
2018年12月20日（木）開催　「第83回SCCJ研究討論会」プログラム

時　　間 発 表 テ ー マ 所 属 発表者名

10:30～10:35 開会挨拶 （尾郷委員長）

10:35～10:50 Weight of Evidence による化粧品原料の
生殖発生毒性評価
Weight of Evidence Approach in Reproductive and 
Developmental Toxicity Assessment of Cosmetic 
Raw-Materials

・ ㈱資生堂  
グローバルイノベーション
センター

○ 久木 友花

太枝 志帆、上月 裕一

10:50～11:05 清潔持続を目指した頭皮毛髪洗浄技術
New cleansing technology to realize long-lasting 
cleanliness of scalp and hair

・ 花王㈱  ヘアケア研究所
○ 吉川 隼史

松藤 晶子

11:05～11:20 低分子物質による毛髪の熱保護の検証
Protection of hair from thermal damage by low 
molecular weight substances

・ ㈱アリミノ  総合研究所 ○ 富樫 孝幸

11:20～11:35 細い毛髪をしっかりセット ・ 長時間維持できる
ヘアワックスの技術開発
Development of hair wax technology for thin hair that 
can firmly set and keep hair style for a long time

・ ㈱マンダム  
技術開発センター

○ 橋本 佳和

11:35～11:50 キダチアロエエキス配合育毛液のヒトに対する
毛成長促進効果について
Effects of hair growth tonic comprising Aloe 
arborescens extract on human

・ 小林製薬㈱  通販事業部
○ 桑島 真美

山本 満、吉川 秀一

11:50～13:15 昼 食 休 憩

13:15～13:30 混合ポリグリセリン脂肪酸エステル系での
分子集合体の創成
～新規クレンジング化粧水への応用～
Creation of molecular aggregation with mixed 
polyglycerol fatty acid esters system ～Development 
of novel cleansing lotion～

・ 太陽化学㈱
インターフェイスソリューション
事業部  
研究開発グループ*1

・ 太陽化学㈱  
おいしさ科学館 *2

・ 千葉科学大学  薬学部 *3

・ 東京理科大学  
理工学部 *4

○ 松本 善行 *1

伊藤 聡子 *1、樋口 智則 *1、
水谷 陽一 *2、山下 裕司 *3、
平尾 哲二 *3、坂本 一民 *4

13:30～13:45 泡がメイクを溶かし出す !
ハイブリッド泡状バイコンティニュアス
マイクロエマルション型メイク落とし
Foam dissolves the makeups !
Hybrid foam type bicontinuous microemulsion 
makeup remover

・ ㈱資生堂
グローバルイノベーション
センター *1

・ 東京理科大学
理工学部 *2

○ 渡辺 啓 *1

目野 高嗣 *1、高橋 繁郎 *1、
櫻井 菜海子*1、土屋 好司 *2、
酒井 秀樹 *2

13:45～14:00 皮膚の動的挙動を用いた「皮膚感覚」の
評価法の開発
Evaluation of Skin Sensitivity Based on Skin Motion 
Analysis

○ 宮崎 志洋*1

14:00～14:15 PEG-PBLG ナノミセルを用いた内包成分の
ヒト皮膚に対する浸透性
Human skin penetration of encapsulated compounds 
in PEG-PBLG nanomicelles

・ ナノキャリア㈱
○ 四本 健介

石井 健太、小久保 美穂

14:15～14:30 PLGA ナノスフェアを用いた
17 型コラーゲン産生促進効果の検証
New application of the PLGA NS for type XVII 
collagen  production promotion

・ ホソカワミクロン㈱  
マテリアル事業本部  
マテリアル事業部  
製薬・美容科学研究センター

○ 鈴木 貴弘

杉山 明日加、杉井 祐太、
笹井 愛子、辻本 広行、
小川 法子、山本 浩充

於：きゅりあん（品川区総合区民会館）

・ 花王㈱  メ イク ップ研究所 *1

 感性科学研究所 *3 

・ 青山学院大学理工学部  

スキンケア研究所 *2

機械創造工学科 *4

TP5948
タイプライターテキスト
堺 香澄*4、五十嵐 崇訓*2、須川 雅之*3、永井 裕子*1、張月琳*5、米山 聡*4



時　　間 発 表 テ ー マ 所 属 発表者名

14:30～14:45 セラミド配合バイセル製剤の開発
Development of the bicelles formulation with 
ceramides

・ ㈱コーセー

○ 神本 純子

山下 美香、坂田 修、
塚本 大介、須藤 充人、
早瀬 はるな、紺野 義一

14:45～15:00 休 憩

15:00～15:15 活性酸素消去能を有する酸化セリウム粒子の
開発と評価
Development of the new nano-ceria material which 
possess several reactive oxygen species scavenging 
ability

・ ㈱applause *1

・ 千葉大学 *2

・ 日本薬科大学 *3

・ 東京工業大学 *4

○ 小川 幸大 *1,4

武 茉莉子 *1、川口 恒隆 *1、
上川 直文 *2、小澤 俊彦 *3、
河野 雅弘 *4、蒲池 利章 *4

15:15～15:30 活性酸素種を緩和させる新タイプ抗酸化剤 ：
メトキシヒドロキシフェニルイソプロピルニトロン
A New Class of Anti-Oxidant Technology to Prevent 
Skin Damage from Reactive Oxygen Species : 
Methoxyhydroxyphenyl Isopropylnitrone

・ The Dow Chemical 
Company *1

・ ダウ・ケミカル日本㈱  
ホーム&パーソナルケア部 *2

○ 上土井 優香 *2

Kinjal Joshi *1、
Fabienne Bizeray *1、
Yujing Tan *2

15:30～15:45 カバー力を付与しながらもいきいきとした
肌質感を再現するファンデーションの開発
Development oｆ foundation that revives lively 
looking skin texture with covering power

・ ポーラ化成工業㈱

○ 宗吉 裕樹

佐藤 紗弥香、飯田 昌枝、
西村 博睦

15:45～16:00 シミ部位における化粧料の付着状態と仕上がり
の解析
Adhesion state and finishing of cosmetics at the 
pigmented spot

・ 花王㈱  
メイクアップ研究所 *1

・ 花王㈱  
スキンケア研究所 *2

○ 沖山 夏子 *1

藤原 沙希 *1、諸隈 由樹 *1、
井上 弥生 *2

16:00～16:15 セルフタンニング剤における着色強度の向上
Improvement of the coloration intensity in the self-
tanning product

・ ㈱伊勢半  

研究本部

○ 宮部 卓

16:15～16:30 微粒子の光散乱に及ぼす高速攪拌機の効果
Effect of high speed stirring on the light scattering of 
fine particle dispersions

・ プライミクス㈱  
乳化分散技術研究所 *1

・ 芝浦工業大学  
工学部  機械工学科 *2

・ 山形大学  
工学部  
機械システム工学科 *3

○ 浅野 ちひろ *1

籾山 亮太*2、小神野 沙香 *2、
河野 貴裕 *2、高橋 唯仁 *1、
春藤 晃人 *1、江目 宏樹 *3、
山田 純 *2

16:30～16:35 閉会挨拶 （石井副委員長）

16:45～17:45

Ｑ＆Ａコーナー【7Fイベントホール】
　
※研究討論会ご参加の方ならどなたでも入場いただけます。

今回の研究討論会で発表された各発表内容の要点を掲示したパネル前にて、発表者と
直接ディスカッションいただけます。是非ご来場下さい。

※ Ｑ＆Ａコーナー中、今回発表の中から「最優秀発表賞」が表彰されます。

16:45～18:05

懇 　 談 　 会【7Fイベントホール】
　
※懇談会への参加申込みが必要です。
※翌12/21開催「IFSCCミュンヘン大会・国内報告会」との合同懇談会となります。

TP5948
タイプライターテキスト
米村 博貴、竹田 博文、鈴木 幸司

TP5948
タイプライターテキスト

TP5948
タイプライターテキスト



2018年12月21日(金)開催 IFSCC2018 ミュンヘン大会 国内報告会　プログラム（オーラル）

時　　間 発 表 テ ー マ 所 属 発表者名

10:00～10:05 開会挨拶 （SCCJ学術委員会：尾郷委員長）

10:05～10:20 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
A glossy and elastic eyeshadow not defeated by 
movement or aging

・ ㈱コーセー

○ 萩野 亮

渡邉 梨奈、増渕 祐二、
奥山 雅樹

10:20～10:35 高い汎用性を有する新規オイル増粘剤：
増粘メカニズムについて
A Novel Versatile Organogelator: the mechanism of 
its thickening property

・ ㈱ダイセル
○ 坂西 裕一

鳥羽 悠子

10:35～10:50 敏感肌にとって最適な化粧品を選択するための
システム提案
－AIを活用した予測モデルの検討
What is a suitable product for sensitive skin?
－ If anybody could clear it up, AI could

・ 花王㈱  
スキンケア研究所 *1

安全性科学研究所 *2

パーソナルヘルスケア研究所 *4

・ 横浜国立大学大学院  
工学府 *3

・ Kao USA Inc. *5

○ 渡邉 紀 *1

荒木 大作 *2,3、岡本 賢二*2、
内田 崇志 *4、
Javier Avalos *5、板垣 宏 *3、
坂口 斉 *2

10:50～11:05 感情で肌は美しくなるのか？
―スキンケアの心地よいタッチがもたらすポジ
ティブな感情の効果 ―
Can your mind make you more beautiful?
－ Effects of positive emotions induced by "pleasant 
touch" skincare ritual －

・ 花王㈱  
スキンケア研究所 *1

感性科学研究所 *2

メイクアップ研究所 *3

生物科学研究所 *4

○ 森河 朋彦 *1

中野 詩織 *2、征矢 智美 *3、
村田 武司 *1、石井 宏明 *1、
高橋 慶人 *4、引間 理恵 *2、
須加 基昭 *1、松本 雅之 *1

11:05～11:20 日常で感じる老化の解明研究
～顔の動きに潜む老化の発見～
How do we estimate the age of others?
Where do we look more in the face of others?
An unpredicted discovery on the moving face

・ ポーラ化成工業㈱ *1

・工学院大学 *2

○ 黒住 元紀 *1

濵中 祥弘 *1、本郷 麻耶 *1、
栗林 麻里 *1、藪崎 次郎 *1、
平山 賢哉 *1、水越 興治 *1、
蒲池 みゆき *2

11:25～12:25 ポスターセッション【1】27報（7Fイベントホール）※別添プログラム参照

12:25～13:30 昼 食 休 憩

13:30～13:40 IFSCC のご案内（大ホール）（SCCJ国際委員会：神田副委員長）

13:40～13:55 ラベルフリー検出技術を用いたリポソーム製剤の
皮膚浸透性の可視化
Visualizing Skin Penetration of Liposomal Formulation 
by Label-free Imaging

・ ㈱マツモト交商 *1

・ 一般社団法人  
健大トランスレーショナル
リサーチセンター *2

・ 高崎健康福祉大学 *3

○ 井口 里紗 *1

末長 麻衣子*1、渡邊 弥生 *2、
矢野 健太郎*3、荻原 琢男 *3、
荻原 毅 *1

13:55～14:10 皮膚浸透促進剤 Bis-ethoxydiglycol 
cyclohexane 1,4-dicarboxylate（CH-CA）による
水溶性有効成分の表皮浸透促進効果とその
メカニズム

Efficacy and Mechanisms of action of the Skin 
Penetration Enhancer Bis-ethoxydiglycol cyclohexane 
1,4-dicarboxylate (CH-CA) on Epidermal Penetration 
Rate of Water-Soluble Ingredients.

・ 日本精化㈱ *1

・ 東京工科大学 *2

○ 仁木 洋子 *1

山川 智史 *1、釋氏 梨沙 *1、
小山 美穂 *1、大橋 幸浩 *1、
正木 仁 *2

14:10～14:25 内因性酸化ストレスは、表皮バリア機能不全を
引き起こす
Oxidative stress initiated by the depletion of 
endogenous antioxidants induces dysfunction of the 
epidermal barrier

・ 東京工科大学

○ 水谷 多恵子

山脇 裕美子、岡野 由利、
正木 仁

於：きゅりあん（品川区総合区民会館） 8F 「大ホール」



時　　間 発 表 テ ー マ 所 属 発表者名

14:25～14:40 紫外線によりダメージを受けた皮膚タンパク質の
立体構造を修復する新しい機構
A Novel Repair Mechanism for Restoring Structure of 
UV-damaged Proteins in the skin.

・ サントリーウェルネス㈱

○ 北川 小百合

佐々木 秀幸、松岡 龍雄、
飯野 妙子、伊地 智節、
櫓木 智裕、柴田 浩志

14:40～14:55 非侵襲的な血管可視化技術により明らかになる
肌の血管と美肌との関係
Decoding the cutaneous vascularity’s effects on skin 
beauty

・ 資生堂
グローバルイノベーション
センター *1

・ 大阪市立大学 *2

・ 札幌乾癬研究所 *3

・ ワシントン大学 *4

○ 原 祐輔 *1

山下 豊信 *1、二宮 真人 *1、
菊地 久美子*1、柴田 貴子 *1、
加治屋 健太朗 *1、
片桐 千華 *1、佐伯 壮一 *2、
飯塚 一 *3、Y.Li *4、
Q.Zhang *4、S.Song *4、
R.K.Wang *4

15:00～16:00 ポスターセッション【2】28報（7Fイベントホール）※別添プログラム参照

16:05～16:20 次世代制汗剤開発に向けた汗腺の高解像度
3次元ライブ観察法を用いた制汗評価法
Are you satisfied with your antiperspirant?
High resolution 3D live imaging of human sweat 
glands for development of a novel antiperspirant that 
directly inhibits gland contraction and suppresses 
sweat secretion

・ 大阪大学大学院
薬学研究科  
先端化粧品科学
共同研究講座 *1

・ ㈱マンダム *2

・ 大阪大学大学院
医学系研究科 *3

・ 大阪大学
蛋白質研究所 *4

○ 中島 輝恵 *1

岡田 文裕 *2、藤田 郁尚 *2、
倉田 隆一郎*2、片山 一郎 *3、
室田 浩之 *3、種村 篤 *3、
関口 清俊 *4

16:20～16:35 細胞外マトリックスに存在するカルボニルタンパク
は細胞内に高酸化状態を誘導し真皮マトリックス
の再構築を妨げる
Protein oxidation establishes a loop of intracellular 
oxidation and interferes with reconstruction of the 
dermal matrix

・ 東京工科大学 *1

・ Kuehnle AgroSystems *2

・ 日光ケミカルズ㈱ *3

○ 山脇 裕美子 *1

Adelheid Kuehnle *2、
Robert Schurr *2、
関根 茂 *3、水谷 多恵子 *1、
岡野 由利 *1、正木 仁 *1

16:35～16:50 美と筋肉 ～筋肉に秘められた美肌作用～
Beauty and muscle 
－ the secret effect of muscle on the skin －

・ ポーラ化成工業㈱
フロンティア
リサーチセンター *1

・ 山形大学医学部 *2

○ 錦織 秀 *1

佐々 祥子 *1、鈴木 民夫 *2、
竹内 啓貴 *1

16:50～17:05 スキンケアの新たなパラダイム「細胞ネットワーク」
―デジタル3Dスキンは皮膚解析の未来を切り
開く―
New Skincare Paradigm Targeting the Skin Anti-Aging 
System, the "Dermal-Cell Network"　
－"Digital-3D Skin"  Technology Opens up a new 
Frontier of Internal Skin Structure Analysis－

・ ㈱資生堂 *1

・ 国際医療福祉大学 *2

・ 生理学研究所 *3

○ 江連 智暢 *1

菅原 美郷 *1、天野 聡 *1、
松崎 恭一 *2、大野 伸彦 *3

17:05～17:10 閉会挨拶 （SCCJ学術委員会：前山副委員長）



No. 発 表 テ ー マ 所 属 発表者名

1
生体モデル膜とd-およびl-メントールの相互作用
Chirality-Dependent Interaction of d- and l-Menthol with 
Biomembrane Model

・ 北陸先端科学技術
大学院大学 *1

・ 高砂香料工業㈱ *2

○ 高木 昌宏 *1

グサイン・プージャ *1、
下川 直史 *1、 大木 進野 *1、
星野 邦秀 *1,2、 辻野 義雄 *1,2

2
カキ葉抽出物の敏感肌に対する有効性
Diospyros kaki  leaf extract is beneficial for sensitive skin ・ ㈱クラブコスメチックス

○ 久 知佳

伊藤 真太郎、 重山 佳太、
河田 有梨江、 坂口 育代

3

3-グリセリルアスコルビン酸はUVAやブルーライト、近赤外線
により引き起こされる弾性線維の消失を抑制する
3-O -glyceryl ascorbate suppresses the loss of elastic fibers 
initiated by UVA, blue light and near-infrared light

・ ㈱成和化成 *1

・ 東京工科大学
応用生物学部 *2

○ 富山 愛 *1

中村 清香 *1、 平 徳久 *1、
正木 仁 *2、 吉岡 正人 *1

4

dl -α-トコフェリル-6-O -リン酸ナトリウムによる角層の水分
保持機能の改善
Improvement in the water-holding capacity of the stratum 
corneum by sodium dl -α-tocopheryl-6-O -phosphate

・ ㈱クラブコスメチックス *1

・ 昭和電工㈱ *2

○ 重山 佳太 *1

伊藤 真太郎 *1、 久 知佳 *1、
河田 有梨江 *1、
加藤 詠子 *2、 坂口 育代 *1

5

ミトコンドリアトランスファーを促進する素材スクリーニングと
機能評価
Mitochondrial transfer approach to find materials for recovering 
cell function

・ ロート製薬㈱  
基礎研究開発部 *1

・ 再生医療研究企画部 *2

○ 宇野 栄子 *1

吉野 みほ子*1、須田 一真 *1、
湯本 真代 *2、 本間 陽一 *1

6

老人性色素斑の形成における新規メカニズムの提案：
酸化ストレスは表皮のメラニン顆粒の長期滞留に関与する
A possible mechanism of solar lentigo:
Oxidative stress introduces a long-term staying of melanin 
pigments in the epidermis

・ ㈱アイビー化粧品 *1

・ 東京工科大学 *2

・ AdeBクリニック *3

○ 永田 武 *1,2

吉井 唯 *1、 遠藤 香凜 *2、
小原 美子 *3、 辻 行貴 *1、
正木 仁 *2

7

肌内部のヒアルロン酸を最適に整える新しい
老化防止スキンケア
A new anti-aging skin care based on "fulfilling skin with 
hyaluronan from the inside" by optimizing hyaluronan homeostasis

・ 花王㈱  
生物科学研究所 *1

安全性科学研究所 *2

スキンケア研究所 *3

○ 笠松 慎也 *1

吉田 浩之 *1、 長岡 彩 *2、
小宮 亜矢 *1、 青木 美佳 *1、
山崎 恒平 *1、 中村 幸子 *1、
森河 朋彦 *3、 中村 智美 *1、
村田 武司 *3、 大槻 理恵 *3、
佐用 哲也 *1、 高橋 慶人 *1

8

トラネキサム酸はSIRT1の活性化を介して真皮マトリックスの
構築を回復する
Tranexamic acid restores reconstruction of the dermal matrix 
through the activation of SIRT-1

・ 東京工科大学 *1

・ 日本精化㈱ *2

○ 遠藤 香凜 *1

仁木 洋子 *2、 大橋 幸浩 *2、
正木 仁 *1

9

ヒト表皮ケラチノサイトにおけるUV-Bダメージからの
回復機能に関する研究
The research on functions for recovery from UV-B-induced 
damage in human epidermal keratinocytes

・ 丸善製薬㈱
○ 池岡 佐和子

木曽 昭典

10
表皮創傷治癒メカニズムに関する研究
Research on the mechanisms in epidermal wound healing ・ 丸善製薬㈱

○ 林 祥太

岩橋 弘恭、 屋敷 圭子、
木曽 昭典

11

重力ストレスによる表皮ケラチノサイトの拡大が引き起こす
皮膚のたるみ
Skin Sagging Caused by Gravitational Stress-Induced Expansion 
of Epidermal Keratinocytes

・ ㈱ナリス化粧品 
研究開発部

○ 森田 美穂

森田 哲史、 松ヶ下 かおり

12

計算論的アプローチと三次元細胞培養アッセイを用いた
抗痒み素材のスクリーニング方法の開発：
界面活性剤で刺激したケラチノサイトにおけるL-ヒスチジン
脱炭酸酵素活性の評価
Development of a Computational Approach and Three-
Dimensional Cell Culture Assay to Screen for Anti-Itching 
Materials: Evaluation of L-Histidine Decarboxylase Activity in 
Surfactant-Stimulated Human Keratinocytes

・ ホーユー㈱  総合研究所 *1

・ クラシエ製薬㈱  

漢方研究所 *2

○ 井浪 義博 *1

原井 健司 *2

13

大気汚染物質による神経伸長を介した敏感肌惹起の
可能性とリゾリン脂質（LPA）による改善作用
Lysophosphatidic acid prevents sensitive skin via suppression 
of nerve growth using hiPS techniques induced by environmental 
pollutants

・ NIKKOL GROUP  
㈱コスモステクニカルセンター

○ 横田 真理子

矢作 彰一

14
なぜ男性のシミは濃く大きいのか？
Why Are Pigmented Spots Darker and Larger in Men? ・ 小林製薬㈱  

スキンケア事業部研究開発部

○ 古林 宗子

恒松 希、 森瀬 貴子、
東浦 千夏、 吉田 郁代、
栗山 健一

IFSCC2018 ミュンヘン大会 国内報告会 プログラム （ポスターセッション【1】）
時間 ：11: 25 ～ 12 : 25 ／会場 ：7F 「イベントホール」
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15

ヒト皮膚における生物物理学的、生理学的および組織学的
特性の年代別変化
Age Related Change of Human Skin Investigated on Biophysical, 
Physiological and Histological Characteristics

・ 東洋ビューティ㈱ *1

・ ㈱ハルメク *2

○ 山口 直也 *1

久間 將義 *1、 木下 章子 *2、
竹内 千晶 *1、 松田 紗苗 *1、
吉尾 公男 *1、 金山 博 *2、
増井 勝信 *1、 宮澤 孝夫 *2、
瀧見 良平 *1

16
バイオグリコーゲンはケラチノサイト内のセラミドを増強する
The amount of ceramide is increased by BIOGLYCOGEN in 
keratinocytes

・ 江崎グリコ㈱

○ 八ツ橋 宏子

古屋敷 隆、 ボ フオン、
釜阪 寛、 栗木 隆

17

培養細胞を用いた新しいアプローチによる女性ホルモンが
肌のバリア機能に与える影響について
～プロゲステロンの再訪～
A New Approach Using Cultured Cells To Understand How 
Female Sex Hormones Affect The Skin Barrier Function　
～Revisiting The Role Of Progesterone～

・ ㈱マンダム  
技術開発センター *1

・ マンダムインドネシア*2

・ 城西大学薬学部
皮膚生理学研究室 *3

○ 澤田 彰子 *1

森 俊裕 *2、 村上 栞奈 *3、
徳留 義寛 *3、 作山 秀 *1

18

真皮線維芽細胞による再構成ヒト表皮における炎症反応
の制御
Dermal Fibroblast regulates inflammatory responses in 
Reconstituted Human Epidermis

・ 日本コルマー㈱
○ 萩野 輝

西浦 英樹

19

正常 ヒト 表 皮 細 胞 ならびに 皮 膚 線 維 芽 細 胞に おける
Lactobacillus helveticus 発酵乳ホエイの抗老化効果
Anti-aging Effect of Lactobacillus helveticus -Fermented Milk 
Whey on Normal Human Epidermal Keratinocytes and Dermal 
Fibroblasts

・ 東洋ビューティ㈱ 
中央研究所 *1

・ アサヒカルピスウェルネス㈱ *2

○ 角田 聖 *1

加藤 雅美 *2、 安本 賢治 *2、
松田 紗苗 *1、 明石 政嗣 *2、
久間 將義 *1、 日野 徳弥 *2、
吉尾 公男 *1、 増山 明弘 *2

20

日光黒子の表皮落ち込みにおける
C-X-C chemokine receptor type 4 （CXCR4）の関与
THE CXCR4 PATHWAY IS INVOLVED IN THE ELONGATION 
OF EPIDERMAL RETE RIDGES OF SOLAR LENTIGINES

・ ㈱ファンケル  総合研究所 
ビューティサイエンス
研究センター

○ 榎本 有希子

石渡 潮路、 桜井 哲人、
松熊 祥子

21

新規3次元分子イメージングによる肌状態評価：
表皮の細胞内形態の可視化
Novel 3D Molecular Imaging Approach to Evaluate Skin 
Conditions: Visible Intracellular Morphology of Epidermal Cells

・ 資生堂
グローバルイノベーションセンター *1

・ 筑波大学大学院  
数理物質科学研究科 *2

・ 筑波大学 数理物質系 *3

・ 東京大学大学院  
工学系研究科 *4

○ 江川 麻里子 *1

岩永 慎也 *1、 細井 純一 *1、
後藤 真紀子 *1、山西 治代 *1、
宮井 雅史 *1、 片桐 千華 *1、
木村 将大 *2、 加納 英明 *3、
徳永 京也 *4、 浅井 卓也 *4、
小関 泰之 *4

22
子供の頭皮臭と菌叢の関係について
Relationship between odor and microbiome on the scalp of 
children

・ クラシエホームプロダクツ㈱

○ 林原 千恵子

真間 雄一、 川口 大地、
萩原 摩里、 遠野 弘美、
庵地 輝、 簗瀬 香織

23
ヒトリシズカ葉抽出物のヒト皮膚細胞に及ぼす影響
The effects of Chloranthus japonicus  leaf extract on human 
skin cells

・ ㈱アルビオン *1

・ 北海道医療大学 *2

○ 國廣 建斗 *1

佐野 桂 *1、 染谷 高士 *1、
金 尚永 *2、 高上馬 希重 *2

24

サンスクリーンの紫外線防御能in vitro 評価に対し測定用
標準PMMA基板の表面粗さがもたらす影響の定量的解析
Quantitative analysis on the influence of surface roughness of 
the cosmetic standard PMMA UV evaluation plate on in vitro  
UV protection abilities of sunscreen

・ 慶應義塾大学理工学部 *1

・ ㈱パラエルモサ *2

・ ㈱コスモステクニカルセンター *3

・ 東京工科大応用生物 *4

・ 黒田総技研 *5

○ 酒井 香林 *1

伴野 太祐 *1、 佐藤 昇正 *2、
中村 直生 *2、 前澤 大介 *2,1、
矢作 彰一 *3、 正木 仁 *4、
黒田 章裕 *5,1、朝倉 浩一 *1

25

エマルション型サンスクリーン塗布層中の紫外線吸収剤の
空間不均一性が紫外線防御能のin v itro 評価に与える
影響の定量的解析
Quantitative analysis on the influence of spatial inhomogeneity 
of UV absorbers in the applied layer of emulsion type 
sunscreen on in vitro  UV protection abilities

・ 慶應義塾大学理工学部 *1

・ ㈱パラエルモサ *2

・ ㈱コスモステクニカルセンター *3

・ 東京工科大応用生物 *4

・ 黒田総技研 *5

○ 朝倉 浩一 *1

池平 昌史 *1、 伴野 太祐 *1、
武川 翼 *2、 佐藤 昇正 *2、
中村 直生 *2、 前澤 大介 *2,1、
矢作 彰一 *3、 正木 仁 *4、
黒田 章裕 *5,1

26
パウダー製品の in vitro  SPF測定方法の確立
Establishing an in vitro  SPF test for powder products

・ ㈱日本色材工業研究所 
研究開発部

○ 渡邉 明広

佐々木 泉

27

プレスによるオイルワックスゲル構造への影響及び化粧品
への応用
Effect of Pressing on Oil-Wax Gel Structures and their Potential 
Applications to Cosmetics

・ ㈱日本色材工業研究所 
研究開発部

○ 中森 大貴

日下部 朋香、 佐々木 泉
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28

両親媒性生理活性物質を含む新規Solid-in-Oilナノ分散体
を用いた皮膚浸透促進処方
Skin Permeation Promoting Formulation Based on Novel Solid-
in-Oil Nanodispersions with Amphiphilic Bioactive

・ ㈱シャネル化粧品  
化粧品技術開発研究所 *1

・ 九州大学  工学研究院
次世代経皮吸収
研究センター *2

○ 宮本 雅義 *1

小田 義士 *1、 安藤 信裕 *1、
後藤 雅宏 *2

29

マイクロバブル炭酸製剤による、なめらかな肌の実現とその
メカニズム解明
Rejuvenation of facial skin with novel micronized CO2 bubbles

・ 花王㈱  
スキンケア研究所 *1

・ 花王㈱  
生物科学研究所 *2

○ 岸本 裕子 *1

片山 靖 *1、 山室 穂高 *1、
細川 勝 *1、 曽根 千晶 *1、
小林 由佳 *1、五十嵐 崇訓 *1、
深川 聡子 *2、 村瀬 孝利 *2

30
浸透保湿促進効果を有するグリセリン誘導体
Booster of Penetration and Moisturizing Effect for Skin

・ NIKKOL GROUP  
㈱コスモステクニカルセンター *1

・ NIKKOL GROUP  
㈱ニコダームリサーチ *2

○ 森 里香子 *1

山口 俊介 *1、 三園 武士 *1、
吉田 大介 *1,2、橋本 悟 *1

31

大豆レシチンを用いたナノカプセル製剤の正常ヒト表皮ケラチノ
サイトにおけるUVB照射による皮膚障害性に対する防御効果
Protective Effect of Nano-capsule with Soy Bean Lecithin 
against UVB Irradiation-induced Skin Damage in Normal Human 
Epidermal Keratinocytes

・ 東洋ビューティ㈱ *1

・ ㈱ハルメク *2

○ 池田 素勉 *1

木下 章子 *2、 松田 紗苗 *1、
久間 將義 *1、 吉尾 公男 *1、
金山 博 *2、 増井 勝信 *1、
宮澤 孝夫 *2、 瀧見 良平 *1

32
脂質ペプチドからなる機能性被膜
The Functional Layer Composed of Lipid Peptide ・ 日産化学㈱

○ 坂田 瑞希

井本 鷹行、 宮地 伸英

33

特定の環境に住む菌の力を利用した美肌アプローチ研究
～肌に良い休日の過ごし方～
How to enjoy your skin-friendly holidays
～a new approach to obtaining the beautiful skin by using 
bacterial floras found in specific environments～

・ ポーラ化成工業㈱
フロンティアリサーチセンター

○ 笠原 薫

大島 宏

34
スポーツシーンに特化した速乾化粧品の開発
QUICK DRY SPORTS COSMETICS
－ A NEW APPROACH TO POST-WORKOUT BEAUTY －

・ 資生堂
グローバルイノベーションセンター

○ 久保田 俊

大澤 友、 木村 元春、
田島 祥二、 廣瀬 健太、
福原 忠雄

35

新規板状多孔質酸化亜鉛の開発およびファンデーション
への配合検討
Development of novel plate-like zinc oxide powders with porous 
structure and its application to foundation

・ ㈱ファンケル  総合研究所 *1

・ 国立大学法人東北大学 
多元物質科学研究所 *2

○ 住吉 明希子 *1

小山 亜衣 *1、 粂井 貴行 *1、
西村 侑希保*2、 朝倉 裕介*2、
殷 シュウ *2

36

長期喫煙習慣が皮膚の恒常性に及ぼす影響
Influence of the behavior of long-term tobacco smoking on skin 
homeostasis

・ DRC㈱ *1

・ ㈱ニコダームリサーチ *2

・ ㈱TESホールディングス *3

・ 東京工科大学 *4

○ 中島 弘明 *4

村松 大輔 *1、 本多 達也 *1、
井筒 ゆき子 *2、 京谷 大毅 *2、
田村 俊史康 *3、
水谷 多恵子 *4、 岡野 由利 *4、
正木 仁 *4

37

紫外線防御化粧素材としてのオリーブ樹皮エキスの可能性
Olea europaea  (olive) bark extract as a potential cosmetic 
sunscreen agent with combined photoprotective and skin-care 
properties

・ 小豆島ヘルシーランド㈱ 
オリーヴ健康科学研究所

○ 岸本 憲人

38

UV-A防御と肌の色調を改善する複合粉体の開発とシニア肌
への応用
Development of Composite Powders for UV-A Protection and 
Improvement in Dullness of the Skin, and Their Application to 
Senior Skin

・ 日本メナード化粧品㈱ *1

・ 三信鉱工㈱ *2

・ 国立研究開発法人
産業技術総合研究所 *3

○ 浅野 浩志 *1

豊田 直晃 *1、 岡寺 俊彦 *1、
奥浦 朋子 *1、 北原 路郎 *1、
中田 悟 *1、 浅井 巌 *2、
高尾 泰正 *3

39

UVおよび皮脂による角層カルボニル化誘導の
新規実験モデル確立とその応用
Establishment and application of a novel experimental model of 
stratum corneum carbonylation induced by UV and sebum.

・ 池田物産㈱ *1

・ 千葉科学大学  薬学部 *2

○ 恩井 美由希 *1

新井 泰裕 *1、 稲村 邦彦 *1、
鈴木 信子 *1、 平尾 哲二 *2

40

超親水性セルロースビーズによる透明巨大エマルション
の創生
Development of the transparent huge size emulsion using novel 
super hydrophilic cellulose beads

・ 大東化成工業㈱  
研究開発部 *1

・ 熊本県産業技術センター  
材料・地域資源室 *2

・ 熊本大学大学院  
自然科学研究科 *3

○ 後藤 武弘 *1

長谷 昇 *1、 富田 弥生 *1、
土井 萌子 *1、 田中 巧 *1、
永岡 昭二 *2、 城崎 智洋 *2、
伊原 博隆 *3

41

アンチポリューション効果を有するメイクアップ化粧料の提案
― タバコの煙に対するサクラン処理粉体の皮膚保護作用―
A proposal of make-up products on anti-pollution effects
－Skin protection of Sacran-treated powders against tobacco-
smoke－

・ 大東化成工業㈱
研究開発部 *1

・ 東京工科大学大学院  
バイオニクス専攻 *2

○ 土井 萌子 *1

笹野 恭平 *2、 田中 巧 *1、
水谷 多恵子 *2、岡野 由利 *2、
正木 仁 *2

IFSCC2018 ミュンヘン大会 国内報告会 プログラム （ポスターセッション【2】）
時間 ：15 : 00 ～ 16 : 00 ／会場 ：7F 「イベントホール」
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42

なぜ、大気汚染物質による皮膚老化への対策をする必要が
あるのか？
Why do we need to deal with air-pollution to prevent from 
developing skin aging?

・ 香栄興業㈱
技術部研究開発G *1

・ 東京工科大学
応用生物学部 *2

○ 中西 智洋 *1

金澤 奈奈江 *1、 長南 律 *1、
三谷 茂樹 *1、 鈴木 琢也 *1、
正木 仁 *2

43

粉末化粧料の使用感の評価法と粉体特性との相関化及び
測定方法の標準化・認証
Correlation of Powder Cosmetic Sensory-evaluation & Powder-
properties; and Authentication-assessment of the Test-methods

・ 産業技術総合研究所 *1

・ 日本メナード化粧品㈱  
商品企画開発部門 *2

・ 三信鉱工㈱研究開発室 *3

○ 高尾 泰正 *1

豊田 直晃 *2、 浅井 巌 *3、
岡寺 俊彦 *2、 浅野 浩志 *2

44

しっとり感に着目した化粧料用粉体の感触評価方法
Frictional and tactile analysis for cosmetic powders focused on 
SHITTORI  touch feeling

・ 大東化成工業㈱  
研究開発部 *1

・ 山形大学大学院
理工学研究科  
バイオ化学工学専攻 *2

○ 土屋 玲一郎 *1

長谷 昇 *1、 田中 巧 *1、
久原 利英子 *2、
亀掛川 奏 *2、 野々村 美宗 *2

45
ふきとり時の触感が優れたふきとり化粧水の感性評価
Sensibility Evaluation of an Exfoliating Lotion with Supreme 
Tactile Impression during Wiping Motions

・ ㈱ナリス化粧品  
研究開発部 *1

・ 関西学院大学  理工学部/
感性価値創造研究センター *2

○ 浅井 健史 *1

山崎 陽一 *2、 谿 雄祐 *2、
飛谷 謙介 *2、 山元 裕美 *1、
長田 典子 *2

46

新規TRPA1抑制剤を用いた感覚刺激低減への
新たなアプローチについて
Are you still concerned about skin irritation?
～A novel approach to reducing sensory irritation via a new 
TRPA1 inhibitor～

・ ㈱マンダム *1

・ 自然科学研究機構  
生命創成探究センター
（生理学研究所）
細胞生理研究部門 *2

○ 小出 裕太郎 *1

澤田 真希 *1、 高石 雅之 *1、
藤田 郁尚 *1、 志水 弘典 *1、
鈴木 喜郎 *2、 富永 真琴 *2

47

ハンドマッサージによる前頭前野領域に着目した脳賦活
および自律神経への影響
― ハンドマッサージ化粧料による心理的および美容への
新たなアプローチを目指して―
Effects on Brain Activation Focused on Prefrontal Area and 
Autonomic Function by Hand Massage
－Aiming at Novel Approaches for Psychological and Beauty 
by Hand Massage Cosmetics－

・ 御木本製薬㈱ *1

・ 鈴鹿医療科学大学 *2

○ 大森 文人 *1

服部 文弘 *1、 吉村 仁美 *1、
嶋木 智実 *1、 野村 重雄 *1、
前山 薫 *1、 水野 海騰 *2、
角南 芳則 *2、 高木 健 *2、
川ノ口 潤 *2、 西村 甲 *2、
石田 寅夫 *2

48

外毛根鞘におけるカルボニルタンパクの局在：
薄毛予防への新規アプローチ
Evidence of carbonylated protein accumulation in the outer root 
sheath : a new approach to preventing hair-loss

・ ㈱アイビー化粧品 *1

・ 東京工科大学 *2

○ 吉井 唯 *1

永田 武 *1,2、辻 行貴 *1、
正木 仁 *2

49

髪の未来予測
Predicting One`s Future Hair Condition. ・ ㈱ミルボン  中央研究所 *1

・ アイティアクセス㈱  
新規事業部 *2

○ 永見 恵子 *1

山田 麻紀子 *1、 山下 美香 *1、
櫻井 勇希 *1、 古田 桃子 *1、
江 天 *2、 五十嵐 裕 *2、
渡邉 碧 *2、 伊藤 廉 *1

50
ニーム葉エキスの育毛に対する影響
Effects of neem (Melia azadirachta  L.) leaf extract on hair 
growth

・ ㈱アルビオン

○ 堂道 京子

佐野 桂、 原 小太郎、
染谷 高士

51
ヘアケア製品への応用を目指した毛髪形状改変技術の開発
A.D.S. － A Novel Cosmetic Approach for Hair Relaxation

・ 日本ロレアル㈱  
リサーチアンド
イノベーションセンター

○ 中尾 好子

リー・アイザック、 安田 陽一、
山地 成馬、 工藤 裕之、
川上 一光、 ディモイ・ロイ

52

植物由来長鎖アルコールを混合したオイルゲル化性能と
食用リップスティックへの応用
Oil Gelation Ability of a Botanical Higher-Chain Alcohol Mixture 
and Its Application to Edible Lipstick

・ 東京工科大学  
応用生物学部

○ 遠藤 みどり

柴田 雅史

53

長鎖ワックスエステルと植物ワックスを用いた石油原料を
含まないリップスティックの開発
Petroleum-Ingredient-Free Lipsticks Consisting of Long-Chain 
Wax Ester and Botanical Wax

・ 東京工科大学  
応用生物学部 *1

・ 日清オイリオグループ㈱ *2

○ 清水 太基 *1

田辺 貴也 *1、 加知 久典 *2、
柴田 雅史 *1

54

心理物理学的手法に基づく、まつげのカールがもたらす
メイク効果の新発見
～輝く瞳は魅力溢れる～
Discovery of Dramatic Makeup Effects by Eyelash Curling Based 
on Psychophysical Techniques
－ Sparkling Eyes Are Fascinating －

・ 花王㈱

○ 西野 顕

沖山 夏子、 今井 隆充、
井上 弥生

55

塗膜表面の凹凸が皺と毛穴を隠蔽する光学特性に影響を
与える
Texture affects the optical properties and pore- and wrinkle-
covering effect

・ 大東化成工業 *1

・ 黒田総合技研㈱ *2

・ 山形大学大学院
理工学研究科
バイオ化学研究科 *3

○ 富田 弥生 *1

澤口 晴奈 *1、 木下 正明 *1、
長谷 昇 *1、 黒田 章裕 *2、
野々村 美宗 *3
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