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五大栄養素（糖質やビタミンなど）に含まれる重要なものです。

生命維持に必要なものですが、体内で作り出すことができないため、食物
から摂る必要があります。

生命維持に必要な16種類のミネラルには主要ミネラルと微量ミネラルが
あります。

ミネラルとは

主要ミネラル 微量ミネラル

カルシウム 硫黄 鉄 ヨウ素

マグネシウム 塩素 亜鉛 セレン

リン ナトリウム 銅 モリブデン

カリウム マンガン コバルト

クロム



ミネラルは不足しています
日本人30～49歳のミネラル摂取率(2015年)

日本人ではカルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛が不足しがちです。

男性では
カルシウム、
マグネシウム、
亜鉛が不足！

女性ではさらに
月経時に鉄が
不足！

日本人の食事摂取基準(2015年)、
厚生労働省平成27年国民健康・栄養調査結果より作成
摂取率(%)=摂取量/推奨量

※女性の鉄摂取率は月経有り時



女性は月経があるため、不足しがちです。

血を作る能力が落ちてくるので
注意が必要です。

高齢者の貧血

鉄

妊娠中は、胎児にたくさんの栄
養を与えるので、鉄が不足しや
すいです。

妊婦の鉄欠乏

鉄が不足すると貧血になります

推奨量 平均摂取量

女性10～14歳 14.0 mg 6.3 mg

女性15～69歳 10.5 mg 6.6～8.2 mg

妊婦 25.5 mg

男性 7.0～11.5 mg 7.5～8.5 mg

働き：

鉄は赤血球を作るために大切なミネラルです。
他にビタミンB12、葉酸なども必要です。

日本人の1日当たりの推奨量と平均摂取量



食品名 鉄含有量 目安の量

豚レバー 3.9 mg 1 串

鶏レバー 2.7 mg 1 串

牛もも肉（赤肉） 1.9 mg 70 g

あさり 1.1 mg 10 個

しじみ 1.1 mg 10個

小松菜 2.0 mg 70 g

ほうれん草 1.4 mg 10 g

納豆 1.3 mg 1 パック

干しひじき 5.5 mg 10 g

鉄を多く含む食品



マグネシウム
働き：

• 体内の酵素の働きを助けます。

• カルシウムとともに骨や歯を作ります。

• 正常な筋肉の収縮を助けます。

推奨量
平均
摂取量

成人男性 320～370 mg 268 mg

成人女性 270～290 mg 238 mg 

食品名
100 gあたりの
含有量

玄米 110 mg

納豆 100 mg

干しひじき 620 mg

アーモンド 310 mg

マグネシウムを多く含む食品

不足すると・・・

足がつりやすくなる
めまい
骨・歯の形成不全
などのおそれがあります！

医薬品として酸化マグネシウム(便を柔らかくする薬)がありますが、腎臓が悪い方はマグ

ネシウムの排泄が低下するため、マグネシウムの過剰摂取により下痢、口渇、吐き気な
どの症状が現れることがあります。服用しすぎないようにしましょう。

日本人の1日当たりの推奨量と平均摂取量



カルシウム

働き：

骨や歯を構成しています（99％）

残り1％は心臓や筋肉の正常な収縮などに関わっています。

不足すると・・・骨粗鬆症の原因になります！

人体に最も多いミネラル

50歳以上の女性の3人に1人
が骨粗鬆症になっています。
原因

女性ホルモンは骨の新陳代謝に
関わり、加齢による女性ホルモンの
減少でそのバランスが崩れて、
骨粗鬆症になりやすくなってしまい
ます。

脳卒中
13.3

認知症
17.1

衰弱 15骨折・転倒
15.1

関節疾患
14.3

心臓病
4.4

その他
19.3

不詳 1.7

要介護の原因（女性）

骨粗鬆症により骨折し、
寝たきりになることもあります。



カルシウム

カルシウムとマグネシウムは2：1の比で摂取することが大事です！
カルシウムとマグネシウムは性質が似ているため、一方の摂りすぎはもう一方の
不足を招きます。

ミネラルはバランスよく摂ることが必要です

推奨量 平均摂取量

成人女性 650 mg 513 mg

成人男性 650~800 mg 506 mg

食品名 含有量 目安量

牛乳 200 mg 1杯

ヨーグルト 120 mg 1カップ

小松菜 162 mg ¼束

木綿豆腐 180 mg 半丁

納豆 45 mg 1カップ

いわし煮干し 2200 mg 100 g

干しひじき 1400 mg 100 g

切干大根 540 mg 100 g

日本人の1日当たりの推奨量と平均摂取量

牛乳アレルギーの方
は牛乳・乳製品以外で
カルシウム摂取を
心がけましょう！



細胞の新陳代謝
皮膚や髪、舌などの健康を守ります。
傷口の治りを早めます。

多くの酵素に含まれる
抗酸化物質などとしてはたらきます。

肌あれ、脱毛、味覚異常

の原因なります！

働き：

不足すると・・・

亜鉛を多く含む食品

食品名 含有量 目安量

カキ（牡蠣） 10.0 mg 5個

ビーフジャーキー 4.4 mg 1袋

牛ヒレ肉 4.2 mg 100 g

豚レバー 2.1 mg 1切れ

牛レバー 1.5 mg 1切れ

煮干し 1.4 mg 10尾

カキ（牡蠣）ならば
5個で1日分の亜鉛！

亜鉛を銅・鉄・カルシウムなどを

一緒にとると、吸収されにくくなるた
め、バランスが大事です。

亜鉛

亜鉛 推奨量 平均摂取量

成人女性 7～8 mg 7.3 mg

成人男性 9～10 mg 8.9 mg

日本人の1日当たりの推奨量と平均摂取量

例えば、亜鉛：銅は10:1で取ると良いです。



ミネラル 主な働き
基準 （ /日）

含まれる食品
男性 女性

カリウム
神経伝達に関与します。過剰摂取に
注意してください。

2500 mg 2000 mg バナナ、スイカ、生野菜

リン 骨格を形成します。 1000 mg 800 mg 魚介類、肉類、乳製品

ナトリウム 水分を保持します。 600 mg 600 mg 漬物、干物、醤油、味噌

ヨウ素 新陳代謝を促進します。 130 mg 130 mg 昆布、海藻類

マンガン 酵素として成長や生殖に関与します。 4.0 mg 3.5 mg しょうが、しそ、日本茶

銅 鉄の利用を助けて血を作ります。 1.0 mg 0.8 mg 牛レバー、するめ、干しエビ

モリブデン 糖や脂質の代謝を助けます。 30 μg 25 μg 納豆、豚レバー

セレン タンパク質構成成分です。 30 μg 25 μg 魚介類、レバー、卵黄

クロム インスリンの作用を助けます。 10 μg 10 μg 海藻類、魚介類、豆類

塩素 食物の消化を助けます。 基準値なし 食塩を含むもの

硫黄 毛髪・爪などの組織をつくります。 基準値なし 肉類、玉ねぎ

コバルト 赤血球をつくるビタミンB12にあります。 基準値なし ほうれん草、キャベツ

その他のミネラル



ミネラル 医薬品例 1日量（成人） 適応症

鉄 クエン酸第一鉄ナトリウム
（フェロミア錠）

100～200 mg
(鉄として
約11 mg～22 mg)

鉄欠乏性貧血

マグネシウム 酸化マグネシウム
（マグミット錠）

500～2000 mg
(マグネシウムとして
約300～1200 mg)

胃炎
便秘

カルシウム 乳酸カルシウム 2000 mg～5000 mg
(カルシウムとして
約260～650 mg)

低カルシウム血症

亜鉛 ポラプレジンク
（プロマックD錠）

150 mg
(亜鉛として約30 mg)

胃潰瘍
味覚障害

ミネラルを含む医薬品



ミネラルも含めて全体でバランスのよい食事を

出典：厚生労働省 食事バランスガイド


