
領域 検査項目 検体 学生用基準範囲 単位 備考

グルコース 80~110 mg/dL 低血糖<50

新生児のグルコース 60~70 mg/dL 生後2週間で成人と同じ値になる

HbA1c 4.6~6.2 %

アンモニア 12～60 µg/dL

髄液糖 50~80 mg/dL 髄液に含まれる糖は血糖の60~80％

髄液の総蛋白 10~35 mg/dL 髄液をリコールと呼ぶこともある

総蛋白(TP) 6.5~8.0 g/dL 仰臥位<座位<立位の順に高値となる

アルブミン(ALB) 4.0~5.0 g/dL

A/G 比 1.1~1.8 g/dL

尿素窒素(UN・BUN) 8~20 mg/dL

M:5.5~7.0 mg/dL

F: 4.0~5.5 mg/dL

M:0.5~1.0 mg/dL

F: 0.4~0.8 mg/dL

ｸﾚｱﾁﾆﾝｸﾘｱﾗﾝｽ(CCr) 80~120 mL/min

推算糸球体濾過量(eGFR) ≧90 ml/min/1.73m2

総Chol(TC) 130~220 mg/dL 3.1~5.7 mM

トリグリセリド(TG) 30~150 mg/dL

HDL-Chol(HDL) 40~100 mg/dL ※1

LDL-Chol(LDL) 72~178 mg/dL ※1

総ビリルビン(T-Bil) 0.2~1.2 mg/dL

直接ビリルビン(D-Bil) 0.4未満 mg/dL

間接ビリルビン(I-Bil) 0.8未満 mg/dL

ナトリウム(Na) 135~145 mEq/L

カリウム(K) 3.5~4.5 mEq/L

クロール(Cl) 100~110 mEq/L

アニオンギャップ(AG) 計算式 12±2 mEq/L =Na+ー(Cl-＋HCO3-)

髄液のクロール 脳脊髄液 118~130 mEq/L 血清中に比べて15~20mEq/L高い

カルシウム(Ca) 8.5~10.0 mg/dL

無機リン(iP) 2.0~4.0 mg/dL

M: 60~200 mg/dL 血清鉄:40～188 µg/dL

 F: 40~180 mg/dL

総鉄結合能(TIBC) 250~450 µg/dL

ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ

(AST)
10~35 U/L

ｱﾗﾆﾝｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ(ALT) 5~30 U/L

乳酸脱水素酵素(LD) 120~220 U/L

M: 60~250 U/L

 F: 50~170 U/L

ｱﾙｶﾘﾌｫｽﾌｧﾀｰｾﾞ(ALP) 100~350 U/L

M: 10~50 U/L

 F: 10~30 U/L

甲状腺ホルモン(TSH) 0.3~4.0 µU/mL

ﾄﾘﾖｰﾄﾞｻｲﾛﾆﾝ(T3) 0.5~2.0 ng/mL

サイロキシン(T4) 5.0~10.0 µg/dL

コルチゾル 5~20 µg/dL

アルドステロン 血漿 30~160 pg/mL 血漿レニンと共に測定する

心房性ﾅﾄﾘｳﾑ利尿ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ

(HANP)
≦40 pg/mL

アプロチニン入り採血管

心不全の診断補助として用いる

脳性ﾅﾄﾘｳﾑ利尿ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ

(BNP)
≦20 pg/mL

アプロチニン入り採血管

左室拡張末期圧を反映

≦125 pg/mL 慢性心不全の除外診断のため

≦300 pg/mL 急性心不全の除外診断のため

99％はヒドロキシアパタイトとして骨

や歯に存在
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ｱﾃﾞﾉｼﾝﾃﾞｱﾐﾅｰｾﾞ(ADA) 血清 5.0~20.0 U/L
50 U/L は結核性胸膜炎を強く疑う

10 U/L は心不全の場合がある

血清浸透圧 血清 276~292 mOsm/kg・H2O 生理食塩水も同様の値となる

尿pH 5.0~6.5 ー

尿比重 1.005~1.030 ー 低比重尿で1.010、高比重尿で1.025

尿浸透圧 50~1300 mOsm/kg・H2O

髄液浸透圧 70~180 mmH2O 側臥位で腰椎穿刺時

髄液比重 1.005~1.009 ー

pH 7.4±0.05 ー 髄液pHは7.4以上でアルカリ性

PaCO2 35~45 Torr

PaO2 80~100 Torr

SpO2 96~99 %

HCO3
- 22~26 ｍM

免
疫

学 CRP 血清 0.1以下 mg/dL

桿状核好中球(stab) 0~18 %

分葉核好中球(seg) 22~72 %

好中球(stab + seg) 37~72 % 2000~7500/ul

リンパ球(lympho) 25~48 % 1500~4000/ul

単球(mono) 2~12 % 200~800/ul

好酸球(eosino) 1~9 % 40~400/ul

好塩基球(baso) 0~2 % 20~100/ul

異形リンパ球(aty-lym) 0~1 %

赤血球
男：410~530

女：380~480
万/ul

新生児赤血球 20000 /ul

網赤血球 0.8~22 %

血小板 15~35 万/ul

Ht値
男：40~50

女：35~45
%

Hb濃度
男：13.7~16.8

女：11.6~14.8
g/dL

男：13 g/dL

女：12 g/dL

高齢者：11 g/dL

MCV(平均赤血球容積) 80~100 fL =(Ht / RBC(/100万) ) ×10

MCH(平均赤血球Hb量) 28~33 pg =(Hb / RBC(/100万) ) ×10

MCHC(平均赤血球Hb濃度) 32~36 g/dL =(Hb / Ht ) ×100

FDP 10 ug/ml

APTT 30~45 秒

PT 10~13 秒

1±0.1 ー 抗凝固剤未服用時

2~3 ー 抗凝固剤服用時

有核細胞数(WBC) 10~20 万/ul

巨細胞数 50~150 /ul

　骨髄系：60%

リンパ系：20%

赤芽球系：20％

M/E比 2:1 ~ 3:1 ー
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