
Protect your health with good nutrition! Boost your immunity by incorpo-

rating these nutrients into your eating plan. 

  Protein — part of the body's defense mechanism 

 Lean meats, poultry, eggs, beans, soy products, unsalted nuts/

seeds 

 Vitamin A especially carotenoids & beta-carotene —  enhances white 

blood cell function, enhances resistant carcinogens and helps to main-

tain skin/mucus membrane defenses to infection 

 Sweet potatoes, carrots, pumpkin, spinach, eggs & dairy 

  B vitamins — governs cell division and growth, immune system devel-

opment and maintenance; especially B12, B6 and folate 

 Pork, whole-grains, dairy products, dark leafy greens, chicken 

  Vitamin C — antiviral and anticancer nutrient; white cells use to com-

bat infection and inflammation; also an antioxidant 

 Citrus fruits, berries, broccoli, tomato juice, red bell peppers 

  Vitamin E — an antioxidant; effectively reduces infection and inflam-

mation 

 Almonds, peanut butter, olive oil, avocado 

  Zinc — helps immune system work properly and help heal wounds 

 Lean meats, poultry, seafood including oysters, milk, whole 

grain products, beans/nuts 

 Other nutrients involved include  chromium, copper, iron, manga-

nese, selenium, prebiotics and probiotics 

Nutrients Involved in Immunity 

Did you know?  

Many of the nutrients above are known as antioxidants. 

As the name implies, they are substances naturally found 

in foods that are capable of counteracting the damaging, 

but normal, effects of the process of oxidation. They also 

help to protect your body and fight infection. 



栄養をつけて免疫力効率よく高めることができます。 下記の栄養素を毎日

の食事に取り入れましょう。 

  タンパク質 — 身体を守るのに必要な栄養素 

 低脂肪高蛋白のお肉・ 鶏肉・ 卵・ 豆類・大豆製品・ナッツ類 

 ビタミンA 特にベータカロチン—  白血球の機能をよくする、がん細胞

と戦う、皮膚を活性化させて感染症から守る 

 スイートポテト・ ニンジン・かぼちゃ・ほうれん草・卵・乳製品 

  ビタミンB群 特にビタミンB12・B6・葉酸— 細胞の活性化及び免疫細胞

の活性化 

 豚肉・ 全粒穀物・乳製品・緑黄色野菜・鶏胸肉 

  ビタミンC — がん細胞と戦う、白血球と共に炎症を抑える 

 柑橘類・ベリー類・ブロッコリー・トマトジュース・パプリカ 

  ビタミン E —がん細胞と戦う、感染症や炎症を抑える 

 アーモンド・ピーナッツバター・オリーブオイル・アボカド 

  亜鉛 — 免疫細胞が正しく機能させる、傷などを治す 

 低脂肪高蛋白のお肉・ 鶏肉・ 魚介類・乳製品・全粒穀物・豆類

やナッツ類 

 その他の栄養素 —  クロム・銅・鉄・マンガン・ セレニウム・プレバイ

オティクス・プロバイオティクスなど 

免疫力を高める栄養素 

上記に記載されている栄養素は抗酸化作用がある栄養素

で抗酸化物質と言われています。細胞というのは自然と

酸化していきます。酸化のプロセスは身体にとって毒で

あり、がん細胞を生産してしまう可能性があります。で

すが、抗酸化物質を食事に取り入れることによって免疫

力を上げて酸化と戦うことができます。 


