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研究要旨 

 ビーガンと呼ばれる厳格な菜食主義者のミネラル摂取量を推定する目的で、長年にわたっ

てビーガン的な食生活を実践している健康な女性 11 名（年齢（平均値 ± 標準偏差）、48.3 ± 9.6

歳；菜食経験年数（平均値（範囲））、19.7（3.5〜40））について、それぞれ 3 日分の献立を収

集し、食事摂取基準が対象とする 13 種のミネラル（ナトリウム、カリウム、カルシウム、マ

グネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン）含有

量を測定した。測定結果から算定されたエネルギー、タンパク質、脂質エネルギー比率、お

よび各ミネラルの摂取量（中央値と範囲）は以下のとおりであった。エネルギー、1849（1300

〜2497）kcal；タンパク質、58.5（24.4〜77.9）g；脂質エネルギー比率、20.3（6.1〜42.3）%；

食塩、7.7（4.1〜22.2）g；カリウム、3275（1457〜9594）mg；カルシウム、363（109〜699）

mg；マグネシウム、473（200〜785）mg；リン、1203（589〜2171）mg；鉄、12.2（5.2〜21.9）

mg；亜鉛、8.7（4.6〜13.8）mg；銅、1.74（0.99〜2.58）mg；マンガン、7.3（3.0〜12.8）mg；

ヨウ素、710（108〜9459）µg；セレン、73（21〜239）µg；クロム、26（13〜59）µg；モリブ

デン、514（192〜1115）µg。国民健康・栄養調査における同年齢女性の摂取量、あるいは文

献報告値と比較した結果、厳格な菜食者は炭水化物に依存した食生活であり、一般に比較し

てカリウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、モリブデンの摂取量が多いと

判断された。とくに、カリウム、マグネシウム、マンガン、モリブデンの高摂取量は際立っ

ており、菜食の特徴と考えられた。モリブデン摂取量は平均的にも食事摂取基準の耐容上限

量を上回ったが、対象者が長期にわたって健康を維持していることから、現行のモリブデン

の耐容上限量をより高い値に変更できるかもしれない。 
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A．目的 

 一般にベジタリアンと呼ばれる菜食主義

者は、「動物性食品を避け、穀物、豆類、種

実類、野菜、果物などの植物性食品を中心に

摂取する人々」と定義される。この考え方の

発祥は古代ギリシアのピタゴラスの時代に

まで遡ることができる。今日では、とくに先

進国において、健康維持や畜産に対する倫理

観・穢れなどの理由で菜食主義を選択する

人々が増加している。 

 菜食主義といってもその水準は一様では

ない。動物性のものは乳製品や卵であっても

いっさい口にしないビーガンと称される厳

格なものから、乳製品・卵を許容するラク

ト・オボベジタリアン、さらに魚介類や低頻

度の動物性食品の摂取をも許容するセミベ

ジタリアンなどが存在する。このような寛容

な菜食主義が存在するのは、社会生活におい

て厳格な菜食主義が周囲の人々と摩擦を起

こすことがあるのと、厳格な菜食主義におい

てはビタミン B12 や n-3 系高度不飽和脂肪酸

など、一部の微量栄養素の摂取が不足すると

いう栄養学上の問題点が指摘されるためで

ある。 

 ミネラル類に関しては、昨年度の厚生労働

省科学研究費報告書において、厳格な菜食主

義者ではカルシウムの摂取量が少なくなる

危険性があることを指摘した 1)。しかし、昨

年の報告書はわずか 3 名 9 食の分析にもとづ

くものであり、信頼性という点で疑問が残っ

た。本研究では、新たに 8 名 24 食の厳格な

菜食主義者の献立を収集し、昨年度収集の献

立を加えた合計 11 名 33 食の献立を対象とし

て、食事摂取基準が扱う 13 種のミネラル（ナ

トリウム、カリウム、カルシウム、マグネシ

ウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ

素、セレン、クロム、モリブデン）の含有量

を実測した。そして測定値にもとづき、日本

に在住する厳格な菜食主義者のミネラル摂

取量を算定した。また得られた結果より、一

部の微量ミネラル摂取の耐容上限量改訂の

可能性を検討した。 

 

B．方法 

 1）対象者と献立の収集 

 複数の NPO 法人、菜食レストランをとお

して、厳格な菜食主義を継続している健康な

36〜70 歳（調査時点までの菜食継続年数 3.5

〜40 年）の女性 11 名から調査協力の了解を

得た。11 名の女性の特性は表 1 にまとめたと

おりである。 

 これらの対象者から平日の食事 3 日分（合

計 33 試料）について、摂食したのとほぼ等

量を凍結した状態で収集した。食事試料は献

立の内容を記録後、1 日分ずつ凍結乾燥し、

細粉化して分析試料とした。 

 2）分析 

 試料の前処理は、0.1M 塩酸を用いた希酸抽

出法（ナトリウム、カリウム、カルシウム、

マグネシウム）2)、硝酸と過塩素酸（5：1）

を用いた湿式灰化法（鉄、亜鉛、銅、マンガ

ン、セレン、モリブデン）2)、550℃での乾式

灰化法（クロム）2)、または 0.5%テトラメチ

ルアンモニウムヒドロキシド抽出法（ヨウ

素）3)にて行った。各ミネラルの分析は、フ

レーム式原子吸光光度法（ナトリウム、カリ

ウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、

銅、マンガン）、ICPMS 法（ヨウ素、セレン、

クロム、モリブデン）、またはバナドモリブ

デン酸吸光光度法（リン）2) にて行った。

ICPMS 法においては、内部標準としてテルル

（ヨウ素、セレン）、またはロジウム（クロ
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ム、モリブデン）を用いた。 

 凍結乾燥試料のタンパク質はケルダール

窒素法、脂質は酸分解法、灰分は 550℃燃焼

法、水分は 105℃恒量法で測定した。タンパ

ク質、水分、灰分、脂質以外の成分は炭水化

物とみなした。エネルギー量の計算において

はアトウォーター指数を用いた。 

 3）解析 

 分析値をもとに各食事からのエネルギー、

タンパク質、ミネラル類の摂取量と脂質エネ

ルギー比率を求め、平成 19 年国民健康・栄

養調査における 30〜49 歳女性の摂取量平均

値との比較を t 検定により行った。 

 

C．結果 

 1）エネルギーと主要栄養素 

 図 1 に収集 33 食におけるエネルギーとタ

ンパク質の摂取量、および脂質エネルギー比

率の分布を、食事摂取基準における各指標

（推定エネルギー必要量（EER）、推定平均必

要量（EAR）、推奨量（RDA）、目標量（DG））

と国民健康・栄養調査における同年齢層女性

の摂取量と比較して示した。 

 エネルギー摂取量は平均値で約 1800 kcal/d

であり、同年齢層女性の平均値と大差がなか

った。これに対して、タンパク質摂取量は、

推奨量を上回る食事も多かったが、同年齢層

女性と比較すると有意ではないが少なかっ

た。また、脂質エネルギー比率は同年齢層女

性と比較すると有意（ p < 0.001 ）に低く、

平均値は 20.2%だった。この平均値は摂取基

準における目標量の範囲にあるが、変動が著

しいため、目標量の範囲からはずれる食事が

多かった。 

 2）多量ミネラル 

 図 2 に食塩とカリウム、図 3 にカルシウム、

マグネシウム、リンの摂取量の分布を食事摂

取基準における各指標（EAR、RDA、目安量

（AI）、DG）と国民健康・栄養調査における

同年齢層女性の摂取量と比較して示した。 

 食塩摂取量は、目標量である 7.5 g/d 未満を

達成できている食事が半数近くあったが、12 

g/d を超える高食塩の食事も含まれていたた

め、平均値では同年齢層の女性と大差がなか

った。これに対してカリウム摂取量は同年齢

層女性よりも明らかに（ p < 0.001 ）多く、

5000 mg/d を超える食事も数例認められた。 

 カルシウム摂取量は約 3分の１が 300 mg/d

未満であり、平均値においても同年齢層女性

よりも有意（ p < 0.01 ）に少ない摂取量だっ

た。これに対してマグネシウムとリンの摂取

量はいずれも同年齢層女性よりも有意（ p < 

0.001 ）に多い摂取量であった。とくにマグ

ネシウム摂取量の多さは際立っており、1 例

を除いて同年齢層女性の 75 パーセンタイル

値を上回り、全食事においてカルシウム摂取

量を上回っていた。 

 3）微量ミネラル 

 図 4 に鉄、亜鉛、銅、図 5 にマンガン、ヨ

ウ素、図 6 にセレン、クロム、モリブデンの

摂取量の分布を食事摂取基準における各指

標（EAR、RDA、AI、耐容上限量（UL））と

国民健康・栄養調査における同年齢層女性の

摂取量と比較して示した。なお、マンガン以

降の微量ミネラルは国民健康・栄養調査の対

象となっていないでの、摂取基準の各指標と

の比較のみを示した。また、ヨウ素の摂取量

には著しい変動があったため、対数目盛りで

表示し、平均値と中央値に加えて幾何平均値

も示した。 

 鉄の摂取量は同年齢層女性に比較して明

らかに多く（ p < 0.001 ）、そのほとんどが摂
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取基準の RDA を上回っていた。亜鉛の摂取

量は、平均値が摂取基準の EAR と RDA の中

間付近の値だったが、同年齢女性よりは有意

（ p < 0.05 ）に多かった。銅の摂取量も同年

齢層女性よりも明らかに（ p < 0.001 ）多か

った。 

 マンガンの摂取量は、日本人の平均的摂取

量にもとづいて設定されている食事摂取基

準の AI に比較して相当高い食事が多く、UL

である 11 mg/dを超える食事も 3例存在した。

変動の著しかったヨウ素の摂取量は平均値

では約 2 mg/d であったが、幾何平均値と中央

値は 1 mg/d を下回っていた。 

 セレンの摂取量は、RDA に届かない食事、

UL を上回る食事がそれぞれ 1 例ずつ認めら

れたが、多くは 50〜100 µg/dの範囲であった。

クロムの摂取量は、EAR を下回る例が相当数

あり、平均値と中央値のいずれもが EAR と

RDA の中間であった。モリブデンの摂取量は、

平均値と中央値のいずれもが UL（500 mg/d）

を上回っており、1000 mg/d を超える例もあ

った。 

 

D．考察 

 厳格な菜食を継続している中高年女性 11

名 33 食では、一般女性に比較して、エネル

ギー摂取量は大差ないが、タンパク質摂取量

がやや少なく、脂質エネルギー比率は相当低

かった。このことは菜食が炭水化物に依存し

た食事形態であることをよく示している。 

 ミネラル摂取量を分析値より算定したと

ころ、菜食女性においては、国民健康・栄養

調査に示される一般女性に比較して、カリウ

ム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅の摂

取量が有意に多かった。カリウムとマグネシ

ウムは野菜類が主供給源であることから、こ

れらの高摂取量が際立つことは菜食者の特

徴といえる。また、鉄、亜鉛、銅の摂取量が

一般を有意に上回ることは、菜食者において

全粒穀物や豆類の摂取が多いことを反映し

たものと思われる。 

 食塩摂取量は、きわめて低い食事もあった

が、その逆もあったため、平均的には一般女

性と変わらない値だった。一方、菜食者のカ

ルシウム摂取量は平均的には一般女性より

も 20〜30%少なかった。しかし、国民健康・

栄養調査の結果は食材からの計算値であり、

ミネラル類は種類に関わらず調理損耗が

25%程度あるといわれていることから 4)、現

実には菜食者と一般女性のカルシウム摂取

量に大きな違いはないと推定できる。 

 マンガン摂取量は AI 値を大きく上回る食

事が多く、UL を超える例もあった。AI が日

本人の平均的摂取量の報告値にもとづいて

設定されていることから、菜食者のマンガン

摂取量は一般よりも相当多いといえる。これ

はマンガンが植物性食品に偏在しているこ

とを反映しており、高マンガン摂取も菜食者

の特徴といえる。UL を上回る食事もあった

が、連日ではないので大きな問題はないと考

えられる。 

 ヨウ素摂取量は平均が約 2 mg/d、中央値が

0.7 mg/d だった。日本人のヨウ素摂取量は平

均的には 1.5 mg/d といわれていることから 5)、

菜食者と一般の間に大きな差異はないと考

えられる。セレンに関しても、食材からの計

算にもとづく摂取量推定値（約 100 µg/d）6)

よりやや少なく、日本人の食事を実測した報

告値 7)とほぼ同様の値だったことから、一般

との間に大きな差はないといえる。クロム摂

取量は EAR に届かない食事が相当数あった。

一般日本人のクロム摂取に関して信頼でき
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る報告は少ないが、40 µg/d 未満といわれてい

ることから 7,8)、ヨウ素、セレンと同様に、菜

食者と一般との間に大きな差はないと思わ

れる。 

 一般日本人のモリブデン摂取量は 150〜

350 µg/d といわれており 9)、今回示した菜食

者の摂取量はこれを大幅に上回るものだっ

た。モリブデンの供給源が穀物と豆類である

ことから、菜食ではモリブデンの摂取量が高

くなると考えられる。したがって、高モリブ

デン摂取も菜食の特徴といえる。現在のモリ

ブデンの UL は 500 µg/d であるが、米国では

2000 µg/d としている 10)。今回の菜食者が長

年にわたって 1000 µg/d 近いモリブデン摂取

を継続していると推定され、かつ大きな健康

上の問題を生じていないことを考慮すると、

モリブデンの UL は現行よりも高い値に変更

するのが妥当なのかもしれない。 
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表 1. 対象者の特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平均値 ± 標準偏差 中央値 範囲 

年齢（年） 

菜食継続年数（年） 

身長（cm） 

体重（kg） 

BMI（kg/m
2） 

48.5 ± 9.6 

19.7 ± 14.3 

155.2 ± 7.9 

47.3 ± 13.3 

20.0 ± 2.7 

46.5 

11.0 

155.5 

45.0 

18.9 

36〜70 

3.5〜40 

139.1〜166.9 

33.2〜69.1 

16.4〜26.0 
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図 1．厳格な菜食主義者のエネルギーとタンパク質の摂取量および脂質エネルギー比率の分布 

 灰色の網かけ部は平成 19 年国民健康・栄養調査における 30〜49 歳女性の摂取量もしくは比

率の 25〜75 パーセンタイル値を示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．厳格な菜食主義者の食塩とカリウムの摂取量の分布 

 灰色の網かけ部は平成 19 年国民健康・栄養調査における 30〜49 歳女性の摂取量の 25〜75

パーセンタイル値を示す。 
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図 3．厳格な菜食主義者のカルシウム、マグネシウム、およびリンの摂取量の分布 

 灰色の網かけ部は平成 19 年国民健康・栄養調査における 30〜49 歳女性の摂取量の 25〜75

パーセンタイル値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．厳格な菜食主義者の鉄、亜鉛、および銅の摂取量の分布 

 灰色の網かけ部は平成 19 年国民健康・栄養調査における 30〜49 歳女性の摂取量の 25〜75

パーセンタイル値を示す。 
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図 5．厳格な菜食主義者のマンガン、およびヨウ素の摂取量の分布 

*G-mean: geometrical mean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6．厳格な菜食主義者のセレン、クロム、およびモリブデンの摂取量の分布 
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日本人の食事摂取基準の改定と活用に資する総合的研究 

研究代表者  徳留 信寛 国立健康・栄養研究所 理事長 

 

Ⅲ．研究協力者の報告書 

 

２．ビタミン D・K 不足の臨床的意義、及びその必要量に関する研究  

 

研究協力者  田中 清  京都女子大学  教授 

 

研究要旨 

施設入所高齢者を対象に、骨の健康維持に必要なビタミンである、ビタミン D・K に関

して食事調査・血液検査を行った。肝臓におけるビタミン K 不足の指標である PIVKA-Ⅱ、

骨における不足の指標である ucOC の血中濃度を測定したところ、目安量を大幅に上回る摂

取にも関わらず、特に ucOC に関して異常値の頻度が高く、骨は肝臓よりはるかにビタミン

K 不足に陥りやすいことが示唆された。大腿骨近位部骨折患者、施設入所高齢者のいずれ

においても、血液中ビタミン D・K 濃度は低かったが、主成分分析の結果、これらは単な

る低栄養の反映ではない可能性が示された。またビタミン D 介入による骨折予防効果は、

新薬より効果は小さいが、費用は極めて安価で、安全でもあることから、費用対効果に優

れ、一次予防に好適であることが示された。 
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A．目的 

全体としての、研究目的を述べる。ビタ

ミン D 欠乏によりクル病・骨軟化症が起こ

るが、近年それより軽度の不足であっても、

負のカルシウムバランスにより、骨折リス

クが増大することが知られている。日本人

の栄養所要量の時代は、古典的欠乏症防止

を目指したものであったが、最近の摂取基

準においても、徐々に骨折予防を意識した

ものになりつつある。しかし現行の目安量

（1 日 5.5 μg）は、健康人における摂取の中

央値として定められたものであり 1)、アメ

リカ・カナダの DRI における値より、著し

く低いものである。また 2010 年に発表され

たアメリカ・カナダの DRI においては、ビ

タミン栄養状態の最もよい指標である血中

25 ヒドロキシビタミン D（25OHD）濃度を

指標として、目安量ではなく、推定平均必

要量・推奨量を示すという、大変革が行わ

れた。 

ビタミン K に関しては、従来は肝臓にお

ける血液凝固因子の活性化のみが、臨床的

に重要な作用とされ、ビタミン K 欠乏症に

よる血液凝固因子を起こさないことを指標

として、目安量が定められている。近年骨

におけるビタミン K 不足は、骨折の危険因

子であることが示されてきたが、現時点で

は骨作用は、摂取基準策定には取り入れら

れていない。 

ビタミン D・K は、いずれも骨の健康維

持、骨折抑制に役割を果たすビタミンであ

るが、上記のように、いずれも今後摂取基

準における今後の策定方針に大きな問題を

はらんでいる。そこで本研究では、ビタミ

ン D・K に関して、今後の策定に資するこ

とを目標として、以下の調査を行った。な

お倫理面への配慮に関しては、京都女子大

学倫理審査委員会の承認を得て実施した。 

 

B．C．方法および結果 

 本研究は、いくつかの調査からなってい

るので、研究方法、研究結果については個

別に示し、最後に総括して考察を述べるこ

ととする。 

（ 1 ）ビタミン K の必要量に関する肝臓

と骨の比較 

1．目的 従来血液中ビタミン K 濃度測定

法には、種々方法論上の問題点があったが、

最近須原らによって、現時点での gold 

standard と言うべき方法が開発された。しか

しこれは多大の費用・労力を要するもので

あり、研究目的にはよいが、多数例を対象

とした疫学研究に容易に応用できるもので

はない。またビタミン K は、肝臓より骨な

どそれ以外の臓器において、より不足にな

りやすいことが知られているが、血液中濃

度測定では、これらを区別できない。そこ

で、各臓器におけるビタミン K 不足の指標

を測定することが現実的である。肝臓にお

いては、Gla 化されていない異常プロトロン

ビンである PIVKA-Ⅱ（protein induced by 

vitamin K absence）、骨においては、Gla 化さ

れていないオステオカルシンである ucOC

（undercarboxylated osteocalcin）濃度が、各

臓器におけるビタミン K 不足の指標となる。

そこでこれらの指標を用いて、施設入居高

齢者における、肝臓・骨におけるビタミン

K 不足者の頻度を検討した。 

2．方法 37 例の施設入居高齢者を対象に、

血中 PIVKA-Ⅱ・ucOC 濃度測定、食事調査

を行った。 

3．結果 血清 PIVKA-II 濃度は、20.2 ± 8.9 
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mAUmL（基準値 28 mAU/mL 未満）、血清

ucOC 濃度は、4.7 ± 3.0 ng/mL（基準値 4.5 

ng/mL 未満）であり、基準値を超える例は、

それぞれ 14%、43%であった。一方ビタミ

ン K 摂取の中央値は約 200 μg/day であり、

現行の目安量の約 3 倍であった。 

（ 2 ）大腿骨近位部骨折患者における低ビ

タミン血症と全般的低栄養の関連 

1．目的 低ビタミン血症の意義に関して、

問題となるのは、それが単に全体的低栄養

の反映ではないかということである。コホ

ート研究や介入研究とは異なり、横断調査

においては、この点の補正は困難である。

そこで今回我々は、多変量解析の一つであ

る主成分分析により、この問題を解決する

ことを試みた。主成分分析は、多くの項目

を、少数のサマリーに要約する統計手法で

ある。 

2．方法 大腿骨近部骨折患者 99 名、及び

近隣の老人ホーム入所の対照者から、受傷

後 24 時間以内に採血を行い、血中 25OHD

濃度、ビタミン K（フィロキノン；PK、メ

ナキノン-7；MK-7）濃度を測定した。 

3．結果 女性の骨折患者における 25OHD

濃度は約9 ng/mLと、著しく低値であった。

PK・MK-7 濃度は、対照群に比べて、骨折

群で有意に低かった。ロジスティック回帰

分析の結果、25OHD・PK 濃度は、骨折の有

意の危険因子であった。主成分分析の結果、

全般的栄養状態・ビタミン D 栄養状態・ビ

タミン K 栄養状態を示す、3 つの独立な主

成分が得られ、いずれも骨折群で低かった。 

（ 3 ）施設入居高齢者における低ビタミン

血症と全般的低栄養の関連 

1．目的 上記大腿骨近位部骨折患者におけ

るのと同様の問題意識から、施設入居高齢

者に対しても、同様の研究を行った。 

2．方法 施設入居高齢者 50 例を対象に、

血中 25OHD 濃度、ビタミン K（PK・MK-7）

濃度測定と、食事調査を行った。 

3．結果 ビタミン D 摂取の中央値は約 7 g/

日と、目安量を大幅に上回っていたが、

25OHD 濃度は 20 ng/mL 未満では確実に不

足・欠乏であるが、平均 11.1 ng/mL にすぎ

なかった。ビタミン K 摂取の中央値も、現

行の目安量の約 2.5 倍の値であったが、血

中 PK・MK-7 濃度は、健康な 70 歳以上の

日本人における既報値よりはるかに低かっ

た。主成分分析の結果、全般的栄養状態・

ビタミン D 栄養状態・ビタミン K1状態・ビ

タミンK2状態を表す 4つの主成分が得られ

た。 

（ 4 ）ビタミン D による骨折予防の社会

的意義 

 近年多くの新しい骨粗鬆症治療薬が開発

されており、単に骨代謝改善や骨密度増加

だけではなく、実際に骨折を抑制すること

も示されている。このような画期的新薬が

多数処方可能な時代にあって、ビタミン D

による骨折予防効果は、どのような意味を

持ち得るのか、文献的考察を行った。 

 ビタミン D による骨折予防効果は、新薬

に比べて小さいが、かかる費用は極めて低

く、また副作用の懸念もないことから、費

用対効果に優れ、一次予防には非常に適し

ているものと考えられた。 

 従来わが国おいて、このような視点から

の研究はないが、今後検討されるべきテー

マと考えられた。 

 

D．考察 

 本研究の対象としたビタミン D・K は、
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いずれも骨の健康維持に必要なビタミンで

ある。これらの骨における意義をどのよう

に考えるかは、食事摂取基準の策定に大き

く影響することから、これらを研究対象と

したものである。 

 まずビタミン D に関しては、従来わが国

では、同一対象者に対して、食事調査と血

液検査を同時に行う調査がほとんどなされ

てこなかった。日照機会の乏しい施設入居

高齢者を対象に調査したところ、目安量を

大幅に上回る量の摂取にも関わらず、血液

中 25OHD は非常に低く、5 μg/日の介入で

はほとんど改善せず、20 μg/日でも、25OHD

濃度が基準値の20 ng/mLに達したのは半数

以下であった。すなわち、日照機会の乏し

い高齢者にとっては、現行の目安量を大き

く上回る量の摂取を要する可能性が示唆さ

れた。 

 ビタミン K に関しては、血液中 PIVKA-

Ⅱ・ucOC 濃度を、肝臓・骨におけるビタミ

ン K 作用不足の指標として調査したところ、

目安量を大きく上回る摂取量にも関わらず、

ucOC 濃度が基準値を上回る対象者の割合

が高かった。現行の目安量が肝臓における

ビタミン K 作用を指標として策定されてお

り、骨作用を考慮していないことを考える

と、これは当然の結果とも言えるが、ビタ

ミン K 不足は、肝臓より骨においてより起

こりやすいことが確認された。 

 今回主成分分析によって解析したところ、

血液中ビタミン D・K 低濃度は、全般的低

栄養の指標とは異なった内容を表しており、

単なる全般的低栄養の反映ではないことが

示唆された。 

 今後食事摂取基準の策定にむけて、さら

に多くの臨床的研究が望まれる。例えば今

回の我々の結果は、あくまで日照機会の乏

しい高齢者に対する調査結果であり、外出

機会の多い対象者であれば、結果は異なる

可能性もある。 

 

 
E．結論 

 高齢者において、骨の健康維持のために

は、かなり多い量のビタミン D・K 摂取を

必要とする可能性が高い。 
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