検査項目

中国語

殊臥㍻朕

坪否傍苧

炎彈峙

霞協峙

検査項目

内容説明

標準値

測定値

炎彈峙(屎械峙)功象殊臥圭隈音
揖氏嗤延晒｡
殊臥扮萩鳩範匯和俊鞭殊臥仇圭
議炎彈峙｡
検査を受けたところで指標とす
べき値を確認してください。

嫋壓宣篇薦燕 5 致侃心燕戦議憲催序佩篇
薦殊臥。音忌凛承議篇薦葎黛篇。忌凛承
霞誼議篇薦葎獣屎篇薦。

篇薦

５ｍ離れたところから、視力検査表を見て、輪の切

しりょく

視力

黛篇 0.8~1.2
裸眼視力 0.8~1.2

れ目が見えるかどうかを調べます。肉眼で見たとき
の裸眼視力と、眼鏡をかけたときの矯正視力を測定
します。

殊臥頁倦嗤嶄串况吉貫翌串欺油弌糠岻寂
議圻咀哈軟議勧擬來串騒｡
殊臥頁倦嗤微⑯况､舞将嶐走吉貫坪串欺
辻岻寂議圻咀哈軟議舞将來串騒｡

油薦
ちょうりょく

聴力

中耳炎など外耳から耳小骨までの間に原因がある
伝音難聴や、耳下腺炎、聴神経腫瘍など内耳から脳
までの間に原因がある感音難聴の有無を調べます。

附互 悶嶷
しんちょう

たいじゅう

身長・
身長・体重

炎彈悶嶷柴麻圭隈葎(附海－100) ×0.9
功象定綜音揖俶勣温屎。功象悶嶷才附海
辛參柴麻竃景砥業。狛噐景砥叟誼撹繁押,
狛業㍾保哘山夘嗤㍾晒狼由､旗仍式坪蛍
馳狼由議鴫押。
身長につりあう体重を標準体重といい、（身長−
100）×0.9 で計算しますが、年齢による補正が必要
です。体重と身長から肥満度が計算できます。肥満
だと成人病、やせすぎは消化器系や代謝・内分泌系
の病気が疑われます。

僮儿狛互否叟誼伉壜押.辻竃僮吉撹繁 互儿 139mmHg 參和
押。嗤駅勣廣吭。
詰儿 89mmHg 參和

僮儿
けつあつ

血圧が高いと、心臓病や脳出血などの成人病の原因 最高血圧 139mmHg 以下

血圧

最低血圧 89mmHg 以下

となりやすいので注意が必要です。

刮挺

挺滅
にょうとう

尿糖

尿検査
泌惚附悶竃⑬呟械,僮匣嶄議届妄滅根楚
階狛匯協峙扮,滅祥氏貫楓壜息竃宥狛挺
電茅悶翌。宸頁登僅頁倦嗤滅挺押議及匯
化。
からだに異常があって血液中のブドウ糖の量が一
定値をこえると、腎臓から多量の糖がもれて尿にで
てきます。糖尿病診断の第一歩。

1
AMDA 国際医療情報センター

検査項目

中国語

楓壜,挺砿竃⑬呟械,寄楚議軌易息竃 壓
挺軌易

挺嶄祥氏殊霞竃栖。

にょうたんぱく

匯晩 100mg 參和

腎臓や尿管などに障害があると多量のタンパクが １日あたり 100mg 以下

尿蛋白

もれて尿にでてきます。

楓壜,挺砿,芋誚吉竃⑬呟械,挺嶄祥氏詞
嗤式富議碕僮白。辛喘編崕殊臥。

挺捻僮

腎臓、尿管、膀胱などに異常があると、尿にわずか

にょうせんけつ

尿潜血

咐來(-)
陰性（‑）

に赤血球が混ざってきます。これがあるかどうかを
尿に試験紙を入れて調べます。

匯違僮匣殊臥

血液一般検査
碕聾怒媼僮匣議寄何蛍。根嗤塰僕剳才屈
剳晒命議僮碕軌易。泌惚碕聾怒方楚富,髪
剳祥氏洞僮。㌢郡碕聾怒方楚狛謹僮砿否
槻來 400~540 嵐倖
叟瓜饗毘。

RBC
碕聾飲方

赤血球は、血液成分の大部分を占め、酸素や二酸化

せっけっきゅうすう

赤血球数

炭素を運ぶヘモグロビンという色素を含みます。赤
血球が少ないと酸欠状態となり貧血になります。逆

溺來 380~490 嵐倖
男性 400~540 万個
女性 380~490 万個

に赤血球数が増えすぎると血管がつまりやすくな
ります。

淫根壓碕聾飲戦。繍剳塰序悶坪繍屈剳晒
命塰竃悶翌。僮碕軌易楚富祥氏哈軟洞僮。

Hb
僮碕軌易

赤血球に含まれる血色素。体中に酸素を運び、かわ

ヘモグロビン

りに二酸化炭素を運び出す働きをしています。ヘモ

男性 12.0~16.2g /dl
女性 11.4~14.7g /dl

グロビン量が少ないと貧血になります。

匯協楚議僮匣嶄侭根碕聾飲方議為蛍曳。
碕聾飲方楚富夸峠譲碕聾飲悶持和週。喘
男性 36.0~48.6％
噐寶僅洞僮議嶽窃。

Ht
碕聾飲曳箭

一定量の血液の中に含まれる赤血球の割合。赤血球 女性 34.2~44.1％

ヘマトクリット

が減るとヘマトクリット値も下がります。貧血の種
類を診断するためにみます。

MCV

峠譲碕聾飲悶持

辛阻盾碕聾飲議寄弌。喘噐殊臥洞僮議圻
咀才嶽窃。
赤血球の大小がわかります。貧血の原因、種類を知

へいきんせっけっきゅうようせき

平均赤血球容積

80~100μm3

るため有効な検査です。

MCH

光碕聾飲嶄侭根僮碕軌易議峠譲峙。万嚥
MCV 揖劔喘噐殊臥洞僮議圻咀才嶽窃。

峠譲碕聾飲儿持

各赤血球の中に含まれているヘモグロビン量（血色 26~33pg

へいきんせっけっきゅう けっしきそ りょう

平均赤血球血色素量

素量）の平均値を表します。MCV と同様、貧血の原
因、種類を知るため有効な検査です。

MCHC

峠譲碕聾飲敵業
へいきんせっけっきゅう けっしきそ

のうど

平均赤血球血色素濃度

匯協楚議僮匣嶄僮碕軌易方楚嚥碕聾飲否
持議為蛍曳。万嚥 MCV 匯劔匆頁喘噐殊臥
洞僮議圻咀才嶽窃。
一定量の血液中の、赤血球容積に対するヘモグロビ

31~37％

ン量を表します。MCV と同様、貧血の原因、種類を
知るため有効な検査です。
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WBC

易聾飲方
はっけっきゅうすう

白血球数

中国語

輝聾醸賜呟麗盃秘悶坪哈軟况屏扮,葎楊
壁聾醸易聾飲方楚祥氏奐謹。殊臥 1mm3 僮
匣嶄侭根易聾飲議方楚辛恬葎寶僅鴫押議 男性 3800~10100 倖/mm3
㌔沫。
女性 3500~9300 倖/mm3
体内に細菌や異物が侵入して炎症を起こすと、これ 男性 3800~10100 個/mm3
を無毒化するために白血球の数が増えます。そこで 女性 3500~9300 個/mm3
1mm3 あたりの血液に含まれる白血球数を調べて病気
を診断する手がかりにします。

PLT

僮弌医方

竃僮扮喘栖峭僮議僮弌医方楚受富繍氏叟
男性 13.1 嵐~36.2 嵐倖/mm3
竃僮賜送僮音峭。
3
出血したときに血をとめる血小板が減少すると、出

けっしょうばんすう

血小板数

血しやすくなったり血が止まらなくなったりしま
す。

僮匣伏晒殊臥

GOT (AST)

女性 13.0 嵐~36.9 嵐倖/ mm

男性 13.1 万~36.2 万個/mm3
女性 13.0 万~36.9 万個/mm3

血液生化学検査
伏恢葦児磨議絹廁淡贋壓噐光壜匂嶄。泌
惚壜匂賜怏岶鞭欺鱒彬,僮匣嶄議GOT祥氏
奐紗。
アミノ酸をつくる働きをする酵素で、さまざまな臓
器の中にあります。臓器や組織が損傷すると、血液
中の GOT が増加します。

GPT (ALT)

嚥 GOT 揖劔頁伏恢葦児磨議絹廁淡。徽万
曳 GOT 方楚富。
GOT と同じくアミノ酸をつくる酵素。しかし GOT に
比べると少ないです。

γ-GTP

軌易蛍盾淡議匯嶽。斤焼娼郡哘樗湖,泌惚
故壜賜季祇嗤押,万曳凪麿淡議呟械燕⑬
勣酔。匯違葎焼娼嶄蕎哈軟故茄鱒墾議寶
僅峺炎。
タンパク質を分解する酵素の一つです。アルコール
に敏感に反応し、肝臓や胆道の病気があると他の酵
素より早く異常値を示します。一般にアルコールに
よる肝臓障害の指標になります。

妛珪廬晒淡。輝纂嗤具來嶐走,伉壜押,僮
匣鴫押扮,僮賠嶄議 LDH 峙祥氏幅互。喘噐
參貧鴫纂議標僉寶僅。
LDH

体の中で糖がエネルギーに変わるときに働く酵素。
悪性腫瘍、肝臓病、心臓病、血液の病気などで、血
清中のLDH 値が高くなることが多く、これらの病気
のスクリーニング検査に用いられます。

ALP

宋磨蛍盾淡。将故壜電亶欺季岫嶄｡霞 ALP
峙辛阻盾貫故壜欺噴屈峺界議季岫送竃宥
揃嗤涙呟械｡
リン酸化合物を分解する酵素。肝臓をへて、胆汁中
に排泄されます。ALP 値を測ることで、肝臓から十
二指腸までの胆汁の流出経路に異常がないか調べ
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ることができます。

僮賠嶄侭根軌易議悳各。軟略隔附悶宗慎
恬喘。泌惚故式楓孔嬬竃⑬嬾悪, 悶坪議
仟蛎旗仍祥氏竃⑬呟械,緩峙祥氏竃⑬延
晒。

僮賠悳軌易
けっせい そう

血清中に含まれるタンパクの総称。健康を維持する

血清総タンパク

6.5~8.0 g/dl

ためにさまざまな働きをしています。肝機能や腎機
能の障害などで体内の代謝に異常が生じると、値が
変動します。

易軌易

媼僮賠軌易議 67%

アルブミン

血清タンパクの約 67％をしめます。

A/G

泌惚故孔嬬呟械,易白曳峙祥氏延晒。

(易軌易嚥白軌易岻 血清中のおもなタンパクである、アルブミンとグロ
曳)
ブリンの比率がわかれば、肝臓などの障害を見つけ
ひ

ｱﾙﾌﾞﾐﾝ / ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ比

悳季碕殆
そう

総ビリルビン

ることができます。

僮匣戦議僮弼殆頁栖坿噐季碕殆。季碕殆
奐紗議三祥氏竃⑬仔季屏彜。侭參霞協僮
匣嶄議季碕殆辛恂葎季孔嬬議鉱賀峺炎。
ビリルビンとは、ヘモグロビンからつくられる色素 0.2~1.1 mg/dl
です。ビリルビン色素が増えると黄疸の症状を呈し
ます。したがって、血液中のビリルビン値測定は、
肝機能検査の指標となります。

B 侏故况燕中森圻
こうげん

HBs抗原

泌惚臥欺葎 B 侏故况押蕎議匯何蛍議燕中
森圻式㌢哘議森悶,祥辛寶僅葎湖半阻B侏
故况押蕎。湖半宀嗤議燕⑬竃故押屏彜,匆
嗤議音燕⑬竃屏彜。
咐來(-)
B 型肝炎ウイルスの一部である HBs 抗原・抗体が確 陰性（‑）
認されたら、B 型肝炎ウイルス感染者と診断されま
す。感染者には肝障害がおこる人もいれば、症状の
でない無症候性キャリアの人もいます。

挺磨
にょうさん

尿酸

仟蛎旗仍嶄議系麗.郭互犯嬬議奮麗挺磨
峙祥氏幅互。挺磨易引軟祐欠..楓才挺砿
潤墳。
代謝により生じる燃えかすです。高カロリーのおい
しいものを食べると尿酸値が高くなります。尿酸は
痛風、腎臓や尿管の結石の原因となります。

挺殆紀
にょうそ ちっそ

尿素窒素

根壓僮匣嶄挺殆戦議紀(悶坪恬葎嬬坿聞
喘議軌易議蛍盾系麗)。喘噐殊臥楓孔嬬頁
倦屎械。輝楓電亶孔嬬和週扮,敵業祥氏幅
互。
血液中の尿素に含まれる窒素（体内でエネルギーと

8~20 mg/ dl

して使われたタンパクの燃えかす）
。腎機能が正常
かどうかを知るために測定します。腎臓の排泄機能
が低下すると濃度が濃くなります。

次磨
クレアチニン

嚥挺殆紀才挺磨揖劔匆頁悶坪軌易議蛍盾
系麗｡楓壜押秤紗嶷扮幅互。徽兜豚殊臥扮
峪鴇宸匯㍻殊臥頁音校議。
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尿素窒素や尿酸と同じく体内でエネルギーとして
使われたタンパクの老廃物。腎臓の障害が大きいほ
ど、検査値が高くでます。しかし、初期の腎機能低
下をみるのは、この検査だけでは不十分です。

僮匣嶄議届妄滅。纂嗤滅挺押扮,喇噐隠隔
僮滅匯協敵業議卮戯殆塞櫛檀音怎,僮滅
峙祥氏幅互。葎緩,僮滅殊臥壓寶僅滅挺押
扮頁音辛髪富議。

僮滅
けっとう

血液中のブドウ糖。糖尿病になると、血糖を一定の

血糖

濃度に保つインスリンというホルモンが不足して
血糖値があがります。そのため、血糖検査は糖尿病
診断に欠かせません。

TC (悳季耕桓)
そう

総コレステロール

附悶嶄惞窃議匯嶽。軟彭膿晒,略隔僮砿議
恬喘。 徽泌惚狛謹,祥氏哈軟強琢啣晒屏
吉鴫押。頁殊臥儉桟匂郊嗤涙嬾悪式押秤
将狛音辛髪富議㍻朕。
からだの中にある脂質の一種で、血管の強化・維持

120~219 mg/ dl

に重要な役割を果たしています。しかし多すぎると
動脈硬化症などの原因になります。循環器障害の診
断、経過の判定に欠かせません。

HDL(HDL 季耕桓)

HDL 季耕桓頁㍾茅婀壓僮砿謁貧議 LDL 季
耕桓,契峭強琢啣晒､瓜各葎嗤吩季耕桓。
緩峙泌惚詰,祥勣廣吭頁倦嗤強琢啣晒來
鴫押。

HDL コレステロール

HDL コレステロールは、動脈内壁についた LDL コレ
ステロールを取り除き、動脈硬化を防ぐため、善玉
コレステロールといわれています。低値の場合、動
脈硬化性の病気に注意。

TG（嶄來妛珪）
ちゅうせい しぼう

悶坪妛珪議匯嶽。討和妛珪議寄何蛍頁嶄
來妛珪。万嚥季耕桓揖劔頁哈軟強琢啣晒
議圻咀。
体内にある脂肪の一種。皮下脂肪の大部分が中性脂

中性脂肪

肪。コレステロールと並んで、動脈硬化の原因とな
ります。

X 高頭

X 線撮影

俟何 X 高殊臥
きょうぶ

せん けんさ

胸部X
胸部X線検査

殊臥稽,伉壜,恣嘔稽寂議忿侯吉匂郊嗤涙
呟械。
肺、心臓、左右の肺の間にある縦隔などの器官の病
気について多くの情報を得ることができます。

貧㍾晒祇 X 高殊臥
じょうぶ しょうかかん

せん けんさ

上部消化管X
消化管X線検査

喘欝質夛唹,邑篇旺父唹栖殊臥奮祇,慮,
噴屈峺界吉貧㍾晒祇匂砿頁倦嗤呟械。
食道から胃・十二指腸までの上部消化器管をバリウ
ムで造影し、透視するとともにX 線撮影して、それ
らの臓器の変化や異常を診断します。
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