
伊那中央病院 健診センター



もくじ

はじめに 2

身体測定値 3

眼科検査、聴力検査 4

血圧 5

心電図検査 6

肺活量検査 7

血液検査（血球検査） 8

血清検査（感染症・肝炎） 12

血清検査（炎症） 13

生化学 -肝機能検査 14

生化学 -脂質検査 15

生化学 -血糖 17

生化学 -検査項目解説 18

甲状腺検査 21

尿検査 22

便潜血検査 25

腫瘍マーカー 26

検査基準値一覧 27

1



はじめに

○健康診断における「基準値」について

当院で提供する健康診断結果の報告書の判定は「人間ドック
学会」が定めた基準範囲に基づいています。

一方、病気を診断するための基準範囲は病院ごとに異なる事も
あり、健康診断とは違う基準であることが多く、病院でもらっ
た検査結果と、基準範囲が違うという事もありますのでご理解
ください。

○気軽な健康相談窓口として
「かかりつけ医」を持ちましょう

気軽に体や病気の相談ができる「かかりつけ医」を持っていた
だく事をお勧めしています。

健診で異常を指摘された場合、かかりつけ医へ相談する事で、
治療や追加検査などを計画していただく事ができ、必要ならば
大きな病院へ紹介もしていただけます。治療の方針が決まれば
その後の経過観察はかかりつけ医に行っていただけます。

是非なんでも相談できるかかりつけ医を持ちましょう。
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身体測定値

・身長、体重、腹囲←ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの判定に使用

・標準体重｛身長(m)×身長(m)×22 から計算します｝

・肥満度 ｛標準体重より何％の増減かを見ています｝

・ＢＭＩ(体格指数) ｛体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）から求めます
｝

ＢＭＩの基準

・体脂肪率 ｛体内における脂肪の割合を表します｝

★腹囲（おへその高さで測定）が、男性85センチ以上、女性が90センチ以上

体脂肪率の基準

かつ、以下の3項目のうち、2つ以上あてはまれば「メタボリックシンドローム」と診断されます。

★血圧 上(収縮期)が130mmHg以上、または、下(拡張期)が85mmHg以上
★血糖 空腹時血糖が110 mg/dl以上
★脂質 中性脂肪が150mg/dl以上、または、HDLｺﾚｽﾃﾛー ﾙが40ｍｇ/dl未満

やせすぎ やせぎみ 正常 肥満傾向 肥満

－21 －20～－11 －10～10 11～20 21以上

要注意 基準値 要注意

18.4以下

（低体重）
18.5～24.9 25.0以上

（肥満）

正常 軽度の肥満 肥満 極度の肥満

男性 14～23％未満 23～30％未満 30～35％未満 35％以上

女性 17～28％未満 28～35％未満 35～40％未満 40％以上

知っ得！ポイント メタボリック・シンドローム

・内臓脂肪型肥満と糖尿病や脂質異常症などの代謝異常、

または高血圧が合併した状態をいいます。

・心臓病や脳梗塞などの引き金となるため、注目されるように

なりました。早期に発見し、適切な治療をする事が有効です。

メタボリックシンドローム 診断基準

身体機能検査
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騒音性難聴（職業性難聴）
工場など騒音の大きな職場などで長期間働き続けることによって難聴
がおこってくることがあります。原因となる騒音の種類とは関係なく、
4000Hz付近の聴力から低下し始めることが知られています。

老人性難聴
加齢に伴って進行するような難聴を、老人性難聴
といい、高音を中心に聞こえが悪くなります。
デジタル体温計や携帯電話の着信音が聞き取りづ
らくなったり、人の話し声の「カ行、サ行、ハ行」
（子音）が判別しづらくなってきます。

知っ得！ポイント

視力検査で使うこの記号

正式名称は「ランドルト環」っていうんです・・・

聴力検査
・低音(1000Hz)、高音(4000Hz)の2種類の音を聞いて、耳の

聞こえ のチェックを行います。

・補聴器を使用している場合は、矯正聴力を測ります。

※1000Hzは日常会話に必要な聴力であり、4000Hzは高音域に
おこる 難聴を早期に発見するために用いています。

異常で疑われる病気
各種の難聴、メニエール病、外耳道異物、中耳炎、内耳炎、

耳下腺炎など

主な難聴の種類

身体機能検査

眼科検査
・視力は、左右とも裸眼および矯正視力を測定します。

・眼圧は、高いと（22mmHg以上）緑内障の危険因子です。
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血圧の基準範囲

最高血圧；129mmHg以下 最低血圧：84mmHg以下

血圧測定

・最高・最低血圧を測定します。

家庭での正しい血圧測定

朝
・起床後１時間以内
・排尿後
・服薬前
・朝食前
・１～２分安静後

夜
・就寝前
・１～２分安静後
・入浴や飲酒の

直後は避ける

知っ得！ポイント

①血圧計は腕（上腕）に巻くタイプがおすすめ

②毎日同じ時間帯、同じ条件で測る（毎日の日課にするとよいです）

③座って測る

④１機会に原則２回測定をし、平均値をその機会の血圧値として用いる

☆測定値は血圧手帳やノートに記録しましょう

どんな時に測ればいい？

身体機能検査
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※時間を空けて2回測定します。

腕に力を入れない

カフを心臓と
同じ高さにする

いすに背筋を伸ばして座る

血圧の正しい測り方



心電図検査
・心臓の筋肉を動かすのに極
わずかな電気が生じます。
その電流を両手足・胸に
電極を付けて記録します。

・不整脈の種類や頻度、心臓
の拡大や肥大、心筋梗塞や
狭心症の兆候などが分かり
ます。

「運動負荷心電図」とは？
健診施設によっては、簡単な運
動をして心臓に負荷をかけて心電
図を記録する「運動負荷心電図検
査」を行う場合もあります。負荷
をかけることで、安静時には見ら
れない不整脈が誘発されたり、狭
心症発作の前兆などを捉えること
ができます。

電気の発生場所と、電気の通り道

１０個の電極から、１２本の波形を描きます

身体機能検査

6

洞調律

洞結節

心房

心室

肺静脈



肺活量検査

知っ得！ポイント

喫煙は、気管支や肺に慢性の炎症を引き起こします。白血球の一種で
ある好中球が肺に集まってきて、その好中球から『たんぱく分解酵素』
や『活性酸素』などが放出されます。これらが肺の内部の細胞を破壊し
ます。その結果、気道から出る粘液
が増加し、気管支表面にある腺毛
(せんもう)の機能が低下します。 こ
れが、治りにくいせきやたんの 原
因となります。
病気がさらに進行すると肺の奥の
細い気管支がつまり、肺のガス交換
能力が低下し、血液中に酸素が十分
行き渡らずゼェゼェ、ハァハァの
原因となってきます。

どのくらい息を吸えるか、吐けるか、または吐くときの勢いを測ることで、
肺の容量や柔らかさ、気管や気道の通り道の様子を調べる検査です。

【肺活量】
性別・身長・年齢から算出される予測値から、どのくらい多いか少ないかと
いう数値です。80％未満の場合は、肺がかたくなったり呼吸筋が弱くな
ったりして肺が十分に拡がらないため、肺の空気を入れる容量が少なく
なっている可能性があります（拘束性換気障害と言います）

【1秒率】
1秒間に肺活量全体の何％の空気をはき出せるかをいう
指標で、70％未満の場合は気道が狭くなって息が吐きにく

くなっている可能性があります

（閉塞性換気障害と言います）

吐ける量（肺活量）と吐く勢いの関係

たくさん吸って吐けるか

正常

喫煙者

喫煙を続けると、
量も勢いも低下して
きます

やっぱり、喫煙は、怖い・・・

身体機能検査
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血液検査(血球検査)

血液検査は、

この血球成分の増減を調べる検査です。 血球

血球成分は主に骨の中心にある

骨髄(こつずい)で造られ、成長すると
血管の中へ出てきます。

それぞれの血球にはおおよその寿命が
あり、古くなった血球は脾臓(ひぞう)
で処理され、新しい血球と入れ替わっ
ていきます。

血球の増減は、
・骨髄の機能（血液を造る場所）
・ホルモン分泌機能（血球の造血を助ける）
・脾臓の機能(血球を処理する）
・抗体（血球を壊す）
・出血(血球を失う）
・各種の炎症
・生活習慣、性別、年齢

・・・など様々な原因が関与します。

血液検査（血球検査）とは？
血液を遠心分離すると血球と血漿
(けっしょう)に分かれ、血球には赤血球、
白血球、血小板などの細胞が含まれています。

血球はどこで作られる？

血漿（けっしょう）

血液一般検査
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赤血球に関する検査項目
赤血球数、血色素量、ヘマトクリット
MCV、MCH、MCHC

白血球に関する検査項目

白血球数、白血球分類

・赤血球は酸素を体全体に運ぶ役割をしています
・貧血の程度や種類を調べるための指標として、
以下のような項目を検査します

・白血球は細菌、ウイルスから体を守ってくれます
・大きく５種類に分けられます。５種類の白血球数
の比率も重要で、隠れた病気を見つける手がかり
になる事もあります（10ページで解説しています）

・各種の炎症で増えます

血球の種類と検査項目

白血球

赤血球

血小板

血小板に関する検査項目
血小板数

・血小板は、傷口からの出血を止めるなど、血を
固まらせる働きをしています

・出血しやすい体質かどうかを調べるために重要
です

知っ得！ポイント 「貧血」とは・・・？
赤血球が減少した状態を貧血と呼び、貧血の程度は通常血色素量(Ｈｂ)
で示されます。労作時の動悸、息切れが主な症状です。貧血がゆっくり
進行した場合、貧血の程度が強くても意外と症状が出ません。
鉄欠乏性貧血で爪の反り返り（スプーンネイル）が診断の手がかりにな
ることもあります。氷などを無性にかじりたくなる「異食症」も特徴的
な症状の１つです。

血液一般検査
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【白血球分類】
白血球は大きく下記の５種類に分けられ、それぞれの数や比率
を算定したものです

①好中球
感染を防御したり、異物を除去する働きをする白血球です。
細菌感染症などの炎症があると増加します。

②リンパ球
免疫反応に作用する白血球です。ウイルス感染で増加します。

③単 球
白血球の中で一番大きい細胞が単球です。ある種の細菌感染で増え
たりします。

④好酸球
寄生虫感染やアレルギー疾患で増加します。

⑤好塩基球
白血球の中で一番比率の少ない細胞です。アレルギー性鼻炎や蕁麻
疹などのアレルギーに関与しています。

⑥その他
上記５分類にはっきり分けられない白血球です。異形細胞があると
増加します。

細胞を染色して顕微鏡で見ると、
区別がしやすくなります。

血液検査(血球検査) 検査項目解説①

血液一般検査
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血液検査(血球検査) 検査項目解説②

【白血球数】
白血球は細菌やウイルスから体を守る働きをしています。
炎症や感染症で高くなります。
たばこを吸っている人は高値になる傾向があります。

【赤血球数】
赤血球は体中に酸素を運び、二酸化炭素を外へ
運び出す働きをしています。
貧血では低く、多血症では高くなります。

【血色素量（ヘモグロビン）】
赤血球の大部分を占める蛋白質を血色素（ヘモグロビン）と言います。
酸素とくっついて体中に酸素を運びます。貧血で低くなります。

【ヘマトクリット】
血液中の赤血球の割合をヘマトクリットと言います。
貧血で低くなります。

【ＭＣＶ（平均赤血球容積）】
赤血球の大きさを示します。貧血の種類を知るための検査です。

【ＭＣＨ（平均赤血球ヘモグロビン量）】
赤血球の色の濃さを示します。貧血の種類を知るための検査です。

【ＭＣＨＣ（平均赤血球ヘモグロビン濃度）】
赤血球１個あたりの色の濃さを示します。貧血の種類を知るため
の検査です。

【血小板】
血小板は出血したときに血を止める役割をしています。
低下すると出血しやすくなります。

【血清鉄（Ｆｅ）】
鉄は酸素を運ぶ血色素（ヘモグロビン）の原料です。
出血や鉄欠乏性貧血で低くなり、肝臓に障害が生じた時に高くなります

血液一般検査
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感染症に関する検査

ＲＰＲ
(ＳＴＳ法）

感染初期から陽性になります。
他の疾患でも陽性になることがあります。

ＴＰ抗体 梅毒の病原体に対する免疫抗体を調べる検査なの
で梅毒(感染症)に特異的な方法です。

ＨＢｓ抗原 B型肝炎ウイルスそのものを見つける検査です。

ＨＣＶ抗体 C型肝炎ウイルスに対する「免疫抗体」があるか
を調べる検査です。免疫抗体があるということは、
｢過去に感染した事がある｣という事になります。

【梅毒(ばいどく)】
２つの方法を使って検査します。

肝炎に関する検査

【肝 炎】
ウイルス性肝炎のうち、Ｂ型肝炎とＣ型肝炎に対する検査を
します。

血清検査
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【ＣＲＰ（Ｃ-反応性蛋白）】
炎症があると高値になり、からだのどこかに炎症反応が起きて
いる事が分かります。

【ＲＦ定量（リウマトイド因子定量）】
主に関節リウマチで高値になりますが、他の疾患でも高値にな
ることがあります。

炎症に関する検査

知っ得！ポイント 「炎症」とは？

細菌やウイルスなどによってからだが傷害や刺激を受けた際に，
それを取り除こうとする、一種の「防御反応」です。花粉症も立派
な「炎症反応」であると言えます。
炎症の主な原因や程度を、上記の検査で知る事ができます。

血清検査
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肝臓病というのは、飲みすぎが原因というイメージがありますが、

それだけではありません。主にアルコール、ウイルス、過食の3つが
あります。我が国の肝臓病の多くはウイルス感染によるものです。

一昔前までは「脂肪肝は肝炎や肝硬変には進行しない」という認識が

ありました。しかし近年、肝臓に脂肪が沈着しているだけの単純な脂

肪肝以外に、非アルコール性脂肪肝炎(non alcoholic steatohepatitis
：ＮＡＳＨ)という、放置すると肝硬変、肝臓がんに進行するものがある
ことがわかってきました。

知っ得！ポイント

肝機能検査

注目されている「ＮＡＳＨ」（ナッシュ）

主な検査項目 目標値 解 説

ＡＳＴ(GOT)
心筋、肝臓、腎臓など
に 多く存在する酵素

30IU/ｌ以下

急性肝炎の早期診断、経過観察の指標

ＡＬＴ(GPT)
肝臓にある酵素

30IU/ｌ以下

γ-ＧＴＰ
肝臓の解毒作用
に 関わる酵素

50IU/ｌ以下

👆高値の場合

アルコール性肝障害、肝悪性腫瘍

γ‐ＧＴＰを下げるには飲酒量を

減らすことが大切

ＡＬＰ
(アルカリフォスファターゼ)
主に肝道から出る酵素

100～330IU/ｌ以下
👆高値の場合

肝臓・胆のう障害、骨変化が伴う病態

生化学的検査
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胆道

肝臓

胆道細胞の障害、
お酒・薬で
γ－GTP増加

肝臓細胞の障で
GOT,GPT増加



①脂質の種類と特徴

中性脂肪とは？
食事をすると、腸で栄養が吸収され、その栄養素の中の炭水化
物と脂質から中性脂肪ができます。これが血液によって全身に
運ばれ、エネルギー源として利用されるのですが、エネルギー
として使われないと血液中に中性脂肪が増加し、余った分が肝
臓や全身の脂肪細胞の中に蓄えられます。

コレステロールとは？
ホルモンや細胞の材料になるなど大切な成分です。コレステロ
ールには2種類あり、多くなりすぎると動脈硬化を進行させる
悪玉コレステロールと、余分な脂質を肝臓に戻す善玉コレステ
ロールの2種類があります。

知っ得！ポイント

脂質検査

これらの血中脂質のバランスが崩れ動脈硬化が進む病気です。
従来「高脂血症」とも呼ばれていますが、脂質が低くなる異常
も総称して「脂質異常症」と呼ばれるようになりました。

「脂質異常症」とは？

生化学的検査
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低ＨＤＬコレステロール血症
余分なコレステロールを肝臓に戻す善玉コレステロール(HDL-C)が少ない

②脂質異常症の３つのパターン

肝臓から全身にコレステロールを運ぶ悪玉コレステロール(LDL-C)が多い

中性脂肪が多い→悪玉コレステロールが増え善玉コレステロールが減る

ⅰ、ⅱ、ⅲのいずれか、または、それぞれが重なり合って
血液中の脂質のバランスが崩れる。

動脈硬化が進み、
脳梗塞・心筋梗塞を引き起こす

i

高ＬＤＬコレステロール血症

高中性脂肪血症

血管の内側に余分なコレステロールがたまり、血管が細く、硬くなる。

血液が流れが悪くなる。血栓が詰まりやすくなる。

③脂質異常症は、動脈硬化の主犯格！

生化学的検査
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「血糖が高い」とは、インスリン（膵臓
から出るホルモン）が不足したり働
きが悪くなることで、血液中に余分
なブドウ糖が溢れることです。放置
すると全身に深刻な合併症を引き
起こします。初期には自覚症状はあ
りません。

異常
治療・対策ti必要

要注意
対策ti必要

異常なし

126以上126未満100未満 100以上

糖尿病の合併症

神経障害

心臓病

糖尿病網膜症

腎臓病

脳卒中

高低
血糖値
(mg /dl)

過去1～2ヶ月の血糖値を反映する値で、食事の影響を受けません！

異常
治療・対策ti必要

要注意
対策ti必要

異常なし

6.5以上5.5未満 5.5以上 6.5未満
高低

HbA1c値
(%)

危険

①血糖値(空腹時)の境界線
安全

危険

②HbA1c値の境界線
安全

血糖

生化学的検査
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生化学検査 検査項目解説①

生化学的検査

総蛋白・アルブミン・Ａ／Ｇ比（アルブミン・グロブリン比）
総蛋白は血液中の総たんぱくの量を表します。アルブミンは肝臓で合成されま
す。血清蛋白のうち最も多く含まれるのがアルブミンです。これらは栄養状態
の指標になります。

総ビリルビン
血清中ビリルビンの増加により、皮膚、粘膜などが黄染した黄疸の程度を表す数
値です。肝臓や胆道系の異常で上昇します。

ＣＰＫ（クレアチンキナーゼ）
筋肉の障害（特に急性心筋梗塞や進行性筋ジストロフィー）では著しく高くなりま
す。激しい運動でも上昇します。

ＡＳＴ（GOT）・ＡＬＴ（GPT）
肝臓の細胞が壊れると上昇する酵素です。
ＡＳＴは心臓、筋肉、肝臓に多く存在する酵素です。
ＡＬＴは肝臓に多く存在する酵素です。
数値が高い場合は急性肝炎、慢性肝炎、脂肪肝、肝臓がん、アルコール性肝炎
などが疑われます。

ＬＤＨ
体内でブドウ糖がエネルギーに変化するときに働く酵素です。
主に肝臓、心臓、腎臓、骨格筋、血球に異常が生じると上昇します。

ＡＬＰ
肝臓や胆道系の異常で上昇する酵素です。
肝臓の他にも、骨、小腸、胎盤などに存在します。

γ‐ＧＴＰ

肝臓や胆道に異常があると上昇する酵素です。
数値が高い場合はアルコール性肝障害、慢性肝炎、胆汁うっ滞、薬剤性肝障害が
疑われます。

ＣＨＥ（コリンエステラーゼ）
肝臓病の重症度の指標で、進行すると低下します。
栄養が良好な状態では上昇するので、脂肪肝では逆に上昇します。

血清アミラーゼ（ＡＭＹ）

主に膵疾患で高値になりますが、胃、十二指腸潰瘍の穿孔、腸閉塞、悪性腫瘍
でも上昇する場合があります。

18



生化学検査 検査項目解説②

総コレステロール（Ｔ-ＣＨＯ）
ホルモンや細胞膜を作り変えるうえで大切な物質です。しかし増えすぎると動
脈硬化を進めます。数値が高い場合は高脂血症、甲状腺機能低下症、低い場合
は甲状腺機能亢進症、低栄養などが疑われます。

中性脂肪（トリグリセリド）
体内で最も多い脂肪で、糖質がエネルギーとして脂肪に変化したものです。数
値が高いと動脈硬化を進行させます。低いと低βリポたんぱく血症、低栄養な
どが疑われます。

ＨＤＬコレステロール（善玉コレステロール）
善玉コレステロールと呼ばれるものです。血液中の悪玉コレステロールを回
収します。少ないと動脈硬化の危険性が高くなります。

ＬＤＬコレステロール（悪玉コレステロール）
悪玉コレステロールと呼ばれるものです。
ＬＤＬコレステロールが多すぎると血管壁に蓄積して動脈硬化を進行させます。

血糖値
血液中のブドウ糖濃度で、エネルギー源として全身に利用されます。
数値が高い場合は糖尿病、膵臓がんが疑われます。

ＨｂA1ｃ（ヘモグロビンエーワンシー）
過去１～２か月の血糖の平均的な状態を反映するため、糖尿病のコントロール状態
がわかります。

尿酸
タンパク質の一種であるプリン体という物質が代謝された後の残りかすのような
ものです。この検査では尿酸の産生・排泄のバランスが取れているかどうかを調べ
ます。尿酸が高い状態が続くと、結晶として関節に蓄積し、関節痛を起こします。こ
れを痛風発作と言います。また尿路結石も作られやすくなります。

生化学的検査
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生化学検査 検査項目解説③

Ｎａ（ナトリウム）
からだの水分の保持や浸透圧の調節（酸・塩基平衡）などの働きをしています。
嘔吐、下痢、痙攣では低値になり、意識障害、筋肉硬直では高値になります。

Ｋ（カリウム）
腎臓の働きが悪くなると、体外に排泄できなくなり、高くなります。
神経や筋肉の動きに関係し、特に心臓に大きな影響を与えます。

Cl（クロール）
クロール値はNa濃度と並行して変化します。
嘔吐、下痢では低値になり、脱水症などで高値になります。

Ca（カルシウム）
骨や歯の形成に関わる電解質です。体内のカルシウムの約99％は骨や歯に蓄
え られています。低値では甲状腺機能亢進症、サルコイドーシス、悪性腫瘍など、
高値では副甲状腺機能亢進症、多発性骨髄腫、悪性腫瘍などが疑われます。

IP（無機リン）

リンはミネラルの一種で、カルシウムについで量が多いミネラルです。体内では
85％が無機リンとして骨に存在しており、カルシウムと結合しています。ただし
、無機リンには生理作用とは直接的な関係がないため、主に血液検査では、内分
泌、骨代謝異常の有無をカルシウムとの関連性を調べる目的で検査されます。

尿素窒素
蛋白質が分解された老廃物です。
腎臓の動きが悪くなると排泄されにくくなり高値となります。

クレアチニン
筋肉でエネルギー代謝の結果できた老廃物です。
腎臓の働きが悪くなると排泄されにくくなり、血液中で増加します。

eＧＦＲ（推算糸球体濾過量）
腎臓にどれくらい老廃物を尿へ排泄する能力があるかを示した数字で、クレアチニ
ン値から計算します。この値が低いほど腎臓の働きが悪いということになります。

ＢＮＰ（ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド）←報告書右段中ほどにあります

BNPは心臓から分泌されるホルモンの一種で、心筋梗塞や心不全のような心臓
に負担がかかった状態になると心臓（主に心室）から血液中に分泌されます。ＢＮ
Ｐの数値が高いということは、心臓に負担がかかっていることを意味します。

生化学的検査
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甲状腺から出る甲状腺ホルモンは血流にのって全身に届き、
心拍数や呼吸数、成長、消化など、全身の細胞のはたらきを
活発にする作用があります。

甲状腺検査

【フリーＴ４(遊離サイロキシン)】
・甲状腺ホルモンです。高値の場合は甲状腺がはたらき過ぎの
状態です。

・逆に低値の場合は甲状腺のはたらきが低下している状態です。

【ＴＳＨ(甲状腺刺激ホルモン)】
・甲状腺のはたらきを調整するホルモンで、脳から分泌されます。
・甲状腺ホルモンとTSHには、一方が高くなれば他の一方は低く
なるといった関係があります。

フリーＴ４、ＴＳＨの値を組み合わせて、
甲状腺の状態を評価します。

生化学的検査
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脳の
活性化

心臓や胃腸の
活性化

体温の
調節

新陳代謝の
促進

新陳代謝で得られた
エネルギーで
体温を調節する。

全身の細胞の新陳
代謝を促進し
エネルギーを作る。

心臓や胃腸の働きを
活性化する。

脳に作用して、その
働きを活性化する。

甲状腺



腎臓のはたらきが分かります！
腰のあたりに左右２個ある、そら豆
型の臓器。尿をつくり、からだの中
のいらない物を外へ捨てています。

・・・腎臓の働きが悪くなったり、
尿路（尿の通り道）にトラブルが起
きると、尿の中にいろいろなものが
出てくるようになります。

試験紙による尿検査
尿の中に溶けている

ものを調べる

尿沈渣（にょうちんさ）

尿の中の細胞などの成分を
顕微鏡を使って調べる

②尿検査の方法

腎臓 腎臓

尿管

膀胱

尿検査

①尿検査でわかること

腎臓の働きや、糖尿病の疑いがないか
調べるために行います。

尿検査
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【尿比重】
尿の濃さを反映し、腎臓にトラブルがあると基準範囲を外れる
ことがあります。
水分を多量に取ったときや、脱水状態のときも一時的に変動し
ます。

【尿pH】
通常は弱酸性ですが、酸性（低値）とアルカリ性（高値）のど
ちらに偏っていてもよくありません。食べたものによって一時
的に変動することも多いで す。

【尿蛋白】
健康な人でもごく少量認められることがありますが、腎臓や尿
路に異常があると多量に出現するようになります。

【尿糖】
通常は尿中に糖が出現することはありません。尿糖の出現は糖
尿病を疑います。

【尿潜血】
臓腎や尿路から出血があると、血液が尿に混じることになりま
す。目に見えない少量の出血を捉えるための検査です。

【ウロビリノーゲン】
肝臓や胆道にトラブルがあると異常値となります。

【ケトン】
糖尿病や飢餓状態（過剰なダイエット）、胃腸にトラブルが起
きているときなどに出現します。

尿検査 検査項目解説①

尿検査
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【尿沈渣(にょうちんさ)】
尿に含まれる細胞や細菌などを、顕微鏡で観察する検査です。
どんな成分が、どれくらい認められるかによって、腎臓・尿路の病気を鑑別
します。

・RBC（赤血球）：腎臓・尿路に出血があると増加します

・WBC（白血球）：腎臓・尿路に炎症があると増加します

・上皮（３種類）：種類によって腎臓・尿路のどこにトラブルが起きている
か推定します

・円柱：腎臓の中の尿の通り道が詰まってしまったときに出現します

・細菌：感染症があるときに出現します

尿検査 検査項目解説②

ビタミン剤や栄養ドリンクを飲んだあとのおしっこは、いつもより色が濃くな
ったり、独特な匂いになる事があります。
これは、ビタミンの中でも「ビタミンＢ２」が影響しています。

そのほかに「ビタミンＣ」は尿潜血の検査に影響を与えるといわれています。
健診の前は、ビタミン剤の服用を控えて頂くのがよいかもしれませんね・・・

知っ得！ポイント

尿検査と「ビタミン剤」

尿検査
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便潜血検査
目に見えないほど少量の血液を“潜血(せんけつ) ”といいます。

便の中に血液が混ざっていないかを調べる検査で、大腸の中で
出血があると結果が陽性になります。
健診では大腸がんを見つけるために行います。

※がんだけでなく、潰瘍（かいよう）などがあると、結果が陽性になり
ます。また、からだの中に異常がなくても、痔や生理のときの血液
が便に混じって、結果が陽性になることがあります。

便潜血検査
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【ＣＥＡ（がん胎児性抗原）】
体内でがんが出来ると高値になります。他の疾患でも上がることがあります。

【ＡＦＰ( α-フェト蛋白）】
主に肝臓系のがんのマーカーです。肝炎や肝硬変でも上がることがあります。

【ＣＡ19-9（糖鎖抗原19-9）】
主に消化器系がんのマーカーです。胆管炎、肝炎、膵炎等でも上がることがあります。

【ＣＡ125（ 糖鎖抗原125）】
主に卵巣、子宮、膵臓、肝臓のがんのマーカーです。

【ＰＳＡ（前立腺特異抗原）】
前立腺がんのマーカーです。前立腺肥大や加齢で上がることがあります。

腫瘍マーカー
・腫瘍マーカーは、がんの診断や治療後の経過観察、再発や転移の発見
に有効な検査です。

・腫瘍マーカーは、がん以外の疾患でも増加することがあります。
基準値以上だからといって、ただちにがんというわけではありません。

男性 女性
主な腫瘍マーカーと

がんの種類

腫瘍マーカー
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甲状腺がん

ＣＥＡ

胆のうがん
/胆管がん

ＣＡ19-9 

肝がん

ＡＦＰ

前立腺がん

ＰＳＡ

肺がん

ＣＥＡ

すい臓がん

ＣＡ19-9

ＣＥＡ

胃がん

ＣＥＡ

ペプシノーゲン

ピロリ菌

大腸がん

ＣＥＡ

ｐ53抗体

ＣＡ19-9 

食道がん

ｐ53抗体

甲状腺がん

ＣＥＡ

胆のうがん
/胆管がん

ＣＡ19-9 

肝がん

ＡＦＰ

子宮がん

ｐ53抗体

肺がん

ＣＥＡ

すい臓がん

ＣＡ19-9

ＣＥＡ

胃がん

ＣＥＡ

ペプシノーゲン

ピロリ菌

大腸がん

ＣＥＡ

ｐ53抗体

ＣＡ19-9 

食道がん

ｐ53抗体

卵巣がん

ＣＡ125

乳がん

ｐ53抗体

ＣＥＡ



検査項目名 別名や略称など 基準範囲 単位

身

体

測

定

値

身 長 cm

体 重 BW kg

腹 囲 cm

標準体重 kg

肥満度 %

ＢＭＩ 体格指数 18.5～24.9 なし

体脂肪率 %

眼

科

検

査

視力 0.7以上 なし

眼圧 9～21 mmHg

Ｋ－Ｗ

ScheieH

ScheieS

聴

力

聴力1000Hz 所見なし なし

聴力4000Hz 所見なし なし

血

圧

血圧 最高 129以下 mmHg

血圧 最低 85以下 mmHg

血

液

一

般

血液型ABO

血液型Rh

白血球 WBC 3.20～8.59 ×10³/μl

赤血球 RBC
男性：4.00～5.39 

女性：3.60～4.89
×10⁶/μl

血色素量 Hb
男性：13.1～16.6 

女性：12.1～14.6
g/dl

ヘマトクリット Ht
男性：38.5～48.9
女性：35.5～43.9

%

ＭＣＶ 平均赤血球容積 80.0～100.0 fl

ＭＣＨ 平均赤血球ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ量 26.0～35.0 pg

ＭＣＨＣ 平均赤血球ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ濃度 32.0～36.0 g/dl

好中球 35.0～73.0 %

好酸球 0.2～6.8 %

好塩基球 0.0～1.9 %

リンパ球 26.0～46.6 %

単 球 2.3～7.7 %

その他 0.0～4.0 %

血小板数 PLT 130～349 ×10³/μl

血清鉄 Fe
男性：64～187 

女性：40～162
μg/dl

健康診断検査結果 基準範囲一覧①
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検査項目名 別名や略称など 基準範囲 単位

血

清

検

査

梅

毒

RPR （－）

TP抗体 （－）
肝

炎

Hbs抗原 陰性

HCV抗体 陰性

炎

症

CRP C-反応性蛋白 0.30以下 mg/dl

RF定量 ﾘｳﾏﾄｲﾄﾞ因子 15以下 IU/ml

生

化

学

肝

機

能

検

査

総蛋白 TP 6.5～8.0 g/dl

アルブミン ALB 4.0～4.9 g/dl

Ａ／Ｇ比 1.2～2.0

総ビリルビン T-BIL 0.20～1.00 mg/dl

ＣＰＫ ｸﾚｱﾁﾝｷﾅｰｾﾞ
男性：57～197

女性：32～180 IU/l

ＡＳＴ GOT 30以下 IU/l

ＡＬＴ GPT 30以下 IU/l

ＬＤＨ 乳酸脱水素酵素 120～240 IU/l

ＡＬＰ ｱﾙｶﾘ性ﾎｽﾌｧﾀｰｾﾞ 100～330 IU/l

γ-ＧＴＰ 50以下 IU/l

ＣＨＥ ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ 170～370 IU/l

膵
・

唾
液
腺

血清アミラーゼ AMY 50～150 IU/l

脂

質

総コレステロール T-Cho 140～199 mg/dl

中性脂肪 TG(ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ） 30～149 mg/dl

ＨＤＬコレステロール HDL-C 40～119 mg/dl

ＬＤＬコレステロール LDL-C 60～119 mg/dl

血

糖

空腹時血糖 99以下 mg/dl

HbA1c ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c 5.5以下 %

糖
負
荷

血糖 1時間値 mg/dl

血糖 2時間値 140未満 mg/dl

尿酸 7.0以下 mg/dl

電

解

質

Na ﾅﾄﾘｳﾑ 135～149 mEq/l

K ｶﾘｳﾑ 3.5～4.9 mEq/l

Cl ｸﾛｰﾙ 96～108 mEq/l

Ca ｶﾙｼｳﾑ 8.5～10.5 mEq/l

IP 無機リン 2.5～4.5 mEq/l

甲
状
腺

TSH 甲状腺刺激ﾎﾙﾓﾝ 0.50～4.20 μIU/ml

フリーT4 遊離ｻｲﾛｷｼﾝ 0.80～2.00 ng/dl

健康診断検査結果 基準範囲一覧②
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検査項目名 別名や略称など 基準範囲 単位

腎

機

能

尿素窒素 BUN 9.0～21.0 mg/dl

クレアチニン CRE
男性：1.00以下

女性：0.70以下
mg/dl

eGFR
推算糸球体濾過量 60以上 ml/分

/1.73m²

尿

検

査

尿比重 1.015～1.025 なし

尿ＰＨ 5.0～10.0 なし

尿蛋白 (-)

尿 糖 (-)

尿潜血 (-)

ウロビリノーゲン NORM.

ケトン (-)

尿

沈

渣

ＲＢＣ 赤血球 /HPF

ＷＢＣ 白血球 /HPF

扁平上皮 /HPF

尿路上皮 /HPF

腎尿細管上皮 /HPF

硝子円柱 /LPF

顆粒円柱 /LPF

細 菌

その他

便潜血 2回とも（－）

腫
瘍
マ
ー
カ
ー

ＣＥＡ がん胎児性抗原 5.0以下 ng/ml

AFP α-フェト蛋白 10.0以下 ng/ml

CA19-9 糖鎖抗原19-9 35.0以下 U/ml

CA125 糖鎖抗原125 35以下 U/ml

ＰＳＡ 前立腺特異抗原 4.0以下 ng/ml

骨
密
度

DEXA法(BMD) 0.809以上 g/cm²

動
脈
硬
化

ＡＢＩ値 0.9～1.3

CAVI 8.0未満 なし

ＢＮＰ 40未満 pg/ml

肺
活
量

肺活量 VC L

％肺活量 ％VC 80以上 %

１秒量 FEV1.0 L

１秒率 FEV1.0％ 70以上 %

健康診断検査結果 基準範囲一覧③
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ＭＲＩ（磁気共鳴画像）検査、ならびに頸動脈エコー（オプション）
を通じて、 症状の出る前の段階で脳や脳血管の病気（脳梗塞、動脈
瘤、脳腫瘍、動脈硬化など）を早期に発見することができます。

※完全予約制とさせていただいておりますので、検診センターまでお
電 話でお申し込みください。

※検査実施日：毎週 月・水・金曜日 午後1時30分～

伊那中央病院

〒396- 8555

健診センター、臨床検査科

伊那市小四郎久保1313-1
TEL:0265-72-3121（代）
FAX 0265-78-8653（検査室直通）
ホームページ http://www.inahp.jp/

当院の検査室は、

精度保証認証施設です

正しい検査結果を安定して提供できる施設として認定
を 受けています。

昨年との検査結果の比較なども、安心して行えます。

「脳ドック」のご案内

Rev 1.2.0

簡単な手続きと採血で、手軽に検査結果が受け取れるサービスです。

ダイエット、運動、食生活改善の効果は、なかなか目に見えるもので
は ありません。年１回の健康診断に加えて、ご自身のがんばりを血液
検査 結果で確認していただくことができます。
詳しくは病院ロビーの券売機もしくはホームページをご覧ください。

健康診断おたすけガイドブック

「ちょこっと健診」のご案内


