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「病院でもらった検査結果の見方が分からない」という声をよく耳にします。今回は、検査値について 

項目ごとに解説したいと思います。 

 

 

 

 

 

           

 

検査項目 説明 参考値

残尿量 排尿後、膀胱に残っている尿の量を測定する検査です。 50以下

尿色調
一般的には黄色調ですが、薬剤などの影響で赤色～橙黄色～茶褐色など

様々な色を示すことがあります。
淡 黄 色 ～黄色

尿混濁
細菌感染（膀胱炎等）によって混濁する事があります。また食事由来の塩

類の結晶により、混濁することもあります。
（－）

尿比重 腎臓での尿の濃縮力を知る指標の一つです 1.005 ～1.030

尿pH 食事や運動などの生理的要因により、変動します。 5.0～8.0

尿蛋白

慢性腎臓病、腎炎、尿路感染症など腎臓や尿路等の病気発見の手がかりに

なります。高熱が出た時の熱性蛋白尿や起立性蛋白尿、一過性の過労等で

陽性となることがあります。

（－）

尿糖（定性）
糖尿病、腎性糖尿などで陽性となります。尿糖が陽性でも糖尿病とは限ら

ず、血糖値等によって判定する必要があります。
（－）

ウロビリノーゲン
急性・慢性肝炎や胆管結石など肝臓や胆のうの疾患を疑います。確定診断

には血液一般検査、生化学検査などが必要です。
（±）

尿潜血

膀胱炎、腎臓や尿管の結石など尿の通り道に異常があると、尿の中にわず

かに赤血球が混じることがあります。前立腺炎や泌尿器系の悪性腫瘍等で

も陽性となることがあります。

（－）

尿ケトン体
通常は陰性です。重症糖尿病、飢餓、嘔吐、下痢、妊娠悪阻、小児自家中

毒などで陽性となります。
（－）

尿ビリルビン
通常は陰性です。肝炎、肝硬変、膵頭部癌、総胆管結石など黄疸の場合に

陽性となります。
（－）

白血球（尿中）
膀胱炎、尿道炎などの尿路感染症や腎炎、ネフローゼ症候群などで陽性と

なります。
（－）

尿亜硝酸塩 細菌性膀胱炎など尿中に細菌がいると陽性となります。 （－）

尿検査 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝臓系検査 

血球系検査 

検査項目 説明 参考値

白血球数

白血球は生体を細菌やウイルスから守る免疫に役立つ細胞です。白血球の

増加や減少は、身体のどこかに細菌などが入り込んだり炎症を起こしてい

ることを示しています。

33～86 ×10²/μL

赤血球数
赤血球は身体に酸素を運ぶ血球成分です。赤血球が減少しているときは、

出血や貧血などの可能性があります。

男435～555×10
4
/μL

女386～492×104/μL

ヘモグロビン
赤血球に含まれる色素で全身の細胞へ酸素を運ぶ中心的な役割を担ってい

ます。主に貧血の程度を示唆します。

男13.7 ～16.8g/dL

女11.6～14.8g/dL

ヘマトクリット
血液中に含まれる赤血球の割合を％で表した数値で、貧血の程度の指標と

なります。

男40.7 ～50.1%

女35.1 ～44.4%

MCV 平均赤血球容積と呼び、赤血球一個あたりの容積（大きさ）を示します 83.6 ～98.2fL

MCH
平均赤血球ヘモグロビン量と呼び、赤血球一個あたりに含まれるヘモグロ

ビン量を示します。
27.5 ～33.2pg

MCHC
平均赤血球ヘモグロビン濃度と呼び、赤血球の一定容積に対するヘモグロ

ビン量の比を示します。
31.7 ～35.3%

血小板数
血小板は、出血したときに血液を固めて止血する働きがあります。止血能

力の指標のひとつになります。
15.8 ～34.8×10

4
/μL

検査項目 説明 参考値

総蛋白
血液中の総たんぱくの量を表します。栄養状態を調べるためなどに使用さ

れます。
6.6～8.1g/dL

アルブミン
肝臓で作られた全身の栄養状態の指標となる蛋白質で、肝臓の病気や腎臓

の機能の低下で低くなります。
4.1～5.1g/dL 

A/G比 血中のアルブミン(A)とグロブリン総量(G)の比を算出したものです。 1.32～2.23

AST（GOT）
肝細胞、心筋、筋肉の細胞に多く含まれている酵素で、肝障害や心筋梗塞

などで高くなります。
13～30U/L

ALT（GPT）
肝臓に多く含まれている酵素で肝臓や胆道の病気で高くなります。肝臓細

胞の障害を敏感に反映します。

男 10～42U/L

女 7～23U/L

γ-GTP 肝臓や胆道の病気で異常を示し、アルコール性肝障害でも高くなります。
男 13～64U/L

女 9～32U/L

ALP
肝臓・胆道や骨の状態を見ています。成長期にある小児は成人より高い値

を示します。
106～322U/L

LD（LDH）
広く体内各臓器に分布する酵素で、臓器の損傷の程度をみる一次的な検査

として重要です。特に肝臓、血液疾患などの病気で高くなります。
124～222U/L

総ビリルビン 胆汁色素で、主に肝臓・胆道障害で高くなり、黄疸の指標になります。 0.4～1.5mg/dL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 浸透圧：濃度の低い液体が濃度の高い液体へ移動する圧力のこと 

 

検査項目 説明 参考値

尿素窒素 腎臓から排泄される老廃物の1つで、腎機能が悪くなると増加します。 8.0～20.0mg/dL

尿酸
組織の破壊や、腎臓での排泄の低下などで高くなります。関節に沈着する

と痛風を、腎臓に沈着すると腎障害を起こします。

男 3.7～7.8mg/dL

女 2.6～5.5mg/dL

クレアチニン
クレアチニンは筋肉で作られる老廃物の1つで、そのほとんどが腎臓から排

泄されるため、腎機能が悪くなると増加します。

男 0.65 ～1.07mg/dL

女 0.46～0.79mg/dL

ｅ-GFR

腎臓が老廃物を排泄する能力を調べる検査です。クレアチニンの値と年

齢、性別から推算します。慢性腎臓病（CKD）の診断、重症度判定に用い

られます。

60.0mL/min 以上

検査項目 説明 参考値

ＴＣ
体の脂肪成分の一つで、血管を強化する物質として重要です。多すぎると

動脈硬化症などの生活習慣病の原因となります。
142～248mg/dL

ＴＧ
体の脂肪成分の一つで、多すぎると動脈硬化の原因となります。食後に高

くなります。

男 40～234mg/dL

女 30～117mg/dL

ＨＤＬ
善玉コレステロールと呼ばれ、血管に付着したコレステロールを取り除

き、動脈硬化を防ぎます。

男 38～90mg/dL

女 48～103mg/dL

ＬＤＬ
悪玉コレステロールと呼ばれ、増加するとコレステロールが血管壁に溜ま

り、動脈硬化を促進します。動脈硬化の直接的な危険因子です。
65～163mg/dL

検査項目 説明 参考値

ナトリウム（Na）
水分調整や浸透圧に関わり、バランスが大きく崩れると意識障害を引き起

こすことがあります。脱水などで高い値となります。
138～145mEq/L

カリウム（K）
酸とアルカリのバランスを保つことや浸透圧の維持、筋肉や神経系に深く

関わる主要電解質です。
3.6～4.8mEq/L

クロール（Cl） ナトリウムと共に水分保持や浸透圧調整に必要な電解質です 101～108mEq/L

カルシウム（Ca）
骨の病気やさまざまな内分泌の病気で変動します。また、心臓や血管の働

きにも重要な役割を果たします。
8.8～10.1mg/dL

無機リン（P）
骨や歯の成分で、カルシウムとともにその異常は骨代謝異常や内分泌疾患

が疑われます。
2.7～4.6mg/dL

腎臓系検査 

脂質系検査 

電解質検査 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲載の参考値は実際に健診機関で使われている値や、各学会が示している値を掲載していますが、健診機関や

測定法などにより異なることがありますので、あくまでも目安として考えてください。 

また、参考値外であっても即病気と判断されるわけではありません。総合的な判断は問診・診察等とともに行

われます。またここに掲載していない検査項目もありますので、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

生活向上 web https://www.seikatsu-kojo.jp/  

 

 

 

 

検査項目 説明 参考値

PSA（前立腺特異抗原）

前立腺に関連する物質で前立腺がんの早期発見や再発の確認に役立つと考

えられています。ただし前立腺肥大や前立腺炎、尿道刺激後にも上昇する

ことがあります。

0～4ng/mL

検査項目 説明 参考値

炎症反応（CRP） 炎症や組織の損傷で上昇します。 0.00～0.14mg/dL

検査項目 説明 参考値

HbA1C（NGSP）
血液中のヘモグロビンにブドウ糖が結合したもので、1～2ヶ月の血糖値の

変動を反映します。
4.9～6.0 %

GA
 血液中のすべてのアルブミンのうちグリコアルブミンがどのくらいの割合

を占めているかを表す検査で、1-2週間の血糖値の変動を反映します。
11～16％

検査項目 説明 参考値

CK
心臓や骨格筋などの損傷の程度を反映します。心筋梗塞などの心臓病や筋

肉の病気で高くなります。

男 59～248U/L

女 41～153U/L

参考ホームページ 

糖代謝系検査 

感染症系検査 

腫瘍マーカー検査 

筋肉系の検査 



 

 

 

  
頭を動かさずに目だけで 1から 35まで数字を順に追います。 体操① 

 

体操② 

１．左右交互にリズミカルにウィンク  

10～20回 

 

２．1と同様に少しスピードを速めてウィンク  

10～20回 

 

３．意識的にギュッと強めに左右交互にウィンク  

10～20回 

 

４．最後に両目をギュッと閉じてパッと開き瞬き 

 3回 

ウィンクをすると目の周りがほぐれ、 

過度な刺激で涙がゆきわたって目がすっきりしま

す。 

 

 

 ※目の体操は無理せず行ってください 



 

 

 
 

 

「目」疲れていませんか？ 

 
新型コロナウイルスの影響で不要不急の外出を控えるようになり、テレビやスマホ

を見る時間が増えていませんか？ 

そんなあなたに目に良い食べ物と手軽にできる目の体操をご紹介します。 

 

ビタミン B6 
水晶体や毛様体筋の代謝に役立ちます。 

【例】カツオ、マグロ、サンマ、バナナなど 

角膜炎の予防に役立ちます。 

【例】納豆、レバー、牛乳、ウナギなど 

目の老化防止や白内障予防に効果のある栄養素です。 

【例】アーモンド、植物油、魚卵（イクラ、筋子）など 

網膜の働きを高め視力回復に役立ちます。 

【例】青魚（イワシ、サンマ）など 

疲れ目予防に役立ちます。 

【例】豚肉、ウナギ、ナッツ類など 

暗い所で光を感知する物質を体内で生成するのに必要な

栄養素です。目の粘膜を保護する働きもあります。 

【例】ウナギ、レバー、筋子、人参、南瓜など 

ビタミン B2 

ビタミン E 

DHA 

ビタミン B1 

ビタミン A 


