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ウィルスに勝つ身体を作る！
ビタミンDと免疫

分子栄養学認定指導カウンセラー まごめじゅん

©株式会社ヴイエー 1

©株式会社ヴイエー 2

ビタミンDとは

☑ 化学成分名 カルシフェロール（Cholecalciferol）

☑ 小腸からのカルシウムの吸収を助け、骨や歯を丈夫にするビタミンです。

☑ 日光にあたることで皮膚で作ることができます。

骨のリモデリング

骨を作る骨芽細胞と骨を壊す破骨細胞
の両方をビタミンDが刺激します。
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ビタミンDが不足する症状

©株式会社ヴイエー

☑ くる病

ビタミンDが不足、欠乏することで、カルシウムが骨に吸収されにくくなり、くる病になるこ
とがあります。成人では骨軟化症（こつなんかしょう）になり、背中や足など体じゅうの骨
が変形し曲がります。
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UV-B

VD

25(OH)VD

1,25(OH)₂VD

VD

コレステロール

Pre VD

VD

Ca²⁺ P の吸収、副甲状腺ホルモンの調整

☑ ビタミンDは腎臓で活性化されます。

3

4



3

©株式会社ヴイエー 5

最新のビタミンDに対する考え

☑ カルシウム、リンなど骨の代謝にかかわるだけでなく、全身の細胞の発現、抗ガンな

どに作用していることが分かってきました！

遺伝子は設計図

発現
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細胞外

細胞内

VDR

VD

核

VD

VD

VDR（ビタミンD受容体）とは？

☑ 活性型ビタミンDは、細胞内の

ビタミンD受容体（VDR）と 結合

することで遺伝子の発現に作用します。

※ステロイドホルモンの仲間という解釈

をすることもあります。

☑ VDRは多くの組織と器官に存在

200以上の遺伝子と相互作用する

1,25(OH)2VD3
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25(OH)VD

抗がん作用、免疫調整、遺伝子の発現など

☑ 身体のほぼすべての

組織、細胞にVDRが存在する

ことが分かってきました。

1,25(OH)₂VD

ほぼ全身の細胞でビ

タミンDが何らかの

作用をしていそう・・

8

ビタミンDのさまざまな生理作用と薬理効果
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☑ 腸からカルシウムの吸収を高める

☑ 抗腫瘍作用、抗がん作用がある

☑ 免疫を高め、免疫のコントロールを行う

☑ 感染症を予防する

☑ 血糖値を正常にコントロールする

☑ 血圧を正常にコントロールする

☑ 自己免疫疾患を予防する

☑ うつ病を予防する

たくさんありすぎて
書ききれないです
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ビタミンDと抗がん

☑ 52件の研究から75,454人のデータを抽出、ビタミンDサプリは癌死亡率を
16％低下させると結論

☑ ビタミンDは、腫瘍細胞のアポトーシス (自殺死）を誘導したり、がん細胞の浸
潤を阻害する作用があります。

Association between vitamin D supplementation and mortality: systematic review and meta-analysis.

☑ 特に関与が強い 「大腸がん」「乳がん」

☑ ビタミンDとがんの発症には関係がないとする
報告があるが、それはビタミンD摂取量が低いレンジ
での比較がほとんど。

©株式会社ヴイエー

ビタミンDと腸

・Ananthakrishnan AN, Khalili H, Higuchi LM, et al. Higher predicted vitamin D status is associated with 
reduced risk of Crohn's disease. Gastroenterology. 2012;142(3):482-489.  (PubMed)

・Jorgensen SP, Agnholt J, Glerup H, et al. Clinical trial: vitamin D3 treatment in Crohn's disease - a 
randomized double-blind placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32(3):377-383.  (PubMed)

・Yang L, Weaver V, Smith JP, Bingaman S, Hartman TJ, Cantorna MT. Therapeutic effect of vitamin D 
supplementation in a pilot study of Crohn's patients. Clin Transl Gastroenterol. 2013;4:e33.  (PubMed)

・Anderson JL, May HT, Horne BD, et al. Relation of vitamin D deficiency to cardiovascular risk factors, disease 
status, and incident events in a general healthcare population. Am J Cardiol. 2010;106(7):963-968.  
(PubMed)

☑ 炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、クローン病、過敏性腸症候群）

におけるビタミンDの治療有効性の報告は多数あります。
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ビタミンDと乳がん

Vitamin D and Breast Cancer: Latest Evidence and Future Steps., doi: 10.1177/1178223417749816

血液中のビタミンD濃度が 40ng/ml以上の人は、20ng/ml以下の人と比較して乳が
んリスクは67%下がる。

15, 646人を対象に調査、ビタミンDのサプリメントを摂取した群と摂取していない群
では乳がんのリスクが14%～20%低下する。

乳がん発症の予後と血清ビタミンＤ濃度の関係を調査（メタ分析）、ビタミンＤレベル
が高いと乳がんの生存率は2倍高くなる

☑ 乳がんにおけるビタミンDの治療有効性の報告は多数あります。
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探したい情報、気になる情報は
Pubmedをチェックしてみる。
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ビタミンDとがん

☑ 日焼け止めを頻繁に使うと、悪性黒色腫（皮膚がん）のリスクが高くなるという

報告があります。日焼け止めは主にUVBを防ぐため、ビタミンＤが合成されずに、

UVAだけを大量に取り込んでしまうためではないか？という説もあります。

皮膚がんが出来
やすいのは足の裏、
背中など

紫外線の発がん性に対抗するため、皮下でビタミンDを作るのではないか？
仮説
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ビタミンDと風邪

☑ 198人を対象にしたコホート研究でビタミンDの血中濃度38ng/ml以上を維持

すればインフルエンザ発症率が大幅に減少させることが分かりました。
Serum 25-Hydroxyvitamin D and the Incidence of Acute Viral Respiratory Tract Infections in Healthy 
Adults., doi.org/10.1371/journal.pone.0011088

☑ フィンランド軍の男性800名を対象に、血中ビタミンD濃度と呼吸器感染症

（風邪）の関連を調査、血中ビタミンD濃度が16ng/ml以下の男性は風邪による

欠勤が増加する。

An association of serum vitamin D concentrations < 40 nmol/L with 
acute respiratory tract infection in young Finnish men., 
doi.10.1093/ajcn/86.3.714
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ビタミンDサプリメントと風邪

☑ ビタミンD3とD2サプリの実験から、質が高い25件の論文から11,321人分

のデータを抽出。ビタミンDサプリは風邪の発症リスクを下げると結論。

血中ビタミンD濃度が、10nｇ/ml以下の場合、ビタミンDサプリメントで風邪の発症

リスクは50％下がる。

Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-
analysis of individual participant data

Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: 
systematic review and meta-analysis of individual participant data.
doi: 10.1136/bmj.i6583.

☑ 978人分のRCTデータを解析したところ、ビタミンDのサプリメントは喘息の

悪化リスクを26％減らす

©株式会社ヴイエー 16

ウィルスとは？

細胞外

細胞内

核

カプシド

核酸（むき出しのDNA）
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ウィルスとは？

細胞外

細胞内

核

カプシド

核酸（むき出しのDNA）
勝手に遺伝子を
コピー！

ウィルスを殺す
薬はありません。

18

ビタミンDと免疫

©株式会社ヴイエー

☑ 制御性T細胞を誘導する

☑ 白血球細胞内にはVDRが多く存在する

☑ 小腸粘膜を再生、タイトジャンクションのタンパク質（クローディン）の発現を増やす

☑ インフルエンザ罹患率が低下する（1,200IU/1day*4M）

☑ 抗微生物ペプチド（カテリシジン、ディフェンシン）を作る

☑ 腫瘍細胞のアポトーシス誘導、がん細胞の浸潤阻害作用
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制御性T細胞（Treg細胞）とは？

☑ 免疫反応を抑制するサイトカインを分泌

☑ アレルギー反応を抑制

☑ 自己免疫疾患の発症を抑制（自己免疫寛容）

☑ 腸内細菌と関与します

☑ ビタミンDはTreg細胞を誘導します。

Treg
T

ちょっと落ち着こうよ

☑ 喉、鼻腔、腸は、吸収してはいけないもの（毒性物質、ウィルス、

細菌）を排除するための免疫細胞（粘膜免疫）です。

喉、鼻腔、消化管はつながっています

©株式会社ヴイエー

口から肛門まで一本の
土管（ちくわ）

20

19

20



11

小腸粘膜の上皮細胞の構造

https://library.med.utah.edu/

絨毛
1ｍｍ前後

©株式会社ヴイエー

http://www.skincancer
.jp/citizens_skincancer
.html

☑ 細胞が1層しかないため、ひっかきなどですぐ破れる、傷付きやすく脆弱

21
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腸粘膜とビタミンD

☑ ビタミンDは腸上皮細胞のタイトジャンクションのクローディン発現に関与しています。

タイトジャンクションとは細胞と細胞の隙間を接合するタンパク質のことです。

粘液層

粘膜固有層

上皮細胞

タイトジャンクション

細菌層

22
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ビタミンDはセロトニンを増やします

☑ ビタミンDがTPH（トリプトファン水酸化酵素）
を刺激

☑ セロトニンを増やすことが免疫強化にも、痛み
の抑制にもなる

1,25-Dihydroxyvitamin D regulates expression of the tryptophan 
hydroxylase 2 and leptin genes: implication for behavioral 
influences of vitamin D., doi: 10.1096/fj.14-269811. 

トリプトファン

５-HTP

セロトニン

メラトニン

葉酸 鉄 ビタミンD

ビタミンB6

Mg SAMe
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ビタミンDの摂取量

☑ 日本のビタミンDの摂取目安

量の決定方法は？

1. “骨折リスク”を上昇させない

最低量が目安量です。

2. 日照による皮下で作られるビタ

ミンDがあることが前提となっ

ています。

日本人の食事摂取基準（2020年版）厚生労働省
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☑ 栄養素摂取量における日間変動 健康な女性3名において、摂取量を観察

日本人の食事摂取基準（2020年版）厚生労働省

ビタミンDの不
足は想像以上
に深刻かも？

©株式会社ヴイエー

ビタミンDの
食事摂取基準
（㎍/1日）

26

日本人の食事摂取基準（2015年版）
厚生労働省
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ビタミンDの
食事摂取基準
（㎍/1日）

27

日本人の食事摂取基準（2020年版）
厚生労働省

目安量
5.5㎍（220IU）
→8.5㎍（340IU）

1５５％増！

©株式会社ヴイエー 28

食品に含まれる2つのビタミンD

☑ キノコ類に含まれるのは「ビタミンD2」 (エルゴカルシフェロール) Ergocalciferol

☑ 魚類に含まれるのは「ビタミンD3」 (コレカルシフェロール) Cholecalciferol
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ビタミンDの豊富な食べ物

干しシイタケ 2個（約6g）

ビタミンD 0.8㎍ （32IU）

きくらげ 2個（約2g）

ビタミンD 1.7㎍ （６８IU）

植物性の食品から

ビタミンDを賄うのは

かなり厳しそう・・

©株式会社ヴイエー 30

ビタミンDの豊富な食べ物

☑ しらす干し 大さじ2（約10g）

ビタミンD 6.1㎍ （244IU）

☑ イワシ 2尾（約110g）

ビタミンD 35.2㎍ （1,408IU）

29
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ビタミンDの豊富な食べ物

鮭 白子 あん肝

☑ ビタミンDは熱による損失も少なく、加熱調理や酸化の影響はほとんどない栄養素です。

©株式会社ヴイエー 32

地産地消の意味とは？

31
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採血データで分かるビタミンD

©株式会社ヴイエー

☑ 採血でビタミンDの状態をみるには

1,25(OH)2VD3、25（OH）VD３を確認します。

☑ 1,25(OH)2VＤ3は腎臓以外での全身の

細胞で合成され、血液循環に入るのは腎臓で

合成されたもののみです。

25(OH)VD

活性化される前のビタミンD

1,25(OH)₂VD

腎臓や身体の細胞内で活性

化されたビタミンD

34

ビタミンD

©株式会社ヴイエー

25（OH）VD ng/ml 状態 ビタミンD不足の症状

10以下 欠乏 くる病、骨軟化症

10～40未満 不足 さまざまな症状が出やすい

40～70未満 最適値 あらゆる疾患の予防になる

１００ 上限 正常範囲内の上限目安

☑ 最適な血中ビタミンD濃度にはさまざまな意見があります。

☑ 単位に注意してください。 1ng/ml = 約2.5mmol/l
ナノグラムパー・ミリリットル ミリモルパー・リットル

33
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性別 身長 25OHVD 1,25(OH)2VD

女 161.5 13 42.3

女 161.9 24 87

女 150.6 13 59.9

女 161.4 23 68.1

男 182 26 84

男 176.3 19 66

男 173.3 20 55.9

男 166.7 19 68

男 166.7 17 73.2

男 165.2 22 57.8

36

ビタミンD

©株式会社ヴイエー

☑ 身体のビタミンDは紫外線由来が80％

☑ 食事摂取基準は、600IU～800IU（1㎍ = 40IU）

☑ 1日あたりのビタミンDの理想量は2,000IU～

夏の正午、半袖半ズボンで直射日光に
30分間当たると(東京都内)800IU生成。

食品だけでビタミンD
を賄うのは無理がある

35
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©株式会社ヴイエー 37

ビタミンDと紫外線

☑ ビタミンDを作るのはUVBです

中島硝子工業株式会社
https://www.ngci.co.jp/tech/tech_kn21.html

UVB UVA

冬や曇りの日は
UVBは少ない

©株式会社ヴイエー 38

ビタミンDと紫外線

☑ 5.5㎍（220IU）のビタミンDを作るために必要な日照曝露時間

日本人の食事摂取基準（2020年版）厚生労働省

37
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©株式会社ヴイエー 39

ビタミンDと風邪

☑ 1918〜1919年のインフルエンザ流行時の7月のUVB量と冬期のUVB量はイ

ンフルエンザ致死率と肺炎の発生率と相関関係がある。

The possible roles of solar ultraviolet-B radiation and vitamin D in reducing case-fatality rates from the 
1918–1919 influenza pandemic in the United States.,doi: 10.4161/derm.1.4.9063

冬にインフルエンザが流行するのは
日照時間の減少によるビタミンD不足
が要因の可能性もありそう

©株式会社ヴイエー

受診日 201906142020010920190613201912202019061020191216

25OHVD 28 23 19 18 13 15

1.25(OH)2VD 78.7 56.7 68 54.2 42.3 25.6

40代男性 30代男性 20代女性

☑ 太陽光にあたる機会の少ない現代人は、夏と冬の血中ビタミンD濃度の変化は

ないようです。

40
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☑ なぜビタミンD不足になるのか？

41
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☑ なぜビタミンD不足になるのか？

42
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©株式会社ヴイエー 43

ビタミンDは血液中のコレステロールが原料です

コレステロールビタミンD

LDLコレステロールは「栄養素」です。

©株式会社ヴイエー

☑ コレステロールを原料とするもの

① 胆汁酸 ② 細胞膜 ③ ホルモン ⑤ ビタミンD④ CoQ10

44

43

44



23

コレステロールのデータについて

☑ 総コレステロール 200

☑ LDLコレステロール 100

☑ HDLコレステロール 70

☑ 中性脂肪 90

LDL Low Density Lipoprotein, HDL High Density Lipoprotein

→低タンパクなお食事ではコレステロールが低下する傾向にあります。

内因性コレステロール
80％

外因性
コレステロール

20％

©株式会社ヴイエー 45
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☑ 東日本大震災後に
くる病を発症した症例

くる病

45
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くる病

©株式会社ヴイエー

血清カルシウム、リンの値は
あまり関係ないことに注目

48

サプリメントから補うビタミンD

©株式会社ヴイエー

☑ 健康に維持 1,000IU ～ 2,000IU

☑ アレルギー、免疫などへの積極的な改善 5,000IU

☑ がんなどの治療 5,000IU ～ 10,000IU

5,000IU以上は
医師指導が必要

47

48



25

©株式会社ヴイエー 49

ビタミンD3（ラノリン由来）

☑ ラノリン由来のビタミンD3 (コレカルシフェロール)

☑ 非常に廉価（120錠、690円）

☑ 粒が小さく飲みやすい 1か月のコストは
170円！

©株式会社ヴイエー 50

ビタミンD2

☑ ビタミンD2 （エルゴカルシフェロール）製剤

☑ ベジタリアン、ヴィーガン向けの商品

49
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©株式会社ヴイエー 51

ビタミンD3（きのこ由来）

☑ きのこ由来のビタミンD3 (コレカルシフェロール)

©株式会社ヴイエー 52

ビタミンD3クリーム

☑ ビタミンD3 (コレカルシフェロール)入り保湿クリーム

☑ 胆汁酸、消化液の都合か、血中濃度が上がりにくい方には
クリームの使用を検討可能です。

☑ 大豆2個分程度にビタミンD1,000IU配合

☑ 血中VD（25OHD）が低い女子学生24名に
ビタミンD入りのクリームを3か月使用したところ、
血中濃度が12.05 ng/mlから37.95 ng/mlまで上昇
Topical Delivery of Vitamin D3: A Randomized Controlled Pilot Study.,
PMID: 24711745

51
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©株式会社ヴイエー 53

ビタミンD

☑ 血液中のビタミンD濃度の遷移

1回目 19.9 ng/ml (2014/03)

2回目 48.0 ng/ml (2014/10)

3回目 31.7 ng/ml (2015/10)

4回目 56.3 ng/ml (2018/10)

54

ビタミンDの過剰症について

©株式会社ヴイエー

☑ 5年間にわたって毎日ビタミンDを8,000〜12,000IU摂取
していた人が急性腎不全を発症したという症例報告があります。

この方の血中ビタミンD濃度は、1,25OHD3は274pmol/L、
25-OHD3は241nmol/Lまで上昇していました。

ビタミンDは過剰になると高カルシウム血症、腎不全をおこします。

Use of vitamin D drops leading to kidney failure in a 54-year-old man, 
doi: 10.1503/cmaj.180465.
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ビタミンDとマグネシウム

©株式会社ヴイエー

☑ ビタミンDの代謝はマグネシウムを消耗します。

☑ マグネシウム不足で過剰症のリスクが上昇します。

☑ VDBP（ビタミンDの運搬タンパク質）にマグネシウムが必要です。

☑ ビタミンDを活性化するためにマグネシウムが必要です。

Mg

Magnesium, vitamin D status and mortality: results from US National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2001 to 2006 and 
NHANES III., doi: 10.1186/1741-7015-11-187

©株式会社ヴイエー 56

VD

25(OH)VD

1,25(OH)₂VD

VD

VDBP

VD

VDBP

25(OH)VD

1,25(OH)₂VD

25(OH)VD

☑ ビタミンDの代謝にはマグネシウムが必要です。
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マグネシウムの豊富な食品
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☑ 海藻類、豆類に多く含まれます。

☑ にがり、トレースミネラルを使って飲み水を工夫しましょう。

☑ 塩はマグネシウム成分の多い天然塩を選びましょう。

ご清聴ありがとう
ございました。
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