(プチ検診で、追加したい検査項目）
ピンクはトｯピング検査項目・その他はプチ検診実施中の項目
検査項目
料金

一般名・参考基準
値

高値を示す代表的疾患

ＴＰ・110 円

総タンパク
6.7～8.3 ｇ/dl

ＡＬＢ・１１０円

アルブミン
3.8～5.3 ｇ/ｄｌ

Ａ/Ｇ比
計算値

アルブミンとグロブミ
高値化はまれ
ン比 1.2～1.8

ＴＴＴ・110 円

チモール混濁反応
4.0 以下 Ｍ・Ｕ

低値を示す代表的疾患

血液濃縮・脱水

血液希釈・栄養不足・慢性肝
炎・ネフローゼ・悪性腫瘍

高値化はまれ

栄養失調・肝臓病・ネフロー
ゼ・漏出性胃腸病・悪性腫瘍
甲状腺機能亢進
アルブミンの減少
グロブリンの増加

急性肝炎・慢性活動性肝炎・
肝硬変・閉鎖性黄疸・多発性骨
髄腫

ＺＴＴ・１１０円

慢性肝炎・肝硬変・結核・自己
閉鎖性黄疸・タンパク尿を伴う
硫酸亜鉛混濁試験 免疫疾患・膠原病・リュウマチ
腎疾患・糖尿病・悪性高血圧・
2.0～10.0 Ｋ・Ｕ
多発性骨髄腫・サルコイドーシ
高 γ-グロブリン血症
ス

ＡＳＴ・１７０円

ＡＬＴ/ＡＳＴ＞１アルコール性肝
ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｱﾐﾉﾄﾗﾝ 急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変
炎や肝硬変 ＡＬＴ/ＡＳＴ＜１ｳｲ
ｽﾌｪﾗｰｾﾞ
（ＧＯ 脂肪肝・ｱﾙｺｰﾙ性肝炎・心筋梗
ﾙｽ性肝炎・慢性活動性肝炎・
Ｔ）８～３８ U/l
塞 ・肝腫瘍
薬物性肝炎

ＡＬＴ・１７０円

（ＧＰＴ）４～４４ U/l

急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変・
脂肪肝・心筋梗塞・胆汁うっ滞

同上

ｶﾞﾝﾏｰｸﾞﾙﾀﾐｰﾙﾄﾗ ｱﾙｺｰﾙ性肝炎・原発性胆汁性
ﾝｽﾍﾟﾌﾟﾁﾀｰｾﾞ 男 肝硬変・急性肝炎・脂肪肝・肝
γＧＴＰ・１１０円
18～66 U/l
硬変・肝癌・胆のう癌・心筋梗
女 10～55 U/l
塞
ＣＨＥ・１１０円

ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ
185～431 U/l

高血圧症・甲状腺機能亢進症 悪性腫瘍・肝癌・肝硬変・結核・
脂肪肝・喘息・糖尿病・ネフロー 粘液水腫・白血病・貧血・慢性
ゼ
肝炎

ｸﾚｱﾁﾝｷﾅｰｾﾞ
ＣＫ（ＣＰＫ）１１０
男 61～255 U/l
円
女 45～170 U/l

心筋梗塞・筋ｼﾞｽﾄﾙﾌｨｰ・脳血
管障害急性期・甲状腺機能低
下

全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ・甲状腺機
能亢進症・ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤投与

急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変
閉鎖性黄疸・転移性骨腫瘍
骨軟化症・くる病・Ｐｅｇet 病

閉鎖性黄疸Ⅰ型・転移性肝癌
Ⅰ型・肝炎・肝硬変・肺癌・白血
病
潰瘍性大腸炎極期

ＡＬＰ・１１０円

ｱﾙｶﾘﾌｫｽﾌｧﾀｰｾﾞ
104～338 Ｕ/ｌ

ＬＡＰ・110 円

胆汁欝滞・肝腫瘍・急性肝炎・
ﾛｲｼﾝｱﾐﾉﾍﾟﾌﾟﾁﾀｰｾﾞ
慢性肝炎・肝硬変・脂肪肝・
30～70 Ｕ/ｌ
急性膵炎・膵頭部癌・妊娠

ＬＤ（ＬＤＨ）１１０ 乳酸脱水素酵素
円
106～211 Ｕ/ｌ

ＡＭＹ ・110 円

血清アミラーゼ
34～121 Ｕ/ｌ

総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ
Ｔ－ＢｉＬ・110 円
0.2～1.2 ｍｇ/ｄｌ
Ｄ－ＢｉＬ・110
円

Ｉ－ＢｉＬ

ＧＬＵ・110 円

直接ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ
0～0.4 ｍｇ/ｄｌ

悪性腫瘍・肺癌・悪性貧血・悪
性リンパ腫・肝硬変・間質性肺
炎
急性肝炎・劇症肝炎・心筋梗塞
多発性筋炎・伝染性単核球症
白血病・溶血性貧血

糖尿病・放射線治療
Ｈサブユニット欠損症
Ｍサブユニット欠損症
先天性Ｈ型ＬＤＨ欠損症

急性膵炎・慢性膵炎・胆石・耳
慢性膵炎の末期・膵がんの末
下腺炎・ｱﾐﾗｰｾﾞ産生腫瘍
期・肝硬変
糖尿病昏睡
閉鎖性黄疸・肝細胞障害性黄
疸
・肝疾患
急性肝炎・肝硬変・劇症肝炎・
肝癌・脂肪肝・閉鎖性黄疸・ﾚﾌﾟ
ﾁｽﾋﾟﾗ病・膵頭部癌・

先天性溶血疾患・後天性溶血
間接ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ・計算
疾患・悪性貧血・慢性骨髄性白
値 0.2～0.8 ｍｇ/ｄｌ
血病・ﾎﾟﾙﾌｨﾘｱ・薬剤中毒
ｸﾞﾙｺｰｽ（血糖値）
75～110 ｍｇ/ｄｌ

糖尿病・慢性膵炎・褐色細胞
腫・肝硬変・ｸｯｼﾝｸﾞ症候群
ｸﾞﾙｶｺﾞﾉｰﾏ・原発性ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛ
ﾝ症・心筋梗塞・先端巨大症
急性腎炎・慢性腎炎・尿毒症ﾈ
ﾌﾛｰｾﾞ症候群・腎盂腎炎
腎結石・腎梗塞・腎腫瘍
脱水・高熱・前立腺肥大症

低血糖・糖原病・ｲﾝｽﾘﾝ自己免
疫症候群・ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ欠損症
ｱｼﾞｿﾝ病・ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ分泌腫瘍
ACTH 単独欠損症
腎不全・尿崩症・妊娠晩期

BUN・110 円

尿素窒素 8～22
mg/dl

CRE・110 円

ｸﾚｱﾁﾆﾝ 男 0.4～1.1 急性糸球体腎炎・慢性糸球体 筋ｼﾞﾌﾄﾛﾌｨｰ・尿崩症

ﾘﾎﾟｲﾄﾞﾈﾌﾛｰｼｽ・先端巨大症
中毒性肝炎・急性黄色肝萎縮

ｍｇ/ｄｌ
女 0.3～
0.8 mg/dl

腎炎・急性腎炎・慢性腎炎
欝血性心不全・ショック・出血
火傷・脱水症

UA・110 円

尿酸 男 3.0～8.3
ｍｇ/ｄｌ
女 2.5～6.3
ｍｇ/ｄｌ

TCho・170 円

原発性高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症・続発
性ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症・糖尿病
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 130～
甲状腺機能低下症・ﾈﾌﾛｰｾﾞ
220 ｍｇ/ｄｌ
症候群・胆道閉塞・骨髄腫
悪性腫瘍・ｽﾃﾛｲﾄﾞ長期投与

本態性低ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症・無 β
ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ血症・低 β ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ
血症・α ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ欠損症・続発
性ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症・肝疾患
甲状腺機能亢進症

HDL・170 円

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(善玉
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
）
家族性高 HDL 血症・高ﾋﾞﾘﾙ
男 42～67ｍｇ/ｄ ﾋﾞﾝ血症・長寿症候群・
ｌ
運動によって高値
女 49～74ｍｇ/ｄ
ｌ

低 HDL 血症・Tangier 病・肝不
全・腎不全・肥満・糖尿病・虚血
性血管障害・脳梗塞・喫煙
薬物（ｴｽﾄﾛｹﾞﾝ・ｲﾝｽﾘﾝ・ｽﾃﾛｲ
ﾄﾞ）

LDL・180 円

Ⅱα 型高脂血症・糖尿病・
LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ（悪
肥満症・甲状腺機能低下症
玉ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群・閉鎖性黄疸
） 70～139 ｍｇ/ｄｌ
ｽﾃﾛｲﾄﾞ剤投与

LDL 欠損症・甲状腺機能亢進
症・慢性肝炎・肝硬変・吸収不
良症候群

TG・110 円

ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸﾘﾊﾟｰｾﾞ欠損症・原発
性高ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ血症・家族性 β
ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ・中性脂 ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ血症・Tangier 病・肝・
肪
胆道疾患・膵炎・腎疾患・
30～150 ｍｇ/ｄｌ 閉鎖性黄疸・動脈硬化・尿毒
症・ｽﾃﾛｲﾄﾞ投与・ 甲状腺機能
低下症

無 β ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ血症・下垂体機
能低下症・甲状腺機能亢進症・
ｱｼﾞｿﾝ病・慢性肝炎・肝硬変・吸
収不良症候群・ﾍﾊﾟﾘﾝ
投与・ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝ硫酸投与

Fe・110 円

血清鉄 男 54～181
再生不良性貧血・鉄芽球性貧
μｇ/ｄｌ
血・ﾍﾉｸﾛﾏﾄｰｼｽ・急性肝障害
女 43～171
μｇ/ｄｌ

鉄欠乏性貧血・感染症・慢性疾
患・真性多血症・悪性腫瘍

TIBC・計算値

総鉄結合能
男 253～365 μｇ/
鉄欠乏性貧血・真性多血症
ｄｌ
女 246～410 μｇ/

悪性腫瘍・ﾈﾌﾛｰｾﾞ・感染症

痛風・腎不全・白血病・悪性ﾘﾝ ｷｻﾝﾁﾝ尿症・ｼｽﾁﾝ尿症・重傷
ﾊﾟ腫・溶血性貧血
肝障害・ﾎｼﾞｷﾝ病・ｳｲﾙｿﾝ病

ｄｌ

UIBC・110 円

Ca・110 円

IP・110 円

不飽和鉄結合能
男 111～255 μｇ/
ｄｌ
鉄欠乏性貧血・真性多血症
女 137～325 μｇ/
ｄｌ

再生不良性貧血・溶血性貧
血・急性肝炎・悪性貧血・ﾈﾌﾛｰ
ｾﾞ・急性感染症

ｶﾙｼｳﾑ 8.2～10.8
ｍｇ/ｄｌ

副甲状腺機能亢進症・悪性腫
瘍の骨転移・原発性副甲状腺
機能亢進症・ﾋﾞﾀﾐﾝ D 過剰症・ｻ
ﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ・褐色細胞腫・多発
性骨髄腫

低ｱﾙﾌﾞﾐﾝ血症・慢性腎不全・
副甲状腺機能亢進症・低 Mg
血症・ﾋﾞﾀﾐﾝ D 欠乏症・ﾋﾞﾀﾐﾝ D
依存性くる病

無機リン 2.5～4.5
ｍｇ/ｄｌ

腎不全・副甲状腺機能低下
症・ﾋﾞﾀﾐﾝ D 中毒症・巨人症・
先端巨大症・呼吸性ｱｼﾄﾞｰｼｽ

ﾋﾞﾀﾐﾝ D 欠乏症・ﾋﾞﾀﾐﾝ D 依存症
原発性副甲状腺機能亢進症
ﾌｧﾝｺﾆ症候群・呼吸性ｱﾙｶﾛー
ｼｽ・尿細管性ｱｼﾄﾞｰｼｽ

発汗・発熱・尿崩症・腎性尿
崩症・乳児・昏睡状態・まひ患
者・

心不全・肝硬変・ｱｼﾞｿﾝ病・
嘔吐・下痢・利尿剤長期投与
塩分喪失性腎炎

Nａ・110 円

ﾅﾄﾘｳﾑ 135～147
ｍＥｑ/ｌ

K・110 円

ｶﾘｳﾑ 3.6～5.5 ｍ 急性腎不全・慢性腎不全・透析 摂取不足・嘔吐・下痢・利尿薬
Ｅｑ/ｌ
患者・糖尿病・薬物の影響
投与

Ｃｌ・110 円

ｸﾛｰﾙ（塩素）98～
108 ｍＥｑ/ｌ

尿ＡＭＹ・110
円

ＣＲＰ・160 円

ＨｂＡ1ｃ・ 500
円

低ナトリウム血症・代謝性ｱﾙ
ｶﾛｰｼｽ

高ナトリウム血症

尿ｱﾐﾗｰｾﾞ 87～665 急性膵炎・慢性膵炎・胆石・耳
Ｕ/ｌ
下腺炎・糖尿病昏睡

Ｃ反応性ﾀﾝﾊﾟｸ
0.3mg/dl 以下

慢性膵炎の末期・高度な糖
尿病・肝硬変

肺炎・肺血症・血管炎・細菌
感染症・外傷・急性膵炎・潰瘍
性大腸炎・ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ・心筋
梗塞・悪性腫瘍・急性虫垂炎
喫煙・妊娠

ｸﾞﾘｺﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ 4.3 糖尿病・腎不全・
～5.8 %
慢性ｱﾙｺｰﾙ中毒・ＨｂＦ増加

溶血性貧血・低血糖症

血液一般検査
検査項目
料金

一般名・参考基準値

高値を示す代表的疾患

低値を示す代表的疾患

炎症・感染症・白血病
好中球高値 （肺炎・髄膜
炎・
骨髄性白血病・糖尿病性昏
睡・心筋梗塞・脳出血・やけ
(白血球数）3900～8500μｌ
ど・手術後・ｼﾞｷﾀﾘｽ投与）
静脈血
リンパ球高値（百日咳・伝染
白血球の百分率
性単核症・結核・梅毒・ﾘﾝﾊﾟ
好中球（NE%)35～75％
性白血病・ﾊﾞｾﾄﾞｳ病）
リンパ球（LY%) 20～50％
単球高値（麻疹・亜急性心
単球（MO%)2～12％
内膜炎・単球性白血病・ﾎｼﾞ
好酸球（EO%)0～7％
ｷﾝ
好塩基球（BA%)0～2％
病）
好酸球高値(気管支喘息・ｼﾞ
ﾝ
ﾏｼﾝ・回虫・ﾎｼﾞｷﾝ病・ｱｼﾞｿﾝ
病・脾臓摘出後）

好中球低値（敗血症・結
核・
腸ﾁﾌｽ・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・風疹・ﾏ
ﾗﾘﾔ・ﾊﾞﾝﾁ症候群・悪性貧
血
再生不良性貧血・ｱｼﾞｿﾝ病
放射線照射・抗ガン剤投
与）
リンパ球低値（ 再生不良性
貧血・悪性リンパ腫・免疫
不全症候群・放射線照射・
抗ガン剤投与）
好酸球低値（腸ﾁﾌｽ・再生
不良性貧血・ﾊﾞﾝﾁ症候群・
ｸｯｼﾝｸﾞ症候群）

ＲＢＣ

（赤血球数）
男 430～570 万/μｌ
女 380～520 万/μｌ

真性多血症
二次性多血症
脱水

再生不良性貧血・腎性貧
血
鉄欠乏性貧血・鉄芽球性
貧血・巨赤芽球性貧血・発
作性夜間血色素尿症・自
己免疫
性貧血・急性・慢性出血

Ｈｇｂ（Ｈｂ）

（血色素量）
男 13.6～17.3 ｇ/ｄｌ
女 11.2～14.7 ｇ/ｄｌ

再生不良性貧血・白血病
真性多血症・二次性多血症
悪性貧血・溶血性貧血
脱水・ストレス
消化管からの出血

Ｈｃｔ（Ｈｔ）

ヘマトクリット値
男 44.0～51.5 ％
女 34.5～44.6 ％

真性多血症・脱水
多血（心・肺疾患）

血小板数 15～38 万/μｌ

本態性血小板減少性紫斑
原発性血小板症・真性多血 病続発性血小板減少性紫
症・慢性骨髄性白血病・巨 斑病急性白血病・悪性貧
核
血
球性白血病・脾臓摘出・急 ﾊﾞﾝﾁ症候群・ＤＩＣ（播腫性
性
血管内凝固症候群・肝硬
出血後
変症
悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

WBC
（ＷＢＣ～
ＰＬＴまで 210
円）

ＰＬＴ

再生不良性貧血・白血病
悪性貧血・溶血性貧血
消化管出血

