第 2 回国際化粧療法医学会 2021 参加登録のご案内
謹啓
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
昨今、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。この度、この領
域の情報を幅広く共有できる場として、下記の通り、第 2 回国際化粧療法医学会 2021 を開催い
たします。
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）も含む内容となっております。本領域にご興味をお持ちいただいている
方々に、広くご参加いただきたく、ご案内をさせていただきます。
本医学会は、事前収録による発表動画のライブ配信およびオンデマンド配信の WEB 開催とな
っております。参加者のご都合に合わせた形で情報を得ていただくことができますので、積極的
なご参加をぜひお待ちしております。
謹白
2021 年 10 月
第 2 回国際化粧療法医学会 2021 実行委員会
大

会 長

北野 正剛 （⼤分⼤学 学⻑）

実行委員長

中村 春基 （日本作業療法士協会 会長）

記
【名 称】 第２回 国際化粧療法医学会 2021
【テーマ】 ルックスケアと化粧療法医学
【会 場】 WEB 上（ウェビナー形式）
【期 間】 2021 年 11 月 11 日（木） 9 時 00 分～17 時 50 分（予定）
※11 月 30 日までオンデマンド配信あり
【大会長】

北野 正剛（⼤分⼤学 学⻑ アジア医療教育研修支援機構（AMETS） 理事⻑）

【副大会長】 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）
松原 悦朗（国立大学法人大分大学医学部神経内科医学講座教授）
池田 真理（東京女子医科大学看護学部看護管理学教授）

【参加受付】
■参加申込期間

2021 年 9 月 2 日（木）～11 月 19 日（金）

■参加費

正会員：12,000 円、非会員：15,000 円、学生：無料
※「正会員」とは、公益社団法人国際化粧療法協会の正会員を指しています。
※公益社団法人国際化粧療法協会のメール会員（無料会員）は非会員と
なります。

■参加登録方法
オンライン登録のみとなります。http://caremake.umin.jp/index.php/join/
本ページ内のご自身に該当する「参加登録」をクリックして参加登録画面へお進みください。
【当日のプログラム】
次ページ以降をご参照ください。

公益社団法人国際化粧療法協会の正会員登録をしてから申込みいただくことで
正会員価格での参加登録が可能です。
公益社団法人国際化粧療法協会の HP（https://caremake.or.jp/）より、お申し込みください。
申込ページ：https://caremake.or.jp/members/


10 月 14 日（木）までに、正会員入会申込書／履歴書（写真付き）／医療従事者は資格証明
書をメールに添付し、member@caremake.or.jp 宛に送信してください。



14 日以内に手続きを完了していただき、その後に参加登録手続きをすることで、正会員価格
で本医学会へご参加いただけます。

お問い合わせ先
大会運営事務局：一般社団法人 美容医療プラットフォーム協会
Mail：info@caremake.or.jp
以上

第 2 回国際化粧療法医学会 2021
プログラム

特別講演
特別講演１
11 月 11 日（木）9：10～9：35
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

特別講演２
11 月 11 日（木）9：35～10：00
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 がん対策課

高橋 昌也

特別講演３
11 月 11 日（木）10：00～10：25
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―
sukai 美科学研究所代表、日本顔学会会⾧、武庫川女子大学薬学部客員教授 菅沼 薫

特別講演４
11 月 11 日（木）11：15～11：40
座⾧：板見 智（前大阪大学 教授）
脱毛症当事者の QOL 低下を防ぐために ーウイッグの有用性の検討ー
順天堂大学医学部皮膚科学 教授皮膚科 科⾧ 院⾧補佐 教授 植木 理恵

特別講演５
11 月 11 日（木）12：30～12：55
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

特別講演６
11 月 11 日（木）12：55～13：20
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

特別講演７
11 月 11 日（木）13：20～13：45
座⾧：真田 弘美（東京大学）
がん化学療法を受ける患者における医療用ウィッグがもたらす効果（仮）
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

特別講演８
11 月 11 日（木）14：25～14：50
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
昭和大学大学院保健医療学研究科 (昭和大学附属病院内学級担当) 准教授 副島 賢和

特別講演９

11 月 11 日（木）14：50～15：10
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
東京大学医学部老年病科 教授 秋下 雅弘

特別講演１０（教育講演）
11 月 11 日（木）15：55～16：20
座⾧：山口 あゆみ（株式会社マンダム 基盤研究所 所⾧）
ウィッグにみる美理容の歴史
山野美容芸術短期大学 教授

富田 知子

特別講演１１
11 月 11 日（木）16：20～16：45
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
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

特別講演１２
11 月 11 日（木）16：45～17：05
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）
Inclusive Beauty: Cosmetics for Blind and Low Vision Consumers
Ms Gabriela Daniels
Ms Akriti Pradhan

特別講演１３
11 月 11 日（木）17：25～17：45
座⾧：未定（

）

未定
Inflammation Research Foundation President

Dr. Barry Sears

一般演題
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）
一般演題１ 10：25～10：35
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
一般演題２ 10：35～10：45
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

一般演題３ 10：45～10：55
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
日本ケアメイク協会 大石

加奈子
華法

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）
一般演題４ 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
一般演題５ 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

