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からだに必要な栄養素 ： ビタミン

ビタミンについて知っていますか？
ビタミンは、体の調子を整えるのに欠かすことのできない栄養素です。

体内の細胞や組織の合成、エネルギーの代謝反応を助けるという大切な働き
があります。しかし、体内で必要な分を作り出すことができないため、足りない分
は食べ物から摂取しなければなりません。

また、ビタミンは脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンに分別され、それぞれで作用は
異なります。

脂溶性ビタミン

・ビタミンA ・ビタミンD

・ビタミンE ・ビタミンK

水溶性ビタミン

・ビタミンB（B1, 2, 3, 12）
・ビタミンC

脂溶性ビタミンは、油脂と一緒にとると吸収が良くなります。ただし、過剰に摂取しすぎる
と体内にたまってしまう恐れがあります。

水溶性ビタミンは、熱に弱く、水に溶けやすいために上手にとる必要があります。また、過
剰に摂取しすぎても、体内に吸収されることなく排泄されるため過剰症の心配はほとんど
ありません。
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不足すると、皮膚や粘膜の乾燥、成長障害、奇形のおそれ。

作用：皮膚や眼の働きの正常化。

ビタミンA

食品名 μg/100g

にんじん 720

モロヘイヤ（ゆで） 550

たまご 480

ほうれんそう 450

いくら 330

成人の1日摂取推奨量： 男性 850μgRE  女性 650μgRE （人参：1/4本分）

おくすり（医療用）

チョコラA
網膜の暗順応を高め、粘膜の
異常乾燥や角化を改善する。

油で調理すると吸収が良くなる！
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不足すると、疲れやすくなる、食欲不振、手足のしびれ、口
内炎、皮膚の炎症。

作用：糖質や脂質を分解し、エネルギー作りを助ける。
皮膚や粘膜の炎症を防ぐ。

食品名 mg/100g

豚ロース肉 0.85

きなこ 0.76

いくら 0.55

ぶり 0.36

鶏もも肉 0.31

成人の1日摂取推奨量： 男性 1.4mg  女性 1.1mg

ビタミンB1、B2、B3

ビタミンB1

おくすり（医療用）

アリナミンF
神経機能障害や心筋代謝障害を改
善する。

夏バテの予防にオススメ!!

※ビタミンB1には、
神経保護作用もある！
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ビタミンB1、B2、B3

食品名 mg/100g

豚レバー 3.60

焼きのり 2.33

魚肉ソーセージ 0.60

納豆 0.56

鶏卵 0.43

成人の1日摂取推奨量： 男性 1.6mg  女性 1.2mg

魚肉ソーセージ：2～3本分
ビタミンB2

おくすり（医療用）

ハイボン
高コレステロール血症に処方され、脂
肪の代謝を助ける。

食品名 mg/100g

たらこ 49.5

豚レバー 14.0

鶏ささみ 11.0

しめじ 9.0

鶏むね肉 7.9

成人の1日摂取推奨量： 男性 15mgNE  女性 11mgNE

（NE：ナイアシン当量）
ビタミンB3

ナイクリン
末梢血管拡張作用。

脂っこい食事の好きな人
成長期のお子様に

オススメ!!

動脈硬化を予防したい人
お酒をよく飲む人にオスス

メ!!

アスビタン〈デルマ〉 (佐藤製薬)
肌荒れ、にきび、口内炎のおくすり

おくすり（サプリメント）

おくすり（医療用）

※ビタミンB3には、
末梢血管拡張作用もある！
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不足すると、体重の減少、免疫力低下、口角炎など。

作用：タンパク質を分解するのを助ける。
月経前症候群（イライラ、だるさ、吐き気）の軽減作用があ

る。

ビタミンB6

食品名 μg/100g

ニンニク 1.50

まぐろ 0.85

かつお 0.76

鶏ひき肉 0.68

いわし 0.68

成人の1日摂取推奨量： 男性 1.4 mg、女性 1.2 mg

ニンニクはビタミンB1の働きを
助ける作用もある！

おくすり

ピドキサール
口内炎やにきび、湿疹に適応。

チョコラBB

(ビタミンB2、B3、B6)
肌荒れ、にきび、口内炎のおくすり

おくすり（OTC薬）
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不足すると、悪性貧血、神経障害のおそれ。
※菜食主義者、高齢者、胃切除手術を受けた人は不足しやすいので注意。

作用：体内で血を作るのを助ける。
また、神経保護作用がある。

ビタミンB12

食品名 μg/100g

しじみ 62.4

あさり 52.4

たらこ 18.1

さんま 17.7

まぐろ 6.9

成人の1日摂取推奨量： 2.4μgビタミンB12

おくすり

メチコバール
神経性疼痛に適応。

※加熱処理によって3～5割失われる。

貝類に多い！

おくすり（サプリメント）

ネイチャーメイド ビタミンB12 
一粒当たり、ビタミンB12 を50μg含む。
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不足すると、壊血病、免疫力の低下、骨粗しょう症

作用：疲労回復。
免疫機能を強化する。

ビタミンC

食品名 mg/100g

いちご 62

みかん 36

グレープフルーツ 36

ミニトマト 32

きゅうり 14

成人の1日摂取推奨量： 100mg ( いちご8粒分 )

おくすり（サプリメント）

ネイチャーメイド C500
美容に気を使う方やお酒をたしな
む方におすすめ。

ビタミンCを上手にとるPoint!!

・一度にたくさん摂取するのではなく、数回に分ける。
・食後に摂取するようにする。
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不足すると、子供ではくる病、大人では骨軟化症のおそれ。
摂取しすぎると、嘔吐、食欲不振、体重減少の症状のおそ
れ。

作用：骨を作るのに必要で、活性型ビタミンDは骨粗しょう症の治
療薬として用いられる。

ビタミンD

食品名 μg/100g

いくら 44

鮭 33

さんま 19

しいたけ 2.1

えのき 0.9

成人の1日摂取推奨量： 5.5μg（鮭の切り身：1/3切れ）

おくすり（サプリメント）

アルファカルシドール
腸からのカルシウムの吸収を
促進し、骨を作る骨芽細胞を
活性化する。

魚に多く含まれる！

ネイチャーメイド
スーパービタミンD
日光を浴びる機会の少ない方に
大切と言われる栄養素を補給。

おくすり（医療用）

9



不足すると、溶血性貧血、血行障害、肌のシミ。

作用：身体の酸化を抑える作用があり、美肌効果や
血行を良くする働きがある。

ビタミンE

食品名 mg/100g

アーモンド 38.7

落花生 7.6

モロヘイヤ 6.5

かぼちゃ 5.1

みずな 1.8

おくすり（医療用）

トコフェノール
手足の冷えやしもやけ、動脈硬
化症などに有効。

成人の1日摂取推奨量： 男性 6.5mg  女性 6.0mg

（ニジマス1尾中には5.8mg含まれる）

おくすり（サプリメント）

ネイチャーメイド E400
美容に気を使う方や日差しが
気になる方におすすめ。
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おくすり（医療用）

メナテトレノン
血液を固める作用がある。

成人の1日摂取推奨量： 150μg

飲み合わせ
禁忌!!

ワルファリン
血液をサラサラにする。
→効果が弱くなってしまう。

食品名 μg/100g

モロヘイヤ 640

納豆 600

春菊（ゆで） 460

ほうれんそう(ゆで) 320

ブロッコリー(ゆで) 150

納豆1パック (40g)にはビタミンKが240μg含まれている。

不足すると、脂肪の吸収不良、出血しやすくなる。
・体内の血を固める反応に関与する。
・骨形成の働きがある。
不足すると、脂肪の吸収不良、出血しやすくなる。

ビタミンK
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商品名 規格 効能

ビタミンA ザーネ 軟膏 0.5% 皮膚の新陳代謝を高め、角化を抑える作用がある。

ビタミンB1 アリナミンF 5, 25, 50 g
ビタミンB1の欠乏または代謝障害と関係する神経機能障
害や心筋代謝障害等を改善。

ビタミンB2 フラビタン 5, 10mg,注:5,10,20mg シロップ, 眼軟膏,
ビタミンB2の不足による口内炎や口角炎、湿疹、にきび、
結膜炎などの治療

ビタミンB12 メチコバール 250 500 μg
末梢性神経における神経の保護作用や神経の修復、再生
機構に関係。

ビタミンC
ハイシー 顆粒 25% 出血をおさえたり、皮膚・骨・血管が弱くなるのをおさ

える働きや、副腎皮質機能を改善する働き、メラニン色
素の生成をおさえる働きなどがあります。ビタシミン 注 100・200/1・2/A

ビタミンD

アルファカルシドール カプセル0.25,0.5,1,3
小腸や副甲状腺、骨のビタミンD受容体に結合しカルシ
ウムの骨吸収や骨形成を促進する。

オキサロールローション 25μg/g
表皮の角化細胞にあるビタミンD受容体と結合して、細
胞増殖亢進、分化異常を正常化する。

ビタミンE ユベラN カプセル 100mg ソフトカプセル 200mg 細粒 40%
末梢血管の血液の流れを改善したり、コレステロールな
どを低下させて、高血圧症などの症状を改善する。

ビタミンK
グラケーカプセル 15mg

骨形成を促し、骨吸収を抑えて骨密度と骨強度を高める。
メナテトレノンカプセル 15 mg

パントテン酸 パントシン錠 30, 60, 100, 200, 散20, 50%

生体内物質CoAの前駆物質で、血清TC低下作用、血清中
性脂肪低下作用、血清HDL‐コレステロール増加作用、脂
肪酸酸化促進作用、血管壁コレステロール代謝促進作用、
血小板数改善作用、腸管運動促進作用がある。

葉酸 フォリアミン錠 錠, 散 100mg/g, 注

ビタミンB群の1つで、からだの組織細胞の発育や機能を
正常に保つのに必要な栄養素で、特に赤血球の形成を助
ける。通常、葉酸欠乏症の予防および治療、葉酸の需要
が増大し食事からの摂取が不十分な際の補給、葉酸の欠
乏や代謝障害が関与すると推定される貧血などの治療に
用いられる。

シナール配合錠 ビタミンC, パントテン酸カルシウム
ビタミンC（アスコルビン酸）とパントテン酸を配合した複合ビタミン剤。通常, 病気, 
妊娠中または授乳中など, ビタミンCやパントテン酸が不足している場合の補給に用い
られ、メラニン色素の形成を抑え, 皮膚の色素沈着（シミなど）の改善にも用いられる。

ワッサーV配合顆粒
チアミン硝化物, リボフラビン, ピリドキシン塩酸塩, 
ニコチン酸アミド, パントテン酸カルシウム, ビタミン

C

ビタミンB群やビタミンCなどの水溶性ビタミン複合剤で, これらビタミンの不足を補
う。通常, 湿疹・皮膚炎群, 口唇炎・口角炎・口内炎で含有ビタミン類の欠乏または代
謝障害が関与すると推定される場合に用いられる。

調剤用パンビタン末
ビタミンA, B1, B2, B6, B12, C, D, E, 

パントテン酸カルシウム, ニコチン酸アミド, 葉酸

ビタミンA, B1, B2, B6, B12, C, D, E, パントテン酸カルシウム, ニコチン酸アミド, 
葉酸の配合剤。各種ビタミンにより生体内の代謝を円滑にし、通常, 食事からの摂取が
不十分な際のビタミンの補給に用いられる。
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参考
大塚製薬: http://www.otsuka.co.jp/health_illness/mama/dictionary.html

ヘルス クリック: http://www.health.ne.jp/medicine/rx/search.php?textfield=316&sflg=4&odr=3

ビタミネ： http://vitamine.jp/bita/index.html

栄養素別食品一覧: http://www.eiyoukeisan.com/calorie/nut_list/vitamin_k.html
http://bijinno-biyoujiten.com/post-1159/

http://vitamine.jp/bita/bitac01.html

http://web116.net/vita-c4.htm

http://slism.jp/communication/ve-for-beautiful-diet.html

http://homepage3.nifty.com/takakis2/vitamin.htm

http://www.ejim.ncgg.go.jp/public/overseas/c03/11.html

http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail171.html

http://www.eiyoukeisan.com/calorie/nut_list/vitamin_d.html

http://www.orthomolecular.jp/nutrition/vitamin_k/

http://www.dhc.co.jp/goods/goodsdetail.jsp?gCode=2406

商品名 主成分 効能

ナボリンS ビタミンＥ, Ｂ１, Ｂ６, Ｂ１２, 葉酸
ビタミンＥとビタミンＢ１, ビタミンＢ６が協力して血行を促進し, 体の中から筋肉をほ
ぐし, 活性型ビタミンＢ１２（メコバラミン）と葉酸が末梢神経の傷を修復して, 肩こり, 
腰痛によく効く。

ファイチ ビタミンＢ１２, 葉酸 赤血球を造るのに必要な葉酸と, ビタミンＢ１２もバランスよく配合

アリナミンＥＸゴールド ビタミンＢ１, Ｂ６, Ｂ１２, 葉酸 つらい目の疲れ 肩・首筋のこり 腰の痛み

アスコルビン酸K
アスコルビン酸

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着の症状緩和

チョコラBBルーセントC しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着 歯ぐきからの出血、鼻出血の予防

フレンドール トコフェロール酢酸エステル
末梢血行障害における肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけの緩和
更年期における肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせの緩和

新タウロメートＥ
d-α-トコフェノール

バイロミンハイＥ３００

OTC薬（薬局で買えるおくすり）

サプリメント・栄養補助食品

薬局等で買えるビタミン剤は多く
あります！

自分の健康と相談して足りないビ
タミンを補ってみては？
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