○鈴木 高広
浦郷 愛美、大賀 千春菜、内海 あきら
中原 明香里、井口 勲人、 藤井 麗彩
市井 千聖、 坂本  勝

10:30-10:45 B-3
サンゴへの紫外線防御成分の影響評価法の開発と検証
Development and validation of a method for assessing the effects of
UV filters on corals

・㈱コーセー
1スキンケア製品研究室
2安全性・分析研究室

・3 ㈲海の種
・4沖縄科学技術大学院大学 

研究支援ディビジョン・海洋科学セクション

○杉江 祐太1、渡辺 恵悟1、紺野 義一1

水野 誠2、田中 健2、
金城 浩二3、中野 義勝4

10:45-11:00 B-4

蛍光標識ε-poly-L-lysineとアニオン性デキストランの組み合わせによる
角層の新規染色方法
Novel staining method of the stratum corneum with combination of
fluorescently labeled ε-poly-L-lysine and anionic dextran.

・1武庫川女子大学 薬学部
・2(株)ホーマーイオン研究所 

研究開発本部
・3JNC(株) 横浜研究所
・4千葉科学大学 薬学部

○吉田 萌生1、沼尻 紗奈1

野本 晃司2、占部 博也2、佐藤 淳一3

山下 裕司4、平尾 哲二1

11:00-11:15

11:15-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-13:00

13:00-13:15 B-5
健やかな肌の維持に重要な角層育成の新たなメカニズム
A new mechanism for stratum corneum development, which is
important for maintaining healthy skin

・㈱資生堂
   みらい開発研究所

○宮井 雅史、木原 圭史

13:15-13:30 B-6

加齢に伴う表皮幹細胞のcAMP低下とリポソーム化カフェイン
による改善効果
Liposomal caffeine improves to age-related cAMP decline in
 epidermal stem cell

・富士フイルム㈱
1バイオサイエンス＆エンジニアリング
研究所

2解析技術センター

○金海 俊1、堀 律子2、本間 俊之1、
田代 朋子1

13:30-13:45 B-7
複合波形による美容成分の角層への浸透促進
Penetration enhancement of cosmetological ingredients into
the stratum corneum by complexed radiofrequency waveform

・ヤーマン㈱
    開発本部

○竹内 祐希
東平 正志、 横田 友美、 山﨑 謙太朗
三上 直子

13:45-14:00 B-8
新規シワ形成メカニズム　－線維芽細胞における伸展刺激の影響解析－
Novel mechanism of skin wrinkle formation in cyclic stretch-induced
fibroblast morphology

・富士フイルム㈱
1バイオサイエンス＆エンジニアリング
研究所

2解析技術センター
3画像技術センター

○宇田 謙1、本間 俊之1、田代 朋子1

梶谷 忠志2、吉田 那緒子3

14:00-14:15 B-9

老化による露光部皮膚のマクロファージバランスの乱れはコラーゲン
代謝異常を引き起こす
M1/M2 Macrophage Imbalance With Aging is Related to
Altered Collagen Metabolism in Sun-Exposed Skin

・㈱資生堂
   みらい開発研究所

○堀場 聡、上 亮太、川本 宗孝
飛田 亮三、小倉 有紀、安田 知永

14:15-14:30

14:30-14:45 B-10
5ʼ-CMP（ 5ʼ-シチジル酸） の表皮を起点とした真皮への作用
The action of 5'-CMP (5ʼ-cytidylate) upon skin dermis
originated by epidermis

・ヤマサ醤油㈱
   医薬・化成品事業部

○石毛 和也

14:45-15:00 B-11

光老化皮膚におけるコラーゲン線維の減少はミトコンドリアの品質低下
によって引き起こされる
The decreased collagen fiber in photo-aged skin is caused by
decreasing mitochondrial quality

・㈱CIEL
○勝山 雄志
山脇 裕美子、 佐藤 由紀、岡野 由利
正木 仁

15:00-15:15 B-12

高性能MRIによる皮膚最深部SMASの加齢変化：肌老化における
重大因子
High-spec MRI reveals age-dependent change of SMAS as a critical
factor in skin aging

・1㈱資生堂 みらい開発研究所
・2山梨大学医学部
・3University of Wisconsin-

Madison

○高井 英輔1、川本 宗孝1、玉田 大輝2,3

15:30-15:35

15:35-15:50

15:50-16:50

 oVice への移動  休憩

Q&Aコーナー＆懇談会（15:50-16:50）

A会場で 最優秀論文受賞講演

A会場で 優秀論文受賞講演

休憩   

閉会挨拶 学術委員会  前山副委員長

第88回SCCJ研究討論会 プログラム  Ｂ会場（角層・肌老化・肌計測）

休憩

昼食休憩 

A会場で 第23回SCCJ誌優秀論文賞 受賞講演 挨拶


