
FJ セミナー過去の開催内容

新しい植物成分の開発と機能（2008.12.18）
◆シカクマメ種子エキスの皮膚老化抑制効果／（株）資生堂 リサーチセンター　牟田恵子
◆抗老化素材「アキレアエキス」及び「NAO エキス」の開発研究／ポーラ化成工業（株）皮膚薬剤研究部　多田明弘
◆ココナッツウォーターのニキビ形成抑制作用／日本メナード化粧品（株）総合研究所　赤座誠文
◆トリプターゼと NF- κ B をコントロールする植物系アンチエイジング素材─抗シワ、美白に関する最新データ─

　／一丸ファルコス（株）開発部　田中清隆
◆表皮の保湿・バリア機能を促進する植物素材／丸善製薬（株）総合研究所　木曽昭典
◆アンチ・エイジング機能を有する植物抽出物／アイエスピー・ジャパン（株）パーソナルケア部　岩田宏之

第
132
回

化粧品の研究開発技術の進歩の歴史と今後の課題（2008.2.26）
◆化粧品における経皮吸収技術の進歩の歴史と今後の課題／（株）資生堂 リサーチセンター　岡本　亨
◆化粧品の乳化技術の進歩の歴史と今後の課題／花王（株）パーソナルヘルスケア研究所　鈴木敏幸
◆化粧品の品質管理・品質保証の進歩の歴史と今後の課題／（株）アルビオン熊谷工場　宮田　徹
◆シワ生成メカニズムと抗シワ剤の開発の進歩の歴史と課題／（株）コスモステクニカルセンター　正木　仁
◆メラニン研究と美白剤開発の進歩の歴史と課題／（株）資生堂スキンケア研究開発センター　佐藤　潔

第
133
回

最新の美白研究と美白剤の開発（2009.4.17）
◆最新の色素沈着メカニズム研究と美白剤開発の方向性／（株）資生堂研究所　青木宏文
◆ヒスタミンによるメラノサイト活性化メカニズムとその制御／（株）カネボウ化粧品 基盤技術研究所　高橋慶人
◆遺伝子解析でシミの個人差を検出する─究極のオーダーメイド型美白ケアを目指して／ポーラ化成工業（株）本川智紀
◆メラニン生成制御因子の研究／日本メナード化粧品（株）総合研究所　中間満雄
◆糖合成阻害白色化 B-16 メラノーマ細胞の糖合成阻害解除後の色素再生過程を用いた美白剤の選択的評価法／

東京工科大学 応用生物学部 機能性化粧品研究室　芋川玄爾

第
134
回

表皮メカニズム研究の最前線（2009.6.22）
◆表皮肌荒れ原因因子の解明と肌質改善成分の開発／（株）資生堂リサーチセンター　片桐千華
◆新規角層細胞間脂質モデルの構築と機能評価／星薬科大学　小幡誉子
◆表皮ケア素材の開発と応用／（株）コスモステクニカルセンター基盤技術研究部　藤代美有紀
◆ニキビの炎症反応とその抑制成分の開発／日本メナード化粧品（株）総合研究所　赤座誠文
◆皮膚バリア機能低下を改善し刺激抑制効果を有する新規オリゴマーエステルの開発

／（株）ファンケル総合研究所　鈴木民恵

第
135
回

最新の皮膚老化メカニズム研究とその対策（2009.8.21）
◆皮膚の老化・光老化機序の最新研究

／同志社大学 スキンエイジング・アンド・フォトエイジング リサーチセンター教授　市橋正光
◆紫外線波長特性と光老化メカニズム／名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科学　森田明理
◆老化物質はターンオーバーの速い表皮にも存在する─最終糖化生成物（AGE）の皮膚局在─

　／（株）カネボウ化粧品 価値創成研究所　川端慶吾
◆ヒト角層 Advanced Glycation End Products に着目した肌状態解析／ポーラ化成工業（株）皮膚薬剤研究部　多田明弘
◆供与者の加齢と関連した紫外線による細胞老化の促進／（株）コーセー研究所　成　英次

第
136
回

毛穴・キメの生理メカニズムとその対策（2009.10.26）
◆毛穴の目立ちの生理学的実態について／ポーラ化成工業（株）品質研究部肌分析研究室　水越興治
◆毛穴・キメの評価・計測／（株）資生堂スキンケア研究開発センター　舛田勇二
◆毛穴隠し効果を発揮する PET 樹脂粉体のメイクアップ製品への応用／（株）コーセー研究所開発研究室　緒方亜美
◆毛穴の開大と抑制メカニズムの研究／（株）ニコダームリサーチ　山下由貴
◆ @cosme からみる毛穴悩みとケア意識の現状／（株）アイスタイル @cosme 主宰　山田メユミ

第
137
回

製品開発のための最新の皮膚測定・評価法（2009.12.14）
◆有用性評価法の現状と今後の課題／エムティーコンサルテイング　高橋元次
◆角層細胞間脂質の新評価法と改善成分の開発／（株）資生堂スキンケア研究開発センター　八木栄一郎
◆肌のタルミの新測定法と改善成分の開発／ポーラ化成工業（株）品質研究部　大島　宏
◆次世代皮膚計測技術─ 2 光子励起顕微鏡によるメラニン分布の可視化とラマン分光法による角層厚計測─

／（株）カネボウ化粧品価値創成研究所　清水教男
◆ in vivo 共焦点レーザ顕微鏡による皮膚計測例─老化に伴う皮膚内部構造の変化─／（株）インテグラル　五十幡玲子
◆肌のタルミの新測定法と改善成分の開発／（株）アサヒテクノラボ　御法川直之

第
138
回



最新の皮膚科学研究と化粧品の価値について（2007.6.19）
◆表皮・角層のコスメティックサイエンス／（株）資生堂ライフサイエンス研究センター　平尾哲二
◆皮膚の老化と抗老化化粧品開発の最新研究／（株）カネボウ化粧品基盤技術研究所　井上紳太郎
◆化粧品の価値づくりに挑むある技術者の提言／（株）コーセー元常務取締役研究本部長　宿崎幸一
◆化粧品科学と技術経営／（株）井田両国堂顧問　能崎章輔

第
123
回

化粧品分野における経皮吸収研究の最前線（2007.8.30）
◆角層細胞間脂質の構造と薬物透過性／星薬科大学 薬剤学教室　小幡誉子
◆物質の物性と皮膚透過性との関係／京都大学 大学院 薬学研究科　山下富義
◆外部エネルギーを応用した皮膚透過性の研究／明星大学 物性研究センター・理工学部化学科　上田豊甫
◆化粧品・医薬品の有効性評価と経皮吸収／城西大学 薬学部／生命科学研究センター　杉林堅次

第
124
回

最近の機能性ファンデーションの開発技術（2007.10.25）
◆透明感に優れた仕上がりを実現する高彩度ファンデーションの開発／（株）資生堂 リサーチセンター 基剤開発研究所　勝山智祐
◆「色ぐすみ」しにくいパウダーファンデーションの開発／（株）カネボウ化粧品 製品開発研究所　佐野宏充
◆ファンデーションへのマイカ複合粉体の応用／日本メナード化粧品（株）総合研究所　浅野浩志
◆顔の見え方の評価技術とベースメイク開発への応用／花王（株）ビューティケア研究センター メイクアップビューティ研究所　南　浩治
◆消費者評価からみたファンデーションの機能／（株）エフシージー総合研究所（フジテレビ商品研究所）　菅沼　薫

第
125
回

製品開発のための皮膚評価・計測技術（2007.12.21）
◆化粧品の有用性評価と最近の皮膚計測技術の進歩／（株）資生堂リサーチセンター　高橋元次
◆皮膚老化に伴う生理学的変化に対する非侵襲計測技術のアプローチ／（株）カネボウ化粧品基盤技術研究所　中川典昭
◆皮膚の官能特性とその評価法と製品開発─透明感・キメ・クマを中心にして─／（株）資生堂リサーチセンター　舛田勇二
◆製品開発からみた敏感肌の肌特性と評価法／（株）ファンケル安全性・品質研究センター　松熊祥子
◆化粧品の機能評価法ガイドラインについて／

（株）資生堂リサーチセンター・日本香粧品学会化粧品機能評価法検討委員会抗老化機能評価専門委員　高橋元次

第
126
回

医薬部外品の有効成分の開発と課題─スクリーニングから評価試験、製剤化、承認取得まで（2008.2.28）
◆医薬部外品の美白有効成分の開発と課題〜トラネキサム酸や 4MSK などの開発事例とともに／

（株）資生堂ライフサイエンス研究センター　藤原留美子
◆植物からの有効成分の探索と医薬部外品の実用化／（株）カネボウ化粧品基盤技術研究所　池本　毅
◆ルシノールの医薬部外品有効成分の承認・製品化／ポーラ化成工業（株）皮膚薬剤研究部　滝本浩之
◆ dl- α - トコフェリルリン酸ナトリウムの開発と承認申請の留意点／日本メナード化粧品（株）総合研究所　大森敬之
◆脂溶性ビタミン C 誘導体　テトライソパルミトイルアスコルビル（VC-IP）の美白作用と承認取得／

（株）コスモステクニカルセンター　正木　仁

第
127
回

○緊急セミナー○ REACH の実際とその対策（2008.5.19）
◆ REACH の実際とその対策について／花王（株）ケミカル事業ユニット業務推進部シニアマネジャー　和田睦夫
◆ REACH 対応と動物実験代替法／国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験センター薬理部新規試験法評価室室長　小島肇夫

第
128
回

化粧品の新原料・新技術（2008.6.20）
◆紫外線照射が及ぼす弾性線維関連タンパク質への影響／（株）コーセー研究所開発研究室薬剤開発 G　尾之上聡
◆抗老化薬剤の研究─カルノシンの抗老化作用／（株）資生堂スキンケア開発研究センター　常長　誠
◆表皮タイトジャンクションとその細胞間バリア機能／ポーラ化成工業（株）中央研究所皮膚薬剤研究部　倉沢真澄
◆皮膚内コラーゲンの非侵襲的観察法・評価法／（株）カネボウ化粧品基盤技術研究所　酒井進吾
◆ GABA の表皮細胞における機能性と化粧品への応用／クラシエホームプロダクツ株式会社ビューティケア研究所　韓　立坤
◆機能性健康食品素材の開発／日本メナード化粧品株式会社総合研究所　小杉信彦

第
129
回

化粧品の研究開発技術の進歩の歴史を検証する（2008.9.4）
◆スキンケア製品における顧客価値開発と投入技術─保湿製剤を中心として
　／（株）コーセー研究所 開発研究室製剤開発グループ　江川淳一郎
◆洗浄製品の研究技術開発の進歩／花王（株）ケアビューティ研究所　津田ひろ子
◆サンスクリーン製品の研究開発技術の進歩／（株）カネボウ化粧品 製品開発研究所　山田健一
◆ファンデーションの研究開発技術の進歩／（株）コーセー研究所 メイク製品研究室　松下　篤
◆ヘアケア製品の研究開発技術の進歩／ライオン（株）ビューティケア研究所　細川　稔

第
130
回

皮膚の保湿・バリア機能研究の最前線（2008.10.24）
◆表皮アクアポリンの機能解析と保湿へのアプローチ／（株）カネボウ化粧品基盤技術研究所　杉山義宣
◆物質透過バリア機能を担うタイトジャンクションの形成能評価／（株）カネボウ化粧品基盤技術研究所　井上紳太郎
◆薬物吸収改善からみた角層のバリア機能／星薬科大学薬剤学教室　小幡誉子
◆皮膚の保湿・バリア機能の評価─測定法のあり方と課題／エムティーコンサルティング　高橋元次
◆表皮におけるフィラグリンの作用とビタミン B6 誘導体のフィラグリン合成促進作用／

　ニッコールグループ（株）コスモステクニカルセンター薬剤開発部　岡野由利

第
131
回



香粧品の新原料・新技術（2006.2.23）
◆分子レベルの構造に着目したメイクアップ用素材の開発／（株）コーセー 基礎研究所　中出正人
◆皮膚表面形状の計測技術—毛穴の形状解析を中心に— ／（株）カネボウ化粧品 製品保証研究所　村上泉子
◆形態制御被覆技術による新規複合粉体の開発／（株）資生堂リサーチセンター（新横浜） 製品開発センター　小川克基
◆白桃花の血流改善作用について／ポーラ化成工業（株）健康科学研究所　福田寿之
◆水溶性ビタミン E 誘導体の抗老化作用／日本メナード化粧品（株）総合研究所　大森敬之
◆抗老化・美白の新規素材／ニッコールグループ（株）コスモステクニカルセンター 素材開発部　島田　亙

第
115
回

医薬部外品の成分表示をめぐる諸問題（2006.4.21）
◆医薬部外品の成分表示に関する基本方針について／（株）資生堂技術部　萩原裕司
◆医薬部外品の成分表示方法について／（株）カネボウ化粧品薬事グループ　増田和久

第
116
回

皮膚の老化と抗老化原料の開発（2006.6.30）
◆皮膚の老化発生メカニズムの最新研究／神戸大学名誉教授・サンクリニック　市橋正光
◆スギノリ抽出物のヒト皮膚線維芽細胞における DNA 修復促進作用／（株）カネボウ化粧品 基盤技術研究所　高橋慶人
◆老化皮膚に特徴的な内部変化と皮膚モデルを用いた傷害誘導機構の解析とその制御／（株）資生堂 ライフサイエンス研究センター 皮膚科学研究所　天野　聡
◆ザイモモナス発酵代謝液の TGF- βレセプター減少抑制による抗光老化作用／日本メナード化粧品（株）総合研究所　田中　浩
◆皮膚における GABA 合成酵素（GAD）の機能解析と化粧品への応用／一丸ファルコス（株）研究開発部　伊藤賢一
◆脂溶性ビタミン誘導体の抗老化素材としての可能性／ニッコールグループ（株）コスモステクニカルセンター　岡野由利

第
117
回

毛髪科学の最新研究と製品開発の課題（2006.8.25）
◆毛髪の生物科学的、物理化学的特性と構造に関する最新研究／花王（株）ヘアケア研究所　山口真主
◆毛髪ダメージおよび触感の測定と毛髪製品の開発／（株）資生堂ライフサイエンス研究センター毛髪研究所　川副智行
◆エックス線を用いたヒト毛髪キューティクルの構造解析／（株）カネボウ化粧品基盤技術研究所　井上敬文
◆最近のヘアスタイリング剤の開発動向／花王（株）ヘアケア研究所　西澤栄一
◆リン酸エステルの機能とその応用例／クローダジャパン（株）研究所　田辺弘之
◆ペプチドをベースとした新規ジェミニ型両親媒性化合物とそのヘアケア機能／

旭化成ケミカルズ（株）添加剤・ゼオラス技術開発部　田村幸永

第
118
回

最近の表皮・角層研究の最前線（2006.10.27）
◆表皮・角層のメカニズム／東北大学名誉教授　田上八朗
◆角層・表皮に与えるグリコール酸の作用／（株）資生堂 ライフサイエンス研究センター　針谷　毅
◆リン酸化グリセリルエーテル類の表皮細胞への作用と毛穴目立ちの改善／花王（株）生物科学研究所　菅田慶一
◆化粧品原料がおよぼす角層細胞の形態変化について／ポーラ化成工業（株）スキンケア開発チーム　今村　仁
◆角層における細胞接着因子･デスモグレイン１の解析／（株）コーセー 基礎研究所所　増永卓司
◆ビタミン類の表皮細胞への作用／（株）コスモステクニカルセンター　藤代美有紀

第
119
回

最近のメラニン研究と美白剤の開発動向（2007.3.7）
◆美白剤開発に向けた最近の研究アプローチ／（株）資生堂 薬剤開発研究所　青木宏文
◆キミルアルコールの美白効果／サンクリニック　市橋正光
◆チロシナーゼ成熟阻害効果を有する美白有効成分の開発について／（株）カネボウ化粧品 基盤技術研究所　横田朋宏
◆ビタミンＣの美白効果を増強するグレープフルーツエキスの有効性について／（株）ファンケル 総合研究所　桜井哲人
◆グルタチオンリサイクル系の活性化によるメラニン沈着抑制／日本メナード化粧品（株）総合研究所　山羽宏行
◆美白評価法研究の現状と課題─これからの美白を考える／（株）資生堂 ライフサイエンス研究センター　前田憲寿

第
121
回

最新の乳化技術の研究動向（2006.12.22）
◆乳化技術の最新研究／横浜国立大学大学院環境情報研究院　荒牧賢治
◆ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンランダム共重合体ジメチルエーテルによる超微細エマルションの調製
　／（株）資生堂リサーチセンター MS 研究センター応用開発研究所　宮原令二
◆エマルション膜の状態と機能について／ポーラ化成工業（株）スキンケア開発チーム　酒井裕二
◆多糖の稠密小球により調製された三相乳化技術の原理と特性／神奈川大学工学部　田嶋和夫
◆含水パウダー技術の開発と特性／（株）コーセー研究本部第二製品研究所　五十嵐啓二
◆両親媒性壁膜を有するマイクロカプセルを用いた新しい乳化法／（株）成和化成研究部　早坂友幸

第
120
回

香粧品の新原料・新技術（2007.4.27）
◆ユズ種子エキスの皮膚老化抑制効果／（株）資生堂ライフサイエンス研究センター　高田恵子
◆香りの抗酸化効果、チロシナーゼ活性阻害作用／（株）カネボウ化粧品製品開発研究所　駒木亮一
◆透明で自然な仕上がりを実現させた紫外線防御素材／（株）コーセー研究本部第一製品研究所　伊藤利之
◆ RNA 干渉による新しい皮膚バイオマーカーの検索／日本メナード化粧品（株）総合研究所　大森敬之
◆新しいアンチエイジング成分としての水添大豆環状リン脂質／日本油脂（株）DDS 研究所　溝口亜紗子
◆アスコルビン酸セチルエーテルの一酸化窒素産生亢進を介したコラーゲン束の安定化作用
　／ニッコールグループ（株）コスモステクニカルセンター　矢作彰一
◆熱感応性ポリマーの化粧品への応用／一丸ファルコス（株）開発部　那波慶彦

第
122
回



最近のビタミン研究の動向と応用（2004.12.24）
◆最近の抗酸化ビタミンの研究動向／広島県立大学 生物資源学部教授　三羽信比古
◆皮膚科治療におけるビタミンC（VC）治療の最新動向／池野皮膚科形成外科クリニック　池野　宏
◆長波長紫外線（UVA）による色素沈着に対するビタミンＣエチルの抑制効果
／（株）資生堂 素材・薬剤開発センター 薬剤開発研究所　佐藤　潔

◆ニキビ肌の特性とビタミンC誘導体の連用効果について／ポーラ化成工業（株）研究所 美容科学研究チーム　吉浜桂一郎
◆ビタミンＰ含有製剤による皮膚への有用性に関する研究／（株）カネボウ化粧品　化粧品研究所　丹野　修
◆ビタミンE類縁体の美白作用、抗老化作用／（株）コスモステクニカルセンター 機能評価部　岡野由利

第
108
回

最近のヘアケア技術の開発動向（2005.2.14）
◆毛髪の見え方と物性に関する最新研究／花王（株）ヘアケア研究所　伊藤隆司
◆最近のヘアスタイリング剤の開発動向―特にワックス、スプレー、ウォーター系の製剤技術及び素材の開発動向―
／（株）資生堂 製品開発センター ヘアスタイリング製品研究所　植村雅明

◆最近のシャンプーの技術動向―処方技術とダメージケア技術／花王（株）ヘアケア研究所　渡部俊輔
◆毛髪の評価技術―“毛髪内部の3次元動的可視化”の研究例を中心に／（株）コーセー 研究本部 基礎研究所　田中健一
◆ヘアリンスのゲル構造に及ぼす二鎖型カチオン性界面活性剤の影響／ポーラ化成工業（株）スキンケア開発チーム　赤塚秀貴
◆新規ハイブリッドポリマーのヘアトリートメント効果／（株）成和化成 営業部　志岐幸治

第
109
回

最近のファンデーション技術の開発動向（2005.4.20）
◆最新のファンデーションの開発動向／花王（株）スキンケア研究所　樫本明生
◆新しいファンデーション技術の開発／（株）資生堂 製品開発センター メーキャップ製品研究所　高田定樹
◆ファンデーションの製剤化とその評価／（株）コーセー 研究本部 第一開発研究所　宮川　修
◆光学特性からみたファンデーションの開発／ポーラ化成工業 株式会社 研究所 メークアップ開発チーム　池内将己
◆干渉色タルク粉体の開発と応用／日本光研工業 株式会社 開発センター　野口幸紀

第
110
回

紫外線防御と防御剤の開発動向（2005.6.27）
◆紫外線による皮膚障害／神戸大学名誉教授・サンクリニック　市橋正光
◆紫外線防御の考え方―基礎と応用／（株）資生堂 素材・薬剤開発センター 薬剤開発研究所　畑尾正人
◆紫外線防御剤の防御効果の評価法をめぐる問題点／（株）資生堂 R&D企画部 学術室　長沼雅子
◆無機系紫外線遮断剤とその開発動向／（株）コーセー 研究本部 第一開発研究所　伊藤利之
◆顔面各部位別紫外線被曝量の計測と処方設計上の課題について／ポーラ化成工業（株）研究所メークアップ開発チーム　飯田昌枝
◆物理的・生物学的光防御アプローチ／ニッコールグループ（株）コスモステクニカルセンター　正木　仁
◆化粧品用有機系微粒子化UVフィルターの機能／チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株） 森　潤子

第
111
回

最近の界面科学研究と活性剤の開発動向（2005.8.19）
◆界面活性剤の機能と構造／（株）資生堂 リサーチセンター　坂本一民
◆界面活性剤・両親媒性高分子が形成する分子集合体構造の測定法／横浜国立大学大学院環境情報研究院　荒牧賢治
◆メーク落としの高性能化を目指したバイコンティニュアス相の調製と応用／（株）資生堂 界面科学研究所　渡辺　啓
◆低刺激性界面活性剤の機能／日本油脂（株）油化学研究所　嶋田昌彦
◆最近のシャンプー・リンス用活性剤の動向／花王（株）ヘアケア研究所　水嶋広樹
◆界面活性剤の分子構造と生体組織への吸着能／ライオン（株）物質科学センター　三宅深雪

第
112
回

最近の経皮吸収研究の進歩（2005.10.31）
◆化粧品開発における経皮吸収とDDS技術／（株）資生堂 マテリアルサイエンス研究センター　岡本　亨
◆化粧品の有効成分の経皮吸収研究／日本メナード化粧品（株）総合研究所　大森敬之
◆皮膚外用剤の経皮吸収技術の進歩／城西大学薬学部　藤堂浩明
◆経皮吸収性と化粧品の安全性／（株）資生堂 安全性・分析センター　上月裕一
◆経皮吸収メカニズムと経皮吸収測定法の進歩／城西大学薬学部　杉林堅次

第
113
回

最近のシワ研究と抗シワ剤の開発（2005.12.22）
◆最近の皮膚老化研究とシリマリンの抗シワ効果／広島県立大学 大学院 生命システム科学　三羽信比古
◆抗シワ剤としてのレチノール類の安定化技術／（株）資生堂 製品開発センター　井上東彦
◆マロニエエキスの線維芽細胞収縮力向上と抗シワ効果／花王（株）生物科学研究所　藤村　努
◆シワ形成の原因となる真皮UVダメージの非侵襲的評価法の検討／ポーラ化成工業（株）美容科学研究チーム　大場　愛
◆新しい抗シワ剤の開発と機能／ニッコールグループ（株）コスモステクニカルセンター 機能評価部　矢作彰一
◆シワ抗シワ効果の測定・評価法の現状と課題／（株）資生堂 生体計測研究所　高橋元次

第
114
回



最新のメラニン研究と美白剤の開発（2004.2.27）
◆亜鉛グリシン錯体のメタロチオネイン誘導作用と皮膚細胞への作用／株式会社コスモステクニカルセンター　落合康宣
◆メラニンモノマーの関与するUVA皮膚黒化メカニズム／株式会社資生堂ライフサイエンス研究センター　佐藤　潔
◆RETチロシンキナーゼを介したメラニン産生制御機序の解析／金沢大学大学院医学系研究科環境生態医学　加藤昌志
◆プロアントシアニジン高含有ブドウ種子抽出物のメラニン生成抑制効果／株式会社コーセー研究本部　上原静香
◆蓮鬚の色素沈着抑制効果／日本メナード化粧品株式会社 総合研究所　田中　浩
◆最新のメラニン研究と美白剤開発の展望／名古屋大学大学院皮膚病態学分野　富田　靖

第
103
回

脱毛・育毛メカニズム研究と育毛剤の開発（2003.12.19）
◆男性型脱毛の発症メカニズム／大阪大学大学院医学系研究科分子病態医学専攻皮膚科学講座　板見智
◆脱毛、育毛のトランスレーショナル研究と男性型脱毛治療の展望／徳島大学医学部皮膚科　荒瀬誠治
◆DNAレベルでの脱毛・育毛メカニズム研究と新規育毛剤の開発／ライオン（株）ビューティケア研究所　芹澤哲志
◆毛乳頭細胞を介した育毛作用メカニズムの研究／（株）資生堂ライフサイエンス研究センター　中沢陽介
◆t-フラバノンの育毛効果の新しい知見／花王（株）生物科学研究所　貴傳名英史

第
102
回

ニキビの予防とスキンケア対策（2003.10.31）
◆ニキビの発症因子とその治療・スキンケア／東京女子医科大学皮膚科　林伸和
◆ビタミンC誘導体のニキビ改善効果／東京警察病院形成外科　寺島洋一
◆ニキビの美容治療の実際─レチノイン酸、抗アンドロゲン治療を中心に／東京大学形成外科美容外科　吉村浩太郎
◆ニキビのケミカルピーリングによる治療とその定量的評価
／神戸大学大学院医学系研究科応用分子医学講座皮膚科学分野　船坂陽子

◆ニキビ用化粧品・医薬部外品の現状と課題／（株）資生堂リサーチセンター 薬剤開発研究所　河合江理子
◆ニキビ抑制用化粧品原料─大豆イソフラボンを中心に／一丸ファルコス（株）開発部　河合徳久

第
101
回

最近のメイクアップ化粧品技術の進歩（2004.4.23）
◆最近のファンデーション技術の動向／ポーラ化成工業 株式会社 研究所　毛利邦彦
◆光学特性からみたファンデーションの開発／株式会社資生堂 製品開発センター メーキャップ製品研究所　高田定樹
◆最近の口紅の開発技術／花王株式会社 スキンケア研究所　柴田雅史
◆最近のアイメーク化粧品の開発動向／株式会社コーセー 商品開発部 第一商品開発グループ　奥山雅樹
◆ファンデーション用粉体処理技術の進歩／大東化成工業株式会社　田中　巧

第
104
回

化粧品における乳化技術の進歩（2004.6.25）
◆化粧品分野における最近の乳化技術の動向／（株）資生堂 マテリアルサイエンス研究センター　岡本　亨
◆高極性油エマルションの性質と化粧品への応用／ポーラ化成工業（株）スキンケア開発チーム　酒井裕二
◆メイクアップ化粧品における乳化技術の進歩／花王（株）スキンケア研究所　野々村美宗
◆リン脂質の乳化剤としての応用／（株）コーセー第2開発研究所　内藤　昇
◆最近の新しい乳化剤の特性／ニッコールグループ（株）コスモステクニカルセンター基礎製剤部　李　金華

第
105
回

改正薬事法の概要とその対策（2004.8.26／9.17）
◆改正薬事法の概要とその改正ポイント／（株）カネボウ化粧品技術グループ部長　増田和久
◆改正薬事法への化粧品・医薬部外品メーカーとしての対応と課題／（株）資生堂技術部薬事・品質管理室課長　菊地　淳
◆改正薬事法に対して、化粧品受託製造業者の対応と課題／東陽化成（株）取締役副社長　坂東義宣

第
106
回

化粧品の新原料・新技術（2004.10.22）
◆肌荒れ発生のメカニズムと新規有効成分／（株）資生堂リサーチセンター 薬剤開発研究所　河合江理子
◆コラーゲンペプチドの皮膚浸透性と光老化抑制効果／日本メナード化粧品（株）総合研究所　田中　浩
◆紫外線が働きかけるヒスタミンの色素沈着機序の解明／（株）カネボウ化粧品 化粧品研究所　打和秀世
◆含水パウダーカプセルの製剤開発と安定化検討／（株）コーセー 研究本部 第一開発研究所　富田由利子
◆新規多機能性原料の開発と化粧品への応用／御木本製薬（株）製品開発部　松尾幸美
◆アーユルヴェーダ植物・ニームの化粧品原料への応用／一丸ファルコス（株）開発部　伴野規博
◆水蒸気蒸留植物エキスによるリラックスおよびスリミング効果／日光ケミカルズ（株）企画部　安達美香

第
107
回

21世紀の皮膚研究と化粧品開発を展望する（2003.2.29）
◆皮膚保湿とバリア機能の研究と将来展望／東北大学名誉教授　田上八朗
◆色素細胞研究の現状と今後の方向性：Beauty is not skin deep
／東北大学大学院医学系研究科医学生物化学講座分子生物学分野　柴原茂樹

◆21世紀における化粧品開発のコンセプトと技術／（株）資生堂 執行役員常務基盤研究本部長　山口道廣

第
100
回



最新の香粧品の新原料・新技術（2003.6.18）
◆保湿成分と油分の機能を併せ持つ新素材；（POE/POP）ジメチルエーテルの開発と応用
／（株）資生堂 マテリアルサイエンス研究センター 素材開発研究所　大森隆司

◆ヒスタミンの色素沈着への関与／（株）カネボウ化粧品 化粧品研究所　打和秀世
◆電解質有効成分共存系でＯ／Ｗエマルション製剤の開発／（株）コーセー 開発研究所　紺野義一
◆新規な含フッ素アクリルポリマーの開発とその応用
／ポーラ化成工業（株）研究所 メーク・フレグランス開発チーム　井柳宏一

◆カラードヘアに対するジグルコシル没食子酸（DGA）のダメージケア効果／ライオン（株）ビューティケア研究所 西田勇一
◆新規複合乳化剤／日光ケミカルズ（株）コスモステクニカルセンター　塚原芳代
◆天然高分子保湿剤─植物由来から、バイオ技術まで／一丸ファルコス（株） 製品開発部　長谷部浩平

第
99
回

くすみ・クマの特性とその対策（2003.4.25）
◆イントロダクション─皮膚科医からみたクスミの特性とその対策／東邦大学大橋病院第2皮膚科　漆畑修
◆くすみの統合生理学的解析と対策／花王（株）ヘルスケア研究所　矢田幸博
◆メイクアップ製品による肌くすみ・くまへの対応／（株）コーセー研究本部　荻原毅
◆天然由来のくすみ防止素材／日光ケミカルズ（株）企画部　安達美香
◆メラニン量・血中ヘモグロビン量からみたくまとその計測／（株）資生堂 生体計測研究所　舛田勇二
◆目の周りの皮膚生理と色調・形態的特徴／花王（株）生物科学研究所　曽我元

第
98
回

皮膚の抗老化素材の開発と特性（2003.2.27）
◆皮膚の抗老化素材の開発と今後の展望／花王（株）生物科学研究所　森脇繁
◆表皮および真皮をターゲットとした抗老化素材の開発／（株）資生堂 ライフサイエンス研究センター 薬剤開発研究所　猪股慎二
◆紫外線皮膚障害に対する防御薬剤の開発／（株）コーセー 開発研究所　星野拓
◆抗老化素材としてのヒアルロン酸代謝制御剤の開発／カネボウ（株）基礎科学研究所　佐用哲也
◆生体関連物質およびビタミン関連物質の抗老化作用／ニッコールグループ（株）コスモステクニカルセンター　正木仁
◆ピーナッツ種皮エキス、竜眼種子エキス、ロイヤルゼリータンパク加水分解物の抗老化作用
／片倉チッカリン （株）筑波総合研究所　井爪正人

◆好熱菌培養物による光老化抑制とアカツメクサ─イソフラボンによる生理的老化抑制／クローダジャパン（株）研究所　大寺章夫
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