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【目　的】
美しく装うことだけでなく、見た目をケアする役割があ
る化粧。化粧には療法効果があることが明らかとなり、
見た目のケアとして「化粧療法」が医療現場で用いられ
ることが多くなりました。
また、障害者、高齢者、特にフレイル状態にある認知症
患者の方々への化粧療法効果が大きく、健康寿命延伸に
つながると報告されています。
当協会では、Health care（健康）、Beauty care（美
容）、Human care(尊厳）、Supportive care(支援）、
Reception care（接客）、Recovery care（回復）、
Cosmetic care（化粧）の７つのケアをケアメイクとし
て確立を行い、医療、美容、福祉に貢献してきました。
今後は、化粧療法医学に基づく学問としての「化粧療法」
を確立し、それらの知識と技術を身に着けた専門士とし
て「化粧療法士」の資格確立を目指します。
※「化粧療法士」は商標登録しています。登録 5477346 （商願 2011-051226） 

化粧療法
化粧新時代
見た目のケアには

化粧療法医学に基づく化粧療法を！
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役員一覧 Offi  cer

あいさつ
　本協会は、2016 年 12月に一般社団法
人日本 ケアメイク協会として設立し、高
齢の方・認知症の方・障害のある方・ 疾
病のある方を対象とした化粧活動・化粧
研究を行ってまいりました。 この度、当
協会の実績が認められ、 2020年 12月に内
閣府認定を受けて国際的な化粧療
法活動を行うべく、「公益社団法人
国際化粧療法協会」に名称変更いたしました。今後は、他団体・
有識者の方々と連携を持ちながら、「化粧療法」 を化粧療法医
学に基づいた学問として確立すると共に、「化粧療法士」を医
療現場で活躍 できる国家資格制度の確立を目指します。

会長  大石 華法
Kaho OISHI

公益財団法人国際労務管理財団 理事
一般財団法人国際ケアメイク財団 理事長

　本協会は｠2010｠年｠に大石華法｠会長が、
ブラインドメイク化粧療法を考案し、認
知症や心身の障害さらにはがん｠などの疾
病を有する方々を対象とした化粧療法の
実践と研究並びに学術総会の機会を国内
外で提供して参りました。｠これまで会員
の皆さまの活動により化粧療法には心理
的・医学的・社会的効果が確認され、
さらに患者さんの日常生活の質の
向上と社会参加、並びに就労に繋げるため｠の専門性の高い化
粧療法に関する資格制度（化粧療法士）が必要となってきまし
た。さらに本年4月1日には本協会をアカデミアとして支援す
るため医師等医療専門職からなる日本ルックスケア医学会を設
立いたしました。今後、他団体・有識者の皆さまとの連携を強
化し、「化粧療法」を確立するとともに、国連SDG'S｠の理念を
持つ化粧療法士の資格認定事業を行い、｠化粧療法士への国家資
格付与を目指してまいります。
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表紙面

＊お問い合わせ・お申し込み＊

公益社団法人 国際化粧療法協会
〒 541-0045 大阪市中央区道修町 1丁目 7番 11号
※お問い合わせはメールでお願いいたします。 

TEL 06-6203-7275
E-mail:offi  ce@caremake.or.jp
https://caremake.or.jp/

〈入会のご案内〉

ケアメイクメンバー ： 無料
個人会員 ： 入会金 5,000円、年会費 5,000円
法人会員（協賛・協力） ： 1口 20万円～
※1. 正会員になるには試験（WEB)あります。
※2. 理事会の承認を得る必要があります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご寄附（個人・法人）
　金融機関名：PayPay銀行
　支店名：ビジネス営業部 普通口座：5015845
　口座名義人：公益社団法人国際化粧療法協会
　フリガナ：シヤ）コクサイケシヨウリヨウホウキヨウカイ
　金融機関コード：0033　支店コード：005
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
We are recruting society members.
Please see the website for details.
https://caremake.or.jp/members/

当協会への寄附は、「民による公益の増進」を図るため、
公益法人には各種の税制上の優遇措置が受けられます。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/zeisei.html

公益社団法人 国際化粧療法協会 沿革
2010年10月10日 ブラインドメイク考案（大石華法）

2016年12月5日 一般社団法人 日本ケアメイク協会設立

2019年11月6日 一般社団法人 ケアメイク協会に名称変更 

2020年2月2日 公益社団法人 化粧療法協会として公益認定 

第1回 国際化粧療法医学会開催（2020年10月10日～12月30日）

2020年12月18日 内閣総理大臣より内閣府公益社団法人認定 

2021年 1月23日 「公益社団法人 国際化粧療法協会」の名称変更

第2回 国際化粧療法医学会開催（2021年11月11日～11月30日）

第3回 国際化粧療法医学会開催（2022年10月27日～11月11日）

〈関連・協力団体〉

一般財団法人 国際ケアメイク財団　https://caremake.org/
一般社団法人 アジア医療教育研修支援機構

http://amets.wp.med.oita-u.ac.jp/
一般社団法人 ジャパン・コスメティックセンター http://www.jcc-k.com/
一般社団法人 日本ケアメイク協会　http://caremake.jp/
一般社団法人 日本コスメティック協会　https://www.j-cosme.org/
一般社団法人 日本化粧品検定協会　https://cosme-ken.org/
一般社団法人 日本毛髪工業協同組合　https://www.jhsa.jp/
公益財団法人 国際労務管理財団　https://www.ipm.or.jp/
日本コンベンションサービス 株式会社　https://www.convention.co.jp
有限会社 フレグランスジャーナル社　https://www.fragrance-j.co.jp/
株式会社 イフデザイン　http://www.ifdesign.jp/
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