別紙様式（Ⅳ）

商品名：ディアナチュラゴールド

ヒアルロン酸

健康被害の情報収集体制
健康被害の情報の対応
窓口部署名等
電話番号

アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
お客様相談室
０１２０－６３０６１１

ファックス番号
電子メール
その他
連絡対応日時
（曜日、時間等）

ホームページ
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｓａｈｉ－ｆｈ．ｃｏｍ
受付時間
１０：００～１７：００（土、日、祝日を除く）

その他必要な事項

（組織図及び連絡フローチャートを添付すること）

別紙様式（Ⅵ）-２

商品名：ディアナチュラゴールド ヒアルロン酸

届出食品に関する表示の内容
科学的根拠を有する機能
性関与成分名及び当該成
分又は当該成分を含有す
る食品が有する機能性

機能性関与成分：ヒアルロン酸Ｎａ
機能性関与成分の有する機能性：
本品にはヒアルロン酸Ｎａが含まれます。ヒア
ルロン酸Ｎａは肌の潤いに役立つことが報告
されています。

一日当たりの摂取目安量

２粒が目安

一日当たりの摂取目安量
機能性関与成分名：ヒアルロン酸Ｎａ
当たりの機能性関与成分
含有量：１２０ｍｇ
の含有量

保存の方法

直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に保
管してください。

摂取の方法

水またはお湯とともにお召し上がりください。

摂取する上での注意事項

・１日の摂取目安量を守ってください。
・体調や体質により、まれに発疹などのアレル
ギー症状が出る場合があります。
・小児の手の届かないところにおいてくださ
い。
（有・無）

調理又は保存の方法に関
し特に注意を必要とする
もにあっては当該注意事
項

・保管環境によってはカプセルが付着すること
がありますが、品質に問題ありません。

※内容量等により表示事項が異なる場合、その内容を全て記入する。
（表示見本を添付すること）

２９．表示見本
仕様：化粧箱の中にラベルを貼付したボトルを入れる。

化粧箱

ボトル

ボトル用ラベル貼付

1/1

機能性ディアナチュラ
ヒアルロン酸
15日分

２９.表示見本
①ディアナチュラゴールド

ヒアルロン酸：１５日分（化粧箱）

ヒアルロン酸
1日2粒当たり

ヒアルロン酸Na：120mg
商品名
ディアナチュラゴールド
ヒアルロン酸

15日分 30粒

無添加［香料・着色料・保存料］

●名称：ヒアルロン酸加工食品●原材料名：
マルチトール/ヒアルロン酸、ゼラチン、ステア
リン酸Ca、
（一部に大豆を含む）●内容量：30
粒【１粒重量259mg（内容量210mg）】●賞
味期限：枠外側面下部に年月記載●保存方
法：直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所
に保管してください。●販売者：アサヒフードア
ンドヘルスケア株式会社 〒130-8602 東京
都墨田区吾妻橋１-２３-１ 製造所固有記号
は賞味期限の下段に記載

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目
的としたものではありません。■本品は、
疾病に罹患している者、未成年者、妊
産婦（妊娠を計画している者を含む。）
及び授乳婦を対象に開発された食品で
はありません。■疾病に罹患している場
合は医師に、医薬品を服用している場
合は医師、薬剤師に相談してください。
■体調に異変を感じた際は、速やかに
摂取を中止し、医師に相談してください。

【1日摂取目安量】2粒が目安
【摂取方法】水またはお湯とともにお召し上が
りください。
【栄養成分表示/１日２粒（518mg）当たり】
エネルギー：１．
９2ｋｃａｌ、たんぱく質：0.12g、脂
質：０〜０．
０５ｇ、炭水化物：０．
３５ｇ、食塩相当
量：0.0177ｇ
（機能性関与成分）ヒアルロン酸Na：120mg

【摂取上の注意】■1日の摂取目安量を
守ってください。■体調や体質により、
ま
れに発疹などのアレルギー症状が出る
場合があります。■小児の手の届かな
いところにおいてください。
【保存方法の注意】■保管環境によっては
カプセルが付着する場合がありますが、品
質に問題ありません。

箱

ボトル
詰め物
キャップ

AS-0-00
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GOLD

ヒアルロン酸

肌の潤いに

原寸大

て
入れ
箱に
の
こ
、
日
後は さい。
開封 してくだ
月
管
保
年
開封

●不都合品はお取替えいたします。
0120-630611
●連絡先 お客様相談室
受付時間 10：00〜17：00（土・日・祝日を除きます。）
http://www.asahi-fh.com
【届出番号】
【届出表示】
本品にはヒアルロン
酸Ｎａが含まれます。
ヒアルロン
酸Ｎaは肌の潤いに役立つこと
が報告されています。
本品は、事業者の責任において特定の保健
の目的が期待できる旨を表示するものとして、
消費者庁長官に届出されたものです。ただし、
特定保健用食品と異なり、消費者庁長官に
よる個別審査を受けたものではありません。
JAN
4946842637959
賞味期限

機能性表示食品
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

ヒアルロン酸：１５日分（ボトル用ラベル）
①ディアナチュラゴールド

GOLD

ヒアルロン酸

ヒアルロン酸Na：120mg（2粒当たり）
機能性表示食品
15日分 30粒／1日2粒目安
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

商品名：ディアナチュラゴールド ヒアルロン酸

●不都合品はお取替えいたします。●連絡先 お客様相談室
0120-630611
受付時間10：00〜17：00
（土・日・祝日を除きます。） http://www.asahi-fh.com

FS-0-00

●名称：ヒアルロン酸加工食品●原材料名：マルチトール/ヒアルロン酸、ゼラチン、ステアリン酸Ca、
（一部
に大豆を含む）●内容量：3０粒【１粒重量２５９mg（内容量２１０ｍｇ）】●賞味期限：底面の上段に年月記載
●保存方法：直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。●販売者：アサヒフードアンドヘ
ルスケア株式会社 〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋１-２３-１ 製造所固有記号は底面の下段に記載
【摂取方法】
１日2粒を目安に、水またはお湯とともにお召し上がりください。
■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患している者、
未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。
■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
【摂取上の注意】■1日の摂取目安量を守ってください。■体調や体質により、まれに発疹などのアレル
ギー症状が出る場合があります。■小児の手の届かないところにおいてください。
【保存方法の注意】■保管環境によってはカプセルが付着する場合がありますが、品質に問題ありません。

機能性ディアナチュラ
ヒアルロン酸
15日分
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機能性ディアナチュラ
ヒアルロン酸
30日分

２９.表示見本
②ディアナチュラゴールド

ヒアルロン酸：３０日分（化粧箱）

ヒアルロン酸
1日2粒当たり

ヒアルロン酸Na：120mg
商品名
ディアナチュラゴールド
ヒアルロン酸

30日分 60粒

無添加［香料・着色料・保存料］

●名称：ヒアルロン酸加工食品●原材
料名：マルチトール/ヒアルロン酸、ゼラチ
ン、ステアリン酸Ca、
（一部に大豆を含
む）●内容量：60粒【１粒重量259mg
（内容量210mg）】●賞味期限：枠外側
面下部に年月記載●保存方法：直射日
光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に保
管してください。●販売者：アサヒフードア
ンドヘルスケア株式会社 〒130-8602
東京都墨田区吾妻橋１-２３-１ 製造所
固有記号は賞味期限の下段に記載

■本品は、
疾病の診断、
治療、
予
防を目的としたものではありません。
■本品は、疾病に罹患している
者、
未成年者、
妊産婦
（妊娠を計
画している者を含む。）
及び授乳
婦を対象に開発された食品では
ありません。■疾病に罹患してい
る場合は医師に、医薬品を服用
している場合は医師、薬剤師に
相談してください。■体調に異変
を感じた際は、速やかに摂取を中
止し、
医師に相談してください。

【1日摂取目安量】
2粒が目安
【摂取方法】水またはお湯とともにお
召し上がりください。
【栄養成分表示/１日２粒
（518mg）
当たり】
エネルギー：
１．
９2ｋｃａ
ｌ、
たんぱ
く質：0.12g、脂質：
０〜０．
０５ｇ、炭水
化物：0.35g、
食塩相当量：0.0177ｇ
（機能性関与成分）
ヒアルロン酸Na：120mg

【摂取上の注意】
■1日の摂取目
安量を守ってください。■体調や
体質により、
まれに発疹などのア
レルギー症状が出る場合がありま
す。■小児の手の届かないところ
においてください。
【保存方法の注意】■保管環境に
よってはカプセルが付着する場合が
ありますが、
品質に問題ありません。

箱

ボトル
詰め物
キャップ

AS-0-00

1/2

GOLD

ヒアルロン酸

肌の潤いに

原寸大

て
入れ
箱に
の
こ
、
日
後は さい。
開封 してくだ
月
管
保
年
開封

●不都合品はお取替えいたします。
0120-630611
●連絡先 お客様相談室
受付時間 10：00〜17：00（土・日・祝日を除きます。）
http://www.asahi-fh.com
【届出番号】
【届出表示】
本品にはヒアルロン
酸Ｎａが含まれます。
ヒアルロン
酸Ｎaは肌の潤いに役立つこと
が報告されています。
本品は、
事業者の責任において特
定の保健の目的が期待できる旨を
表示するものとして、
消費者庁長官
に届出されたものです。
ただし、
特定
保健用食品と異なり、消費者庁長
官による個別審査を受けたもので
はありません。
JAN
4946842637966
賞味期限

機能性表示食品
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

ヒアルロン酸：３０日分（ボトル用ラベル）
②ディアナチュラゴールド

GOLD

ヒアルロン酸

ヒアルロン酸Na：120mg（2粒当たり）
機能性表示食品
30日分 60粒／1日2粒目安
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

商品名：ディアナチュラゴールド ヒアルロン酸

●名称：ヒアルロン酸加工食品●原材料名：マルチトール/ヒアルロン酸、
ゼラチン、
ステアリン酸Ca、
（一部に大豆を含む）●内容量：6０粒【１粒
重量２５９mg（内容量２１０ｍｇ）】●賞味期限：底面の上段に年月記載
●保存方法：直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に保管してくださ
い。●販売者：アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 〒130-8602
東京都墨田区吾妻橋１-２３-１ 製造所固有記号は底面の下段に記載

【摂取方法】
１日2粒を目安に、水またはお湯とともにお召し上がりください。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、疾病に罹患している者、
未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）及び授乳婦を対象に開発された食品ではありませ
ん。■疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してくださ
い。■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

【摂取上の注意】■1日の摂取目安量を守ってください。■体調や体質により、まれに発疹などのアレル
ギー症状が出る場合があります。■小児の手の届かないところにおいてください。

FS-0-00

【保存方法の注意】■保管環境によってはカプセルが付着する場合がありますが、品質に問題ありません。
●不都合品はお取替えいたします。●連絡先 お客様相談室
0120-630611
受付時間10：00〜17：00
（土・日・祝日を除きます。） http://www.asahi-fh.com

機能性ディアナチュラ
ヒアルロン酸
30日分
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機能性ディアナチュラ
ヒアルロン酸
60日分

２９.表示見本
③ディアナチュラゴールド

ヒアルロン酸：６０日分（化粧箱）

ヒアルロン酸
1日2粒当たり

ヒアルロン酸Na：120mg
商品名
ディアナチュラゴールド
ヒアルロン酸

●名称：ヒアルロン酸加工食品
●原材料名：マルチトール/ヒアル
ロン酸、
ゼラチン、
ステアリン酸Ca、
（一部に大豆を含む）●内容量：
120粒
【１粒重量259mg
（内容量
210mg）
】●賞味期限：枠外側面
下部に年月記載●保存方法：直射
日光をさけ、
湿気の少ない涼しい場
所に保管してください。●販売者：
アサヒフードアンドヘルスケア株式
会社 〒130-8602 東京都墨田区
吾妻橋１-２３-１ 製造所固有記号
は賞味期限の下段に記載

■本品は、
疾病の診断、
治療、
予
防を目的としたものではありません。
■本品は、疾病に罹患している
者、
未成年者、
妊産婦
（妊娠を計
画している者を含む。）
及び授乳
婦を対象に開発された食品では
ありません。■疾病に罹患してい
る場合は医師に、医薬品を服用
している場合は医師、薬剤師に
相談してください。■体調に異変
を感じた際は、速やかに摂取を中
止し、
医師に相談してください。

GOLD

ヒアルロン酸

肌の潤いに

無添加［香料・着色料・保存料］

（機能性関与成分）
ヒアルロン酸Na：
１２０ｍｇ

日

60日分 120粒

原寸大

【1日摂取目安量】
2粒が目安
【摂取方法】水またはお湯とともにお
召し上がりください。
【栄養成分表示/１日２粒（518mg）
当たり】
エネルギー：
１．
９2ｋｃａ
ｌ、
たんぱ
く質：0.12g、
脂質：
０〜０．
０５ｇ、
炭水化
物：0.35g、
食塩相当量：0.0177ｇ

て
入れ
箱に
の
こ
、
後は さい。
開封 してくだ
月
保管
年
開封

【摂取上の注意】
■1日の摂取目
安量を守ってください。■体調や
体質により、
まれに発疹などのア
レルギー症状が出る場合がありま
す。■小児の手の届かないところ
においてください。
【保存方法の注意】■保管環境に
よってはカプセルが付着する場合が
ありますが、
品質に問題ありません。

箱

ボトル
詰め物
キャップ

AS-0-00
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●不都合品はお取替えいたします。
0120-630611
●連絡先 お客様相談室
受付時間 10：00〜17：00（土・日・祝日を除きます。）
http://www.asahi-fh.com

【届出番号】
【届出表示】
本品にはヒアルロン
酸Ｎａが含まれます。
ヒアルロン酸
Ｎaは肌の潤いに役立つことが報
告されています。
本品は、
事業者の責任において特定
の保健の目的が期待できる旨を表示
するものとして、
消費者庁長官に届出
されたものです。
ただし、
特定保健用
食品と異なり、
消費者庁長官による
個別審査を受けたものではありません。

JAN
4946842638116
賞味期限

機能性表示食品
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

ヒアルロン酸：６０日分（ボトル用ラベル）
③ディアナチュラゴールド

GOLD

ヒアルロン酸

ヒアルロン酸Na：120mg（2粒当たり）

機能性表示食品
60日分 120粒／1日2粒目安
食生活は、
主食、
主菜、
副菜を基本に、
食事のバランスを。

商品名：ディアナチュラゴールド ヒアルロン酸

●名称：ヒアルロン酸加工食品●原材料名：マルチトール/ヒアルロン
酸、
ゼラチン、
ステアリン酸Ca、
（一部に大豆を含む）
●内容量：12０粒
【１粒重量２５９mg
（内容量２１０ｍｇ）
】●賞味期限：底面の上段に年
月記載●保存方法：直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に保
管してください。●販売者：アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
〒130-8602 東京都墨田区吾妻橋１-２３-１ 製造所固有記号は底
面の下段に記載

【摂取方法】
1日2粒を目安に、
水またはお湯とともにお召し上がりください。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。■本品は、
疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦
（妊娠を計画している者を含む。）
及
び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。■疾病に罹患している場
合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
■体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

【摂取上の注意】■1日の摂取目安量を守ってください。■体調や体質により、
まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。■小児の手の届か
ないところにおいてください。

●不都合品はお取替えいたします。●連絡先 お客様相談室
0120-630611
受付時間10：00〜17：00
（土・日・祝日を除きます。） http://www.asahi-fh.com

FS-0-00

【保存方法の注意】■保管環境によってはカプセルが付着する場合があります
が、品質に問題ありません。

機能性ディアナチュラ
ヒアルロン酸
60日分
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商品名：ディアナチュラゴールド

ヒアルロン酸

食品関連事業者に関する基本情報
届出者の氏名
（法人にあっては名称及
び代表者）

アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
代表取締役社長 唐澤 範行

届出者の住所
（法人にあっては主たる
事務所所在地）

〒１３０－８６０２
東京都墨田区吾妻橋１丁目２３番地１号

製造者の氏名（製造所又は 製造者名：バイホロン株式会社 大沢野事業所
加工所の名称）及び所在地 所在地：〒９３９-２２４３
※複数ある場合、全てを記
富山県富山市中大久保３５７－１
載
部

局：アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
消費者対応部局（お客様相
お客様相談室
談室等）の連絡先
電 話：０１２０－６３０６１１
（電話番号等）
受付時間：１０：００～１７：００
（土・日・祝日を除く）
情報開示するウェブサイ
トのＵＲＬ

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｓａｈｉ－ｆｈ．ｃｏｍ
部

届出事項及び開示情報に
ついての問合せ担当部局

局：アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
ヘルスケアマーケティング部
電 話：０３－５６０８－２８１７
受付時間：１０：００～１２：００
１３：００～１７：００
（土・日・祝日を除く）

別紙様式（Ⅶ）-２

届出食品に関する基本情報
商品名

ディアナチュラゴールド

ヒアルロン酸

名称

ヒアルロン酸加工食品

食品の区分

☑加工食品（☑サプリメント形状、☐その他）、
☐生鮮食品

錠剤、粉末剤、液剤で
あって、その他加工食
品として扱う場合は
その理由
当該製品が想定する
主な対象者（疾病に罹
乾燥肌に悩む健常成人（未成年者、疾病に罹患して
患している者、妊産婦
いる者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）
（妊娠を計画してい
及び授乳婦を除く。）を対象とする。
る者を含む。）及び授
乳婦を除く。）
健康増進法施行規則
第 11 条第２項で定め
る栄養素の過剰な摂
取につながらないと
する理由

本品の１日摂取目安量あたりの脂質は０～０．０５
ｇ、ナトリウムは６．９８ｍｇ（食塩相当量０．０
１７７ｇ）と微量であり、健康増進法施行規則第１
１条第２項で定める過剰摂取にはつながらないと
考える。

販売開始予定日

２０１５年６月１日
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作用機序に関する説明資料
１．製品概要
商品名

ディアナチュラゴールド

ヒアルロン酸

機能性関与成分名

ヒアルロン酸Ｎａ

表示しようとする
機能性

本品にはヒアルロン酸Ｎａが含まれます。ヒアルロン酸
Ｎａは肌の潤いに役立つことが報告されています。

２．作用機序
本品に含まれる機能性関与成分であるヒアルロン酸Ｎａの肌の潤いに役立つ
作用機序は、以下の通りである。
ヒアルロン酸は生体内では皮膚、関節、靭帯、硝子体、脳、肺、腎臓など種々
の臓器・組織に広く存在しており、特に皮膚には、体全体の５０％を占める量
のヒアルロン酸が存在している１）。その保湿性の高さから皮膚の潤いを保つ重要
な因子として知られ２）、実際に複数のヒト臨床試験においてヒアルロン酸Ｎａの
経口摂取により皮膚水分量が有意に増加し乾燥肌状態が改善することが報告さ
れている３）。経口摂取したヒアルロン酸Ｎａは、腸内細菌によって２～６糖まで
分解され一部は小腸から吸収され４）、皮膚などの組織に移行するという報告があ
る５～７）。
生体内に吸収されたヒアルロン酸Ｎａは塩の結合が溶けてヒアルロン酸とな
るが、肌の潤いにどのように作用しているかは完全には解明されていないもの
の、関連する研究は複数報告されている。
たとえば、皮膚のヒアルロン酸は、主に真皮の線維芽細胞と表皮のケラチノ
サイトで合成される８）。線維芽細胞へのヒアルロン酸の添加により、ヒアルロン
酸合成が促進されることが報告されている９）。また低分子ヒアルロン酸は高分子
ヒアルロン酸を合成する際のプライマーとして働くことが報告されている１０）。
このことから生体内に吸収されたヒアルロン酸の一部は、皮膚におけるヒアル
ロン酸合成を促進し、その高い保水力１１）により肌の潤いに関与していると考え
られる。
以上より、経口摂取したヒアルロン酸Ｎａは、吸収され皮膚へ移行し、ヒア
ルロン酸合成を促進し、肌に潤いをもたらす可能性が示唆されている。
（参考文献）
１）Ｆｒａｓｔｅｒ ＪＲ ｅｔ ａｌ．，： Ｈｙａｒｕｌｏｎａｎ．Ｔｈｅ
ＦＡＳＥＢ ｊｏｕｒｎａｌ，６７，２３９７－２４０４，１９９７．
２）Ｐａｐａｋｏｎｓｔａｎｔｉｎｏｕ Ｅ．，：Ｈｙａｌｕｒｏｎｉｃ ａｃ
ｉｄ：Ａ ｋｅｙ ｍｏｌｅｃｕｌｅ ｉｎ ｓｋｉｎ ａｇｉｎｇ，Ｄ
ｅｒｍａｔｏｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌ，４（３），２５３－８，２０１２．
３）Ｋａｗａｄａ ｅｔ ａｌ．，：Ｉｎｇｅｓｔｅｄ Ｈｙａｌｕｒｏｎａｎ
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ｍｏｉｓｔｕｒｉｚｅｓ ｄｒｙ ｓｋｉｎ．Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ ｊｏ
ｕｒｎａｌ，１３，７０，２０１４．
４）栗原仁， 第１４回日本抗加齢学会要旨集， ｐ３６２， ２０１４
５）Ｍ．Ｌａｚｎｉｃｅｋ，Ａ．Ｌａｚｎｉｃｋｏｖａ，Ｄ．Ｃｏｚｉｋｏｖ
ａ ｅｔ ａｌ．，“Ｐｒｅｃｌｉｎｉｃａｌ ｐｈａｒｍａｃｏｋｉｎ
ｅｔｉｃｓ ｏｆ ｒａｄｉｏｌａｂｅｌｌｅｄ ｈｙａｌｕｒｏｎａ
ｎ，” Ｐｈａｒｍａｃｏｌ Ｒｅｐ，Ｖｏｌ．６４，Ｎｏ．２，ｐｐ．４
２８－４３７，２０１２．
６）Ｌ．Ｂａｌｏｇｈ，Ａ Ｐｏｌｙａｋ，Ｄ．Ｍａｔｈｅ ｅｔ ａｌ．，
“Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ， Ｕｐｔａｋｅ ａｎｄ Ｔｉｓｓｕｅ Ａｆ
ｆｉｎｉｔｙ ｏｆ Ｈｉｇｈ－Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ－Ｗｅｉｇｈｔ Ｈ
ｙａｌｕｒｏｎａｎ ａｆｔｅｒ Ｏｒａｌ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉ
ｏｎ ｉｎ Ｒａｔｓ ａｎｄ Ｄｏｇｓ，” Ｊ Ａｇｒｉｃ Ｆｏｏｄ
Ｃｈｅｍ，Ｖｏｌ．５６，Ｎｏ．２２，ｐｐ．１０５８２－１０５９３，
２００８．
７）Ｍ．Ｏｅ，Ｋ．Ｍｉｔｓｕｇｉ，Ｗ．Ｏｄａｎａｋａ ｅｔ ａｌ．，
“Ｄ
ｉｅｔａｒｙ ｈｙａｌｕｒｏｎｉｃ ａｃｉｄ ｍｉｇｒａｔｅｓ ｉ
ｎｔｏ ｔｈｅ ｓｋｉｎ ｏｆ ｒａｔｓ，”Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ｗ

ｏｒｌｄ Ｊｏｕｒｎａｌ，Ｖｏｌ．２０１４，ｄｏｉ： １０．１１５
５／２０１４／３７８０２４，２０１４．
８）Ｓ．Ｉｎｏｕｅ，
“ＳＫＩＮ Ｈｙａｌｕｒｏｎａｎ： Ｉｔｓ Ｍｅｔａ
ｂｏｌｉｓｍ ａｎｄ Ｒｏｌｅ ｉｎ Ｓｋｉｎ Ｐｈｙｓｉｌｏｇ
ｙ，”Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｅ Ｔｉｓｓｕｅ．Ｖｏｌ．３３，ｐｐ．２３５
－２４３，２００１．
９）Ｈ． Ｌüｋｅ， Ｐ． Ｐｒｅｈｍ， “ Ｓｙｎｔｈｅｓ ｉｓ ａｎ
ｄ ｓｈｅｄｄｉｎｇ ｏｆ ｈｙａｌｕｒｏｎａｎ ｆｒｏｍ ｐｌａ
ｓｍａ ｍｅｍｂｒａｎｅｓ ｏｆ ｈｕｍａｎ ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔ
ｓ ａｎｄ ｍｅｔａｓｔａｔｉｃ ａｎｄ ｎｏｎ－ｍｅｔａｓｔａｔ
ｉｃ ｍｅｌａｎｏｍａ ｃｅｌｌｓ，”Ｂｉｏｃｈｅｍ Ｊ，Ｖｏｌ．３
４３，Ｎｏ．１，ｐｐ．７１－５，１９９９．
１０）Ｓ．Ｏｓｔｅｒｌｉｎ，Ｂ．Ｊａｃｏｂｓｏｎ，
“Ｔｈｅ ｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ ｏｆ ｈｙａｌｕｒｏｎｉｃ ａｃｉｄ ｉｎ ｖｉｔｒｅｏ
ｕｓ．Ｉ．Ｓｏｌｕｂｌｅ ａｎｄ ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ ｔｒａｎ
ｓｆｅｒａｓｅｓ ｉｎ ｈｙａｌｏｃｙｔｅｓ，”Ｅｘｐ Ｅｙｅ Ｒ
ｅｓ，Ｖｏｌ．７，Ｎｏ．４，ｐｐ．４９７－５１０，１９６８．
１１）Ｗ．Ｄ．Ｃｏｍｐｅｒ，Ｔ．Ｃ．Ｌａｕｒｅｎｔ，
“Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ ｆ
ｕｎｃｔｉｏｎ ｏｆ ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｅ ｔｉｓｓｕｅ ｐｏｌｙｓａｃｃ
ｈａｒｉｄｅｓ，”Ｐｈｙｓｉｏｌ Ｒｅｖ，Ｖｏｌ．５８，Ｎｏ．１，ｐｐ．２５
５－３１５，１９７８．
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