
 私たちのからだは、日々のストレスや感染源など、外的（外敵）要因に晒されながらも、健康な

状態を維持しようと、体内環境を整えています。ストレスを溜め込み過ぎず、かつ、日頃の生活習慣
が良好であれば、調整機構は順調に機能します。しかし、日々の生活の中で、自分自身の生活習慣が
適切なのかどうかを振り返ることはあまり無く、病気になって初めて、自分のからだや生活習慣につ
いて考え始める方が大半なのではないでしょうか？ 

 定期健康診断や人間ドックの結果は、みなさんが「どのような道を通って来たのか」「今どの地点
に立っているのか」「どのような生活をしていけばより良い道に到達できるのか」を示す地図の役割
を担っています。 

 健康の迷子になってしまわないように、少なくとも1年に1回は健康診断を受けましょう！ 

 

＊健康診断結果の見方＊  
※基準値は、当院（エヌ・ケイ・クリニック）の値で表示しております。 

健康診断を有効に活用しましょう！ 

平成26年度 6月 健康だより 

検査項目 検査の目的 基準値 保健指導判定値 受診勧奨判定値 

血圧 
心臓から全身に血液が
送り出される際に血管
にかかる圧力を調べる。 

- 
収縮期（上）150以上 
拡張期（下） 90以上 

収縮期（上）160以上 
拡張期（下）100以上 

中性脂肪 
血液中に含まれる脂質
の量を調べる。 

35 ～149mg/dl 
150 ～ 399mg/dl 
 27mg/dl 以下 

400 mg/dl 以上 

HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 
善玉コレステロール 
血液中に含まれる脂質
の量を調べる。 

男性 40 ～86mg/dl 
女性 40 ～96mg/dl 

男女  39mg/dl以下 
男性  92mg/dl以上 
女性111mg/dl以上 

― 

LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 
悪玉コレステロール 
血液中に含まれる脂質
の量を調べる。 

70 ～139mg/dl 140 ～ 179mg/dl 180 mg/dl 以上 

AST(GOT) 

主に、肝臓が障害され
ていないかを調べる。 
心臓・腎臓・筋肉など
の臓器や組織に障害が
起きている場合も上昇
する。 

10 ～  40 U/l   47 ～   93  U/l  94 U/l 以上 

ALT(GPT) 
主に、肝臓が障害され
ていないかを調べる。 

  5 ～  45 U/l   52 ～ 99  U/l 100  U/l 以上 

γ-GTP 
主に、肝機能の障害は
ないかを調べる。 

男性 75 U/l 以下
女性 45 U/l 以下 

101 ～ 119 U/l  120  U/l 以上 

尿酸 
痛風、尿路結石症など
に繋がる高尿酸値の状
態にないかを調べる。 

男性3.7 ～ 7.0mg/dl 
女性2.5 ～ 7.0mg/dl 

男性 7.9 ～ 8.9 mg/dl 
女性 7.5 ～ 7.9 mg/dl 

男性 9.0 mg/dl 以上 
女性 8.0 mg/dl 以上 
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※基準値は、当院（エヌ・ケイ・クリニック）の値で表示しております。 

 

検査項目 検査の目的 基準値 保健指導判定値 受診勧奨判定値 

空腹時血糖 

血液中に含まれるブ
ドウ糖の量を調べる。
高い場合は糖尿病が
疑われる。 

70 ～ 109mg/dl 
110～125mg/dl 
  41～   59mg/dl 

126mg/dl 以上 
   40mg/dl 以下 

HbA1c(NGSP値) 
過去１～2か月の 
血糖値の平均を調べ
る。 

4.6 ～ 5.8 % 
   5.9 ～ 6.4 % 

4.1 % 以下 
6.5 % 以上 

尿素窒素 
腎臓の排泄機能に問
題はないかを調べる。 

8.0 ～ 20.0mg/dl 
26.0 ～ 28.9 mg/dl 

5.0 mg/dl 以下 29.0 mg/dl 以上 

クレアチニン 
腎機能は低下してい
ないかを調べる。 

男性0.61～1.04mg/dl 
女性0.47～0.79mg/dl 

男性 1.61-1.89mg/dl 
        0.50mg/dl以下 
女性 1.41-1.79mg/dl 
        0.30mg/dl以下 

男性1.90mg/dl 以上 
女性1.80mg/dl 以上 

赤血球 

血液中の赤血球数を
調べる。主に、貧
血・多血症はないか
の指標となる。 

男性427～570万/㎕ 
女性376～500万/㎕ 

男性601-699万/㎕ 
      331-399万/㎕  
女性541-599万/㎕ 
       300-339万/㎕ 

男性 700万/㎕ 以上 
       330万/㎕ 以下 
女性 600万/㎕ 以上 
       299万/㎕ 以下 

血色素(ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ) 

赤血球中の酸素を運
ぶたんぱくの量を調
べる。貧血はないか
の指標となる。 

男性13.5～17.6g/dl 
女性11.3～15.2g/dl 

男性        ― 
     10.0～12.1g/dl 
女性 16.5～17.9g/dl 
           9.0～10.1g/dl 

男性  19g/dl  以上 
        9.9g/dl  以下 
女性  18g/dl  以上 
        8.9g/dl  以下 

ヘマクリット 

血液中に占める血球
の割合を調べる。 
貧血・多血症はない
かの指標となる。 

男性 39.8 ～ 51.8 % 
女性 33.4 ～ 44.9 % 

男性 57.1 ～ 59.9 % 
       35.0 ～ 38.4 % 
女性 55.0 ～ 55.9 % 
       27.0 ～ 31.9 % 

男性 60.0  %  以上 
       34.9  %  以下 
女性 56.0  %  以上 
       26.9  %  以下 

 
 
 
 

食 事 （ﾊﾟﾀｰﾝ①） 
 

①腹八分目、ＢＭＩ25未満を心がける。 
 
②肉の脂身、揚げ物、乳製品、卵黄の  
 過剰摂取に注意し、魚・大豆を増やす。 
 
③野菜・果物・玄米・全粒ﾊﾟﾝなどの未精 
 製穀類・海藻の摂取量を増やす。 
 
④減塩（１日8g未満、既に高血圧の方は 
 6g未満を目標に！） 
 
⑤節酒（１日１合まで休肝日２日が理想） 

 
 

運 動 
 

ウォーキング、ジョギン
グなどの有酸素運動を毎
日３０分以上行う。 

禁 煙 
 
 

食 事 （ﾊﾟﾀｰﾝ②） 
～赤血球・血色素・ヘマクリット値が 
  低く貧血傾向の方へ～ 
 

①1日3食規則正しく食べる。 
②レバー類、ひじき、青菜、 
 豆製品など鉄分を多く含む 
 食品を摂る。 
③鉄分の吸収を高めるビタミ 
 ンCを多く含む果物、野菜、 
 イモ類を摂る。 
④良質なたんぱく質および 
 ビタミンB群を多く含む豚 
 肉、卵、牛乳などを摂る。 

保健指導判定値に該当する方は、下記の食事・運動・禁煙など生活習慣の改善に努め、悪化しないよ
うに注意が必要です！受診勧奨判定値の方は、早めにお近くの医療機関をご受診下さい！ 


