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検査について

＜採⾎検査について＞
⾎液検査のために主に腕の静脈から採⾎を⾏います。

⾎液は体の外に出ると固まる性質を持っているのですが、⾎球の数

を調べるような検査では⾎が固まってしまうと検査できないため、

抗凝固薬という⾎を固まらないようにする薬剤⼊りの採⾎管を⽤い

ます。

このため⽣化学検査・⾎液検査・凝固検査など検査項⽬に合わせて

採⾎管を選択しなければならないため、患者様によっては⼀度に何

本もの採⾎管でたくさん採⾎する場合がでてきます。  

<検体検査と⽣理機能検査＞
臨床検査には⼤きく分けて⼆つあり、尿や⾎液など患者さんから取

り出した材料（検体）を調べる検体検査、もうひとつは⼼電図や脳

波など患者さんの体に直接触れて⾏う⽣理機能検査があります。
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⽣化学検査

⾎液は液体成分の⾎漿（けっしょう）と、細胞成分の⾎球からなり

ます。

このうち液体成分である⾎漿には凝固因⼦が含まれ、⾎液が固まる

ときに⾎餅（けっぺい）という塊をつくります。

そのあとの残りの液体成分は⾎清(けっせい）といわれるものにな

り、多くの⽣化学検査ではこれを⽤いて検査を⾏います。

4



＜肝臓の検査＞
ＡＳＴ（GOT）・・・肝細胞もしくは⼼臓や腎臓などの臓器に多

く存在しています。細胞が破壊されると検査値が上がります。

ＡＬＴ（GPT）・・・ＡＳＴよりも肝臓に特異性があり、肝細胞

の破壊により⾎中にでてきます。

★脂肪肝の場合

糖尿病や肥満に伴う過栄養では検査値はＡＳＴ＜ＡＬＴ

アルコール性脂肪肝はＡＳＴ＞ＡＬＴとなります。

ＡＬＰ・・・肝臓や⾻、⼩腸などに含まれ、特に肝臓や胆道に障害

があると⾎液中に増加します。

ＬＤ H・・・肝細胞、⼼筋、⾻格筋、⾎球など全⾝のあらゆる細胞

に含まれています。急性肝炎や肝臓がん、あるいは⼼筋梗塞のとき

に著しく増加します。

ビリルビン（Ｂｉｌ）・・・肝機能障害や胆管障害などがあると、

増加します。
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γ－ＧＴＰ・・・肝炎、肝臓に脂肪が蓄積する脂肪肝、飲酒による

アルコール性肝障害で値が増加します。
 

ＴＰ（総たんぱく）・・・栄養不良・⽼化でも低下します。
 

ＡＬＢ（アルブミン）・・・栄養状態が悪いと下がります。また肝

機能が低下すると、肝臓のアルブミンをつくる⼒が低下するため⾎

液中の数値が下がります。
 

Ａ/Ｇ⽐（アルブミン／グロブリン）・・・肝障害、ネフローゼ症

候群、悪性腫瘍などの可能性を探ることができます。
 

C ｈ E (コリンエステラーゼ）・・・肝臓でつくられる酵素で肝

機能が低下すると値が下がります。反対に脂肪肝のときは⾼値にな

ります。
 

HCV 抗体・・・C 型肝炎に現在または過去に感染していたかがわ

かります。
 

HBs 抗原・・・B 型肝炎ウイルスに現在感染しているかがわかり

ます。
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肝臓の働き
①「代謝」 胃や腸などで消化された後、肝臓で代謝し体内で使え

る栄養にします。

②「エネルギーの貯蔵」ブドウ糖をグリコーゲンとして蓄えていま

す。

③「解毒」 アルコール、栄養素を代謝するとき体内で発⽣するア

ンモニア、薬などを無害なものにかえます。

★肝臓に中性脂肪が過剰にたまった状態（肝細胞の 30％）を脂肪

肝といいます。その原因のおよそ 7 割が肥満とアルコールとされお

り、アルコールは肝臓での中性脂肪の合成を促します。

また、お酒を飲まなくても脂質や糖分が多い⾷⽣活や運動不⾜によ

り内臓脂肪が増えると、⾮アルコール性の脂肪肝になる可能性が⾼

まります。そして割合は低いものの肝硬変に進⾏してしまうケース

もあります。

★肝臓は病気になってもすぐには症状がでないので定期的な検査が

⼤切です。
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＜脂質の検査＞
ＴＣＨＯ （総コレステロール)・・・脂質の⼀種であり、細胞膜

の成分、胆汁酸などの材料となる成分です。

T Ｇ （中性脂肪）・・・⾷後 6 時間で値が⾼くなります。特に⾷

べすぎ、アルコールの摂りすぎで値が上昇します。⾷後⼩腸で吸収

されエネルギーになりますが、過剰になると肥満、脂肪肝の原因に

なります。

ＬＤＬコレステロール・・・悪⽟コレステロール

⾎管を通ってコレステロールを全⾝に運びます。増えすぎると、⾎

管の壁に沈着し動脈硬化を起こす危険があります。

ＨＤＬコレステロール・・・善⽟コレステロール

⾎中の余分なコレステロールを肝臓に戻す運搬役であり、動脈硬化

の原因となる脂肪（ＬＤＬコレステロール）を除く働きがあります。
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★ＨＤＬ以外の脂質が⾼いと動脈硬化の原因となります。

動脈硬化の原因は、⾼脂⾎症（脂質異常症）、⾼⾎圧、糖尿病、喫

煙とされています。そのなかでも最⼤の原因は、⾼脂⾎症（脂質異

常症）です。
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＜⼼臓の検査＞
ＬＤＨ・・・⼼臓の筋⾁がこわれた⼼筋梗塞の場合にも値が上がり

ます。 

ＡＳＴ・・・⼼臓が悪い場合は、AST が ALT よりもかなり⾼い値

を⽰す場合が多いです。

ＣＫ・・・筋⾁に多く存在し⼼臓や体の筋⾁が壊れると、値が上昇

する酵素です。

トロポニンＴ・・・⼼臓の収縮に関係する蛋⽩。⼼筋梗塞が疑わし

い場合の検査です。３〜5 ｈで値が上がり始め上昇のピークは１２

〜１８ｈです。

★  ⼼筋梗塞時に時間とともに上昇していく検査項⽬  

   ＷＢＣ（⽩⾎球）発症２時間以内（上昇しない場合有）→

  トロポニンＴ（３〜５時間）→ＣＫ（３〜5 時間）→

     ＡＳＴ（３〜６時間）→ＬＤ（６〜９時間）
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＜腎臓の検査＞
腎臓は⾎液から不要な物質を濾し取る臓器です。

腎臓の働きが低下すると、濾過しきれない⽼廃物が⾎液のなかに出

てきます。

ＣＲＥ （クレアチニン）・・・筋⾁がエネルギーを使った後でる

⽼廃物で、毎⽇決まった量が腎臓から尿へ捨てられます。 

ＢＵＮ （尿素窒素）・・・蛋⽩質が利⽤された時にでるアンモニ

アを無毒化したものです。腎臓が悪い以外に脱⽔など腎臓の⾎流の

低下や蛋⽩質の取りすぎでも上昇します。

反対に蛋⽩質の摂取不⾜や尿素をつくる肝臓⾃体が悪いと値が下が

ります。 

K（カリウム）・・・腎機能が低下すると尿量が減り、⾎液中の※

電解質であるカリウムが⾼値になります 

※電解質とは

体液（細胞内液や⾎漿）に溶け、体内の⽔分量やｐ H のバランス、

筋⾁の収縮に関係するものです。 (ナトリウム カリウム ク

ロールなど。)
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ｅＧＦＲ（推定⽷球体濾過値）

   腎臓に送られた⾎液を濾過し尿を作り出すのが⽷球体という部分

で、ｅＧＦＲとは⾎液中の⽼廃物を尿へ排泄する能⼒のことです。

この値が低いほど腎臓の働きが悪いということです。年齢・性別と

⾎液中のクレアチニンの値から計算します。

★eGFR が 60 未満の場合、またはｅＧＦＲが下がっていなくても、

蛋⽩尿が 2+以上の場合や潜⾎尿と蛋⽩尿がともに陽性が続く場合

は医療機関を受診しましょう。

慢性の腎臓病は⾃覚症状がないので、健康診断などで検尿と採⾎等

による早期発⾒に努めてください。

★⾼⾎圧、糖尿病、メタボ、肥満、喫煙、腎臓病の家族歴などがあ

る⼈は慢性の腎臓病になりやすいです。
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＜膵臓の検査＞

ＡＭＹ(アミラーゼ）・・・でんぷんを分解する酵素です。

アミラーゼを分泌する膵臓や唾液腺に障害が起こって詰まった場合、

⾎液中や尿中にもアミラーゼが出てきます。

＜糖尿病の検査＞

Ｇｌｕ （⾎糖）･･･⾎液にふくまれるブドウ糖の量です。

ＨｂＡ 1 ｃ・・・約１〜2 ヶ⽉間の⾎糖コントロール状態がわかり

ます。         
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★ひとつの⾚⾎球の袋の中に無数のヘモグロビンが詰っています。

⾎管内に余っている糖に⽐例してヘモグロビンにブドウ糖がくっつ

きます。そして⼀度結合したら離れません。このブドウ糖が結合し

たヘモグロビンのうち糖尿病と密接な関係を有するものが HbA1c

で、ブドウ糖の結合した割合をパーセントであらわしています。

★貧⾎などがあると HbA1c が低く出ることがあります。

★空腹状態で⾎糖値１００ｍｇ/ｄｌ以上の⼈は糖尿病のリスクが

⾼まるとされています。

★⾎糖値は⽑細⾎管や動脈⾎の⽅が静脈⾎よりも 10〜20mg/dl ⾼

くなります。医療機関で採⾎し検査する場合（静脈⾎）よりも、⾃

⼰⾎糖管理に使⽤する簡易⾎糖測定器で⾎糖値を測る場合は（⽑細

⾎管⾎）、医療機関の値よりもやや⾼値にでることがあります。
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＜痛⾵の検査＞

ＵＡ（尿酸） ・・・⾷事（主に動物性⾷品）や、体内の新陳代謝

により古い細胞が死んで分解されることで尿酸がつくられます。

★⾎中の尿酸の濃度が⾼くなると、尿酸が結晶化し関節の炎症を起

こすだけではなく腎臓障害を引き起こすこともあります。

★⾎液中の尿酸が多くなる⾼尿酸⾎症は遺伝します。

そうなると腎臓病や尿路結⽯なども発症しやすくなるため、健康診

断を受診するなどして尿酸値の変化に気をつけましょう。
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★採⾎以外の検査

＜⾎圧測定＞
⾼⾎圧が続くと、全⾝に⾎流を送る⼼臓により強い⼒が必要となり、

⼼臓の壁が厚く肥⼤してしまいます。

それが進むと、⼼機能の低下や⼼不全につながります。

その他にも、⼼臓に養分と酸素を送り込む⾎管が硬く狭くなったり、

詰まり狭⼼症や⼼筋梗塞が起こりやすくなってしまいます。

⾼⾎圧

  最⾼⾎圧 140mmHg 以上

  最低⾎圧 90mmHg 以上

低⾎圧

  最⾼⾎圧 100mmHg 以下

  最低⾎圧 60mmHg 以下
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凝固検査

凝固検査とは ⾎のかたまりやすさがわかる検査です。

★⾎管が傷くと、その部分に⾎⼩板が集まってきて傷⼝を塞ぎ、⾎

液中の様々な因⼦のよって⽌⾎が完成します。

この⽌⾎にかかわる物質を凝固因⼦といいこれを検査します。⽣化

学検査とは違い検査には⾎漿を⽤います。 

ＰＴ（プロトロンビン時間） 

ワーファリン服⽤中の薬の量を調節するためにも測定します。

ＡＰＴＴ（活性化部分トロンボプラスチン時間） 

⾎友病の診断、ヘパリン療法の経過観察などのため測定します。

★ＰＴ活性、ＰＴ-ＩＮＲも⾎⼩板数と同じように、⾎が⽌まりや

すいかどうかの⽬安になります。
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基準値
ＰＴ        ９〜１３秒

ＡＰＴＴ      ２４〜４０秒

ＰＴ－ＩＮＲ    ０．８５〜１．１５

ＰＴ活性 ７０〜

１００％

★ＰＴ・ＡＰＴＴともに異常値の場合に肝臓が悪い可能性がありま

す。なぜなら凝固因⼦の⼤部分は肝臓で⽣産されているためです。 

またビタミンＫはその凝固因⼦⽣産に⽋かせないビタミンです。

★⾎栓が原因で起こる病気には、⼼筋梗塞、脳梗塞などが代表的で

す。この⾎栓を予防する薬の効果を確認するためにも凝固検査は⼤

切です。
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⾎液検査

＜⾎球検査＞
抗凝固薬⼊りの採⾎管でとった⾎液を⽤い検査します。

ＷＢＣ（⽩⾎球数） 細菌や異物などを排除します。成⼈に⽐べ 

          幼児の⽅が多いことが普通です。

ＲＢＣ（⾚⾎球数） 体中へ酸素を運びます。

Ｈｂ（ヘモグロビン濃度） ⾚⾎球に含まれる酸素を運搬する

             蛋⽩です。

Ｈｔ（ヘマトクリット値) ⾎液中の⾚⾎球の割合。

ＭＣＶ ⾚⾎球の⼤きさ。

ＭＣＨ ⾚⾎球中に含まれるヘモグロビンの量。

ＭＣＨＣ ⾚⾎球中に含まれるヘモグロビンの濃度。

ＰＬＴ（⾎⼩板） ⽌⾎に関係し、⾎が出た後にできる「かさぶ

         た」は、この⾎⼩板が固まったものです。

好中球 細菌などの異物を⾷べます。主に細菌感染症や炎症で

    増加します。

リンパ球 ウイルス感染症で増加。
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単球 ⾎球や異物を処理します。

好酸球 アレルギー反応で増加。

好塩基球 アレルギー反応で増加。

ＲＥＴ（網⾚⾎球⽐率） ⾚⾎球の⼀段階前のものです。⾻髄

            でどれだけ⾚⾎球がつくられている

            かわかります。 

★貧⾎について

貧⾎とは⾎液中のヘモグロビン濃度が減った状態のことです。貧⾎

になると酸素を運ぶヘモグロビン濃度の低下のため、体に送られる

酸素が不⾜します。

貧⾎になるとその酸素不⾜を補うため 多くの⾎を体にまわそうと

⼼臓が働きすぎて、放っておくと⼼臓に負担がかかり悪くなってし

まうことがあります。
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＜⽩⾎球分画＞
★⽩⾎球は 5 種類の分画（好中球、リンパ球、単球、好酸球、

好塩基球）からなり、それらをまとめて⽩⾎球といいます。

★⽩⾎球の数値が異常な場合に⽩⾎球分画の割合（％）をみてどの

分画に異常があるのか調べます。

各分画にはそれぞれ役割があるので、その増減で感染症か炎症かお

およそ推察することができます。

•好中球 ： 急性の炎症（細菌感染症など）、外傷、⼼筋梗塞

•リンパ球 ： ウイルス感染症、伝染性単核症

•好酸球 ： アレルギー性疾患（喘息・花粉症など）、寄⽣⾍疾患

•好塩基球：慢性⾻髄性⽩⾎病など

•単球 ： 感染症、⿇疹、⽔痘など 
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⼀般検査

＜尿検査＞
★尿は、腎臓で作られます。

通常は、不要な成分は尿を通じて体外に排泄されますが、体に異常

があると尿中に本来は含まれてはならないものが混じってきます。

尿検査は試験紙を⽤いてを調べる尿定性検査と顕微鏡を⽤いて尿中

の成分を調べる尿沈渣検査の２つがあります。

＜尿定性検査＞
蛋⽩  腎臓が悪いと尿中に蛋⽩がもれでてきます。

糖  糖尿病などで尿中にでてきます。

潜⾎ 結⽯があったり※泌尿器系での出⾎が疑われます。

ケトン体  糖尿病、脱⽔、飢餓状態（妊娠・ダイエット）など 

      で尿中に出てきます。

ビリルビン  肝障害や胆道閉塞で尿にでてきます。

⽐重    腎臓の尿濃縮能⼒や体内の⽔分状態がわかります。
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ウロビリノーゲン  正常なら尿中に出てきます。

⽩⾎球  細菌感染などで尿中に増加します。

亜硝酸塩  細菌がいれば尿中の硝酸塩を亜硝酸塩へかえるため

      尿路感染症の診断に⽤います。ただし全ての細菌に

      あてはまるわけではありません。

＜尿沈渣検査＞
尿を遠⼼分離器にかけて

沈殿した成分（⾚⾎球、⽩⾎球、上⽪細胞、円柱など）を顕微鏡で

観察する検査です。

（※泌尿器とは・・・腎臓、尿管、膀胱、尿道の総称。）
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 尿検査基準値

＜尿定性検査＞
ｐＨ      4.5〜8.0

蛋⽩         （－）

糖     （－）

ケトン体  （－）

⽐重   1.010〜1.030

ビリルビン （－）

ウロビリノーゲン   （＋）か（＋－）

⽩⾎球   （－）

亜硝酸塩   （－）
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＜尿沈渣検査＞      

⾚⾎球    ４個以下（1 視野あたり） 

⽩⾎球   ４個以下（1 視野あたり） 

円柱       １つでもみつかると病的なものからそう

でないものまであります。

上⽪細胞   少数（全視野あたり）

25



＜便中ヒトヘモグロビン検査＞
⼤腸にポリープや癌などがある場合の出⾎の有無を検査します。た

だし胃など上部消化管からの出⾎は検査できません。むらのある出

⾎の⾒落としを少なくするために複数回の検査が必要です。

●基準値 陰性（－）

★保存について 

室温かそれ以上の温度の場所で放置しておくと、ヘモグロビンが壊

れて陰性（－）なってしまう可能性があるので、冷暗所保存か室温

保存では 3 ⽇以内に検査をするのが理想です。
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⽣理機能検査

＜⼼臓や肺の機能の検査＞
●⼼電図

⼼臓が動く際の電気信号を⼿⾸と⾜⾸と胸に６つの電極といわれる

ものを貼り付け記録します。

●ホルター⼼電図

24 時間⼩型の機械を胸に装着し⼼電図を記録していきます。普段

どおりの⽣活をしていただき⽇常⽣活での不整脈などを発⾒します。

（注意！ 機械が⽔に濡れるようなことや電気⽑布の使⽤は避けて

ください。）

              

●負荷⼼電図検査

⼀定時間踏み台を上り下りし⼼臓に負荷をかけ、安静時との⼼電図

波形の変化をみます。
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●肺機能検査

息を吸ったり吐いたりして肺の働きや気管⽀の状態などを調べます。

スパイロメータという機械を⽤い、⿐から空気が漏れないようにク

リップでつまみ、筒状の管をくわえて⾏います。

★患者様の努⼒しだいで正常範囲か否か結果が⼤きくかわってしま

いますので、検査技師の指⽰に従ってできる限りがんばって息を

吸ったり吐いたりしてください。
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＜検査前の⾷事に気をつけましょう＞

⾷事で検査値が変動してしまう項⽬について

上昇 ⾼脂肪⾷ ＴＧ 

     ＡＬＰ（⾎液型が B 型と O 型の場合⾷後⾼値）

⾼糖質⾷ Ｇｌｕ（⾎糖）  インスリン 

⾼蛋⽩⾷ ＢＵＮ  ＵＡ 

下降 ビリルビン・・・胆汁として排出されるてしまうので⾷後 

        低下。

      ※胆汁とは脂肪の消化吸収を助ける消化です。

脱⽔で上昇 ＢＵＮ ＣＲＥ ＴＰ ＡＬＢ  ＵＡ 

ナトリウム ⾚⾎球   

運動後上昇   ＣＫ ＡＳＴ  ＡＬＴ  ＬＤ 

飲酒で上昇 γ－ＧＴＰ  ＴＧ
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★空腹時に採⾎をする指⽰があった場合は⽔、お茶などは特に問題

はありませんが スポーツドリンクなどは検査値に影響しますので、

控えるようにしてください。

（⾷後 8〜10 時間が経過した状態を空腹時といいます。）

★だいたい検査の 2 時間前にサプリメントや飲料⽔などでビタミン

Ｃを多くとると、尿検査の潜⾎・ブドウ糖・ビリルビン・亜硝酸塩

がなどの反応が抑えられ正確な結果がでないことがあります。
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⽣化学基準値
総蛋⽩ 6.6〜8.1 g/dl

ｱﾙﾌﾞﾐﾝ 4.1〜5.1 g/dl

総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 142〜248 mg/dl

中性脂肪
男：40〜234 mg/dl

⼥：30〜117 mg/dl

HDL
男：38〜90 mg/dl

⼥：48〜103 mg/dl

LDL 65〜163 mg/dl

BUN（尿素窒素） 8〜20 mg/dl

ｸﾚｱﾁﾆﾝ
男：0.65〜1.07 mg/dl

⼥：0.46〜0.79 mg/dl

UA(尿酸）
男：3.7〜7.8 mg/dl

⼥：2.6〜5.5 mg/dl
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ナトリウム 138〜145 mmol/l

カリウム 3.6〜4.8 mmol/l

クロール 101〜108 mmol/l

⾎糖 73〜109 mg/dl

HbA1c 4.9〜6.0 ％

CK

（クレアチンホスホキナーゼ）

男：59〜248 U/l

⼥：41〜153 U/l

CRP 0.00〜0.14 mg/dl

カルシウム 8.8〜10.1 mg/dl

ALP

（アルカリホスファターゼ）
106〜322 U/l

総ビリルビン 0.4〜1.5 mg/dl

γ ー GTP
男：13〜64 U/l

⼥：9〜32 U/l

AST 13〜30 U/l
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ALT
男：10〜42 U/l

⼥：7〜23 U/l

LD 124〜222 U/l

ChE（コリンエステラーゼ）
男：240〜486 U/l

⼥：201〜421 U/l

AMY（アミラーゼ） 44〜132 U/l

Fe（鉄） 40〜188 μg/dl
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⾎液基準値
⽩⾎球数（ＷＢＣ） 33〜86×102/μl

⾚⾎球数（ＲＢＣ）
男：435〜555×104/μl

⼥：386〜492×104/μl

ヘモグロビン（Ｈ b）
男：13.7〜16.8  ｇ/dl

⼥：11.6〜14.8 ｇ/dl

ヘマトクリット（Ｈ t）
男：40.7〜50.1 ％

⼥：35.1〜44.4 ％

ＭＣＶ 83.6〜98.2 fl

ＭＣＨ 27.5〜33.2 pg

ＭＣＨＣ 31.7〜35.3 ｇ/dl

⾎⼩板数（ＰＬＴ） 15.8〜34.8×104/μl

網状⾚⾎球⽐率（Ｒｅｔ） 3〜11 ‰
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＜⽩⾎球分画＞

好中球 40〜71％

リンパ球 26〜46％

単球 1〜7 ％

好酸球 0〜7 ％

好塩基球 0〜1％

★基準範囲は施設ごとに異なることがあります。

また測定⽅法・測定試薬によっても違いがありますので他の医療機

関との検査結果を⽐べる際はご注意ください。

★検査結果は基準値で判断しますが、基準値から外れているからと

⾔って、必ずしも異常であるとは限りません。

気になる点については、決して素⼈判断せず主治医に相談してみて

ください。

35



  

                                                           

甲賀市⽴ みなくち診療所

所在地/〒528-0049 滋賀県甲賀市⽔⼝町貴⽣川２９３－１

電話番号/0748-62-3346   FAX/0748-63-1728


