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Medical cosmetic therapy
Medical cosmetic therapy based on

cosmetic medicine for cosmetic care!
Makeup that not only looks beautiful but also cares about 
the appearance. It turns out that makeup has a therapeutic 
effect,“Medical cosmetic therapy” is often used in medical 
practice as a visual care.
In addition, the effect of medical cosmetic therapy on 
people with disabilities and the elderly, especially those with 
dementia who are in a frail state,It has been reported to lead 
to a longer healthy life expectancy.
At our association, Health care (Beauty), Human care 
(d ignity) ,Spport ive care,  Recept ion care,  Recovery 
care,Cosmetic care (cosmetics)  has established as seven care, 
and has contributed to medical care, beauty and welfare.
In the future, we will establish “medical cosmetic therapy” as 
a discipline based on cosmetic medicine, We aim to establish 
the qualification of "medical cosmetic therapist" as a specialist 
who has acquired such knowledge and skills.

※ "Medical cosmetic therapist" is a registered trademark.
Registration 5477346 (Business application 2011-051226)

【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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理事長あいさつ
　本協会は、2016年に一般社団法人日本
ケアメイク協会として設立し、これまで
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 2月 1日に公益社団法人の認可を受け
ることができました。
公益社団法人の認定を受けて、ケアメイクから化粧療法に読み
替え、名称を「公益社団法人化粧療法協会」に変更を行いました。
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、将来的
には医療従事者（メディカルスタッフ）として医療現場で活躍
できる国家資格制度の確立を目指します。

President Greeting
Cosmetics are increasingly used as cosmetic care to improve 
quality for the elderly, people with dementia, people with 
disabilities, and people with diseases. In 2010, I devised a blind 
makeup that the visually impaired people without mirrors to make 
their own makeup. Blind make-up helped many visually impaired 
people regain their confidence and allowed them to walk with 
their faces up and talk lively. Cosmetic care have been to support 
the dignity of the individual, to become the ability to live, and to 
change his or her life.
This cosmetic behavior attracted the interest of many researchers 
in social welfare, ophthalmology, psychology, and neurology. 
Therefore, we advocated "Cosmetic Medicine" to elucidate 
cosmetic care medically and scientifically, and established the "The 
Japanese Society of Cosmetic Medicine" in December 2018.
We will organize our association as a public charitable corporation. 
We will select a cosmetic that is safe, hygienic and continue 
to provide cosmetic care to people with diseases in hospitals 
to promote their health, and to help people with diseases and 
disabilities smile and cheer up.

理事長  大石 華法
Kaho OISHI

役員一覧 Officer



表紙面

＊お問い合わせ・お申し込み＊

公益社団法人 化粧療法協会 事務局
〒 632-0011 奈良県天理市中之庄 392-1 

※お問い合わせはメールでお願いいたします。 

TEL 0743-65-1400
E-mail:office@caremake.or.jp

https://caremake.or.jp/

〈入会のご案内〉
個人会員（ケアメイクメンバー） ： 無料
※どなたでも登録できます。協会からMLが送られてきます。
法人会員（協賛会員） ： 年会費：1口　100,000円～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご寄附（個人・法人）
　金融機関名：三菱UFJ銀行
　支店名：鶴舞支店　普通口座：0207878
　口座名義人：公益社団法人化粧療法協会

（コウエキシャダンホウジン ケショウリョウホウキョウカイ）
　金融機関コード：0005　支店コード：267
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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

化粧療法協会の公益事業
eラーニング講座

＊化 粧 療 法 講 座＊
＊MBA（Medical Beauty Adviser）講座＊

＊ケアウィッグ講座＊
＊カバーメイク講座＊

＊化粧療法研修（実習）＊

公益社団法人 化粧療法協会
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化粧療法医学に基づく化粧療法を！


