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健康管理表を作ろう 

1. Excel の基本操作 

① Excel を起動しておきましょう 

 

② Excel のデータの種類 

Excel で扱うデータには「文字列」と「数値」があります。 

文字列 ⇒ 計算の対象にならない ⇒ 左揃えで表示される。 

数値  ⇒ 計算の対象になる   ⇒ 右揃えで表示される。 

 

③ データの入力手順 

データを入力するセルをクリックします。 

クリックしたセルのことをアクティブセルといいます。 

入力が済んだら Enter キーを押して文字の確定をしてから、もう一度 Enter キーを押してデータの確

定をします。 

 

④ データの確定 

次の操作で入力したデータを確定できます。 

アクティブセルの移動方向 キー操作 

下へ Enter または↓ 

上へ Shift＋Enter または↑ 

右へ Tab または→ 

左へ Shift＋Tab または← 

 

⑤ 文字入力 

 英字の入力 

セル【B2】をクリック→入力モードが   になっていることを確認してから「excel」と入力→

Enter キーを 1回押してセルの確定をする→文字がセルの中で左揃えにて表示されます。 

※Excel は入力モードが半角英数の状態で起動されます。 

 

 日本語の入力 

・セル【D4】をクリック→入力モードを   にし、「基準値の表示」と入力する。文字の確定をし

てから Enter キーを押しセルの確定をします→文字がセルの中で左揃えにて表示されます。 

 

・セル【C5】をクリック→「身長（m）」

と入力し Enter キーを押し確定しま

す→文字がセルの中で左揃えにて表

示されます。 
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 数値の入力 

セル【E5】をクリック→ご自分の身長をメートル単位で入力し Enter キーを押す→数値が右揃え

で表示されます。 

 

 日付の入力 

・セル【R3】をクリック→日付を「7/2０」と入力し Enter キーを押す→「7 月 2０日」と右揃え

で表示されます。 

 

・セル【R3】をクリック→数式バーに「2015/7/2０」と表示されていることを確認しましょう 

※西暦は入力した年の西暦が表示されます。過去の西暦を表示させる場合は訂正しましょう。 

 

 データの修正 

 上書きして修正 

・「excel」を「健康管理表」に修正します 

セル【B2】をクリック→入力モードを  にします→「健康管理表」と入力し Enter キーを押

し確定します→セル【B2】のデータが「excel」から「健康管理表」に置き換わります。 

 

 編集状態にして修正 

・「基準値の表示」を「基準値」に修正します 

セル【D4】をダブルクリック→セル【D4】が編集状態になり、セル内でカーソルが点滅しま

す→「の表示」をカーソルの位置により Del キーあるいは Back Space キーで削除します。 

 

※編集状態ではカーソルの位置を→ ←キーで移動することができます。 

 

※セルを編集状態にするその他の方法 

セルを選択⇒F2 キーを押す、或いは数式バーをクリックすることでも編集状態にすることができます。 

 

⑥ セル幅やセルの高さ調節 

セルの幅や高さはドラッグ・ダブルクリック・ダイアログボックスに幅や高さを直接数字で入力するこ

とで調節することができます。それぞれのパターンに応じた方法で幅や高さを調節します 

 セル幅の自動調節 

列番号【B】と列番号【C】の間でマウスポインタ

の形が   になったらダブルクリック→【B】

列にあるデータの中で一番長いデータに合わせ

て列幅が調節されます。 

※ここではデータが１つしかないので、そのデータにあわせられます。データが入ったセルがない

列では、この方法は使えません。 

 

 ダイアログボックスを使ったセル幅の調節 

列番号【E】から列番号【R】までを のマウ

スポインタの形で選択→選択してある列番号

の上で右クリック→メニューから≪列の幅≫

をクリック→≪列幅≫のダイアログボックス
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が表示されます→列の幅を「６」と入力→≪OK≫をクリック→選択され

たすべての列幅が「６」に調節されます 

 

 ドラッグで列幅の調節 

列番号【A】と列番号【B】の間でマウスポインタの形が 

  になったらドラッグします。左にドラッグすると【A】の列

幅が狭くなり、右にドラッグすると【A】の列幅が広くなります 

ここでは【A】列幅を１５ピクセル前後ぐらいに調節します。 

 

※列の幅や行の高さのダイアログボックスは≪ホーム≫タブの≪セル≫グループの≪書式▼≫にも

あります。 

※行の高さに関しても列の幅では左右のドラッグしたのが上下のドラッグに変わるだけで操作方法

は同じです。データの入力が済んでから操作します。 

 

2. 表の内容を入力 

下図を参考に入力していないセルの内容を入力しましょう（日付は表示形式の設定後入力したほうが良い） 

 

① それぞれの文字を入力します（ここでは文字が表示できるようにしています。セル幅の調節は後で） 

注：セル【D20】は「男 2.9～7.5」と入力したら、Alt キーを押しながら Enter キーを押して「女 1.8～

5.2」と入力し 2 行に表示させます。 

測定値はそれぞれご自分の内容で入力してください 

ここでは、グラフ作成のときにわかりやすくするために架空の測定値を入力しておきます。 

数値は E 列と F 列の 2列を入力し、コピーして G・H 列に貼り付けています。 
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② 表示形式の設定 

Excel ではセルにスラッシュ（/）やハイフン（-）を入れて数値を入力すると、自動的に日付として計

算処理するために格納されているシリアル値に変換されます。入力した数値を文字として認識させるこ

とで、入力した状態で表示されます。 

表示形式を設定することで選択した範囲のセルに入力される数値は文字列として認識されます。 

 

 セル【E4：R4】を選択→≪ホーム≫タブの≪数値≫グループの≪表示形式≫ 

の≪▼≫をクリック→メニューから≪その他の表示形式≫をクリック→セルの書式設定のダイアロ

グボックスが表示されます。 

 ≪表示形式≫タブが選ばれていることを確認→≪分類≫

から≪文字列≫を選択→≪OK≫をクリック→【E4：R4】

のセルが文字列にて表示されるように設定されました。 

 

 日付を入力しましょう 

「15／７」は 2015年 7 月という意味です。 

「7／2０」を≪7 月 2０日≫というように表示する場合

には≪文字列≫を設定する必要はありません。 

 

 

3. BMI の計算式を入力 

身長と体重から肥満度を計算し BMI として表示させましょう 

 

① セル【E7】をクリック→ 

≪＝IF（E6＝“”,“”,E6/（E5＾２））≫

と半角で入力します。 

・BMI＝体重㎏÷（身長）２ 

・セル番地はセル参照で表示させます。 

・≪“”≫はセル【E6】が空白のときはセル

【E7】も空白にするという意味です。 



暮らしのパソコンいろは 

5 

② セル【E7】をクリック→≪小数点以下の表示桁数を減らす≫をクリックし、小数点第 1 位までを表示

させます。 

 

③ セル【E7】のフィルハンドル■をポイントし  のマウスポインタでセル【R7】までドラッグし、数

式をコピーします 

 

 

 

 

 

4. 罫線の挿入 

① セル【B4：R22】をドラッグして選択→≪下罫線

▼≫の≪▼≫をクリック→≪格子≫をクリック→

選択した範囲に格子線が挿入されました。 

 

② ≪格子▼≫の≪▼≫をクリック→≪罫線の作成≫

をクリック→マウスポインタの形が鉛筆の形   

に変わります。 

 

③ ≪外枠の作成▼≫の≪▼≫をクリック→≪線のス

タイル≫をポイント→メニューから≪破線≫を選

択→マウスポインタの形が鉛筆の形  に戻りま

す→表紙の完成図を参考に破線の箇所をドラッグ

し、罫線を破線に変えます。 

 

 

※破線の挿入が済んだら≪外枠の作成≫のアイコンをクリックするか 

Esc キーを押して≪外枠の作成≫を解除します。 
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5. 表全体の調節 

① 列幅と行の高さ調節 

 列幅の調節 

C 列と D 列を自動調節 

  のマウスポインタで列番号【C】と【D】の上でド

ラッグして選択→D 列と E 列の境界線でマウスポイ

ンタの形が  になったらダブルクリック→C 列 

の幅と D 列の幅が自動調節されました。 

 

 

 行の高さ 

・ 行 番 号 【 4:19 】 と

【21:22】を選択（4 行目

から 19 行目をドラッグし

て選択、Ctrl キーを押しな

がら 21･22 行目も選択）

→行番号の上で右クリック

→メニューから≪行の高さ

≫をクリック→行の高さの

ダイアログボックスが表示

されます。 

 

・≪行の高さ≫を「20」と

し≪OK≫をクリック→選

択している行に対して高さ

が 20 で設定されました。 

 

・行番号【20】と【21】の

間でマウスポインタの形が  になったらダブルクリック 20 行のセルの高さが自動調節されま

した。 

 

② セルの結合 

・セル【B5：B7】を選択→≪セルを結合し

て中央揃え≫をクリック 

・セル【B8：B9】を選択→F4 キーを押す 

・セル【B10：B13】を選択→F4 キーを押

す 

・セル【B14：B18】を選択→F4 キーを押

す 

・セル【B2：J2】を選択→F4 キーを押す 

・セル【B4：C4】を選択→F4 キーを押す 

・セル【P3：R3】を選択→F4 キーを押す→右揃えをクリック 
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③ セル【B19：B20】を中央揃えに

します。 

 

④ 書式の設定 

 「健康管理表」に『フォント⇒HGP 創英角ポップ体・フォントサイズ⇒１６・文字の間を 1 文字分空

ける』設定をしましょう 

・セル【B2】をクリック→フォントの≪▼≫をクリック→メニューから≪HGP 創英角ポップ体≫をク

リック 

・フォントサイズの≪▼≫をクリック→≪１６≫をクリック 

・セル【B2】を編集状態にし、文字の間に 1字分ずつ空白を入れる 

 

 項目欄の書式設定 

・項目のセル【D4：R4】を選択→≪中央揃え≫をクリック→選択範囲内のデータがセル内で中央揃え

になる 

・項目のセル【B4：R4】を選択→≪塗りつぶしの色▼≫の≪▼≫をクリック→≪テーマの色≫一覧か

ら薄い色を選択→選択した範囲のセルが塗りつぶされる 

 

 「7 月 2０日」の日付が健康管理表を開いた日付の「○○○○年○○月○○日」と開くたびに変わるよ

うに設定しましょう 

・セル【P3】をクリック→半角英数で≪＝TO≫と入力→メニューから≪○fx TODAY≫をダブルクリッ

ク→セル【P3】に≪＝TODAY(≫と表示される→後ろに「)」を入力→Enter キーを押す→セル【P3】

に日付が「7月 25

日」と本日の日付

で表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・セル【P3】をクリック→≪ユーザー定義▼≫の≪▼≫をクリック→メニューから≪その他の表示形式

≫をクリック→≪セルの書式設定≫のダイアログボックスが表示されます。 
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・≪表示形式≫タブが選ばれていることを確認→≪分類≫から≪ユーザー定義≫が選ばれていることを

確認→≪種類≫に『m“月”d“日”』と表示されているので『yyyy“年”m“月”d“日”』と入力 

（「年月日」以外は半角で入力）→≪OK≫をクリック→日付が「○○○○年○○月○○日」の形で表示

されます 

 

6. ページ設定 

健康管理表が A4 サイズの用紙に横向きの 1 ペ

ージで印刷されるように設定しましょう 

① ≪ページレイアウト≫タブの≪ページ設定

≫ダイアログボックスランチャーをクリッ

ク→ページ設定のダイアログボックスが表

示されます 

 

 

② ≪ページ≫タブが選ばれていることを確認

→≪印刷の向き≫から≪横≫を選択 

 

 

 

③ ≪余白≫タブをクリック→ 

≪左≫余白を『1.3』 

≪右≫余白を『0.8』に設定→ 

≪OK≫をクリック→ 

健康管理表が A4 用紙に横向きで印刷されるように設定され

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康管理表の完成です名前を付けて保存しましょう 
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7. グラフ作成 

検査結果の値は検査項目により数値の幅がとっても広くなります。 

関連性のある内容でひとつのグラフとしていきます。 

① 体重と BMI の数値をグラフにします 

 

 セル【C6：C7】とセル【E6：R7】を

選択 

・セル【C6：C7】をドラッグして選択

→Ctrl キーを押しながらセル【E6：R7】

をドラッグして選択します。 

 

 折れ線グラフの挿入 

・≪挿入≫タブをクリック→≪グラフ

≫グループの≪折れ線グラフの挿入▼

≫をクリック→折れ線グラフの一覧か

ら≪マーカー付折れ線≫をクリック→

体重と BMI の折れ線グラフが挿入され≪グラフツール≫の≪デザイン≫タブと≪書式≫タブが追加さ

れます。 

 

※≪グラフツール≫の≪デザイン≫タブと≪書式≫タブはグラフが選ばれているときのみ表示されます。 

 

 グラフの編集 

 グラフの移動 

・グラフエリアでマウスポインタの形が  になったらグラフの位置を自由に動かすことができま

す。 

 

 グラフサイズ変更 

・グラフエリアの角をポイントするとマウスポインタの形が  に変わったらドラッグします。ド

ラッグ中マウスポインタの形が  になり、グラフのサイズを変更することができます。 

 

 グラフの位置をセル【B24：R41】に配置しましょう 

・右図のようにマウスポ

インタの形が  でド

ラッグしグラフエリア

の左上角をセル【B24】

の左上角に合わせます。

ドラッグ中のマウスポ

インタの形は  にな

ります。 

 

 

・次の図のようにグラフエリアの右下の角にマウスポインタを合わせるとマウスポインタの形が 

に変わります。セル【R41】の右下の角にグラフエリアの右下の角が合うようにドラッグします。
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ドラッグ中のマウスポインタの形は  になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Alt キーを押しながら移動やサイズ変更をするとセルの枠線に合わせて配置することができます。 

手はマウスの方を放してから Alt キーを放します。 

 

 横軸に日付が表示されるようにします 

・グラフが選択されている事を確認→≪グ

ラフツール≫の≪デザイン≫タブをクリ

ック→≪データの選択≫をクリック→≪

データソースの選択≫のダイアログボッ

クスが表示されます。 

 

・≪横（項目）軸ラベル≫の≪編集≫をク

リック→≪軸ラベル≫のダイアログボッ

クスが表示されます。 

 

・≪軸ラベルの範囲≫が空白でカーソルが

点滅している→セル【E4：R4】をドラッ

グします。 

空白の枠に「Sheet1!$E$4：$R$4」と表

示されます→≪OK≫をクリック→≪デー

タソースの選択≫のダイアログボックスに

戻ります。 
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・≪編集≫の内容が日付に変わっている事を確認→≪OK≫をクリック→グラフ画面に戻ります。 

 

 凡例の表示位置の移動 

ここではグラフタイトルの変わりに凡例を利用しましょう 

・≪グラフツール≫の≪デザイン≫タブをクリック→≪グラフ要素の追

加▼≫をクリック→≪凡例≫をポイント→≪上≫をクリック→凡例の表示が上に変更されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・凡例の上でクリック→凡例が選択され

ます→凡例の枠線の上でマウスポインタ

の形が  に変わったらドラッグし、表示さ

せたい箇所に移動しましょう。 

 

 

 

 

 

 

※≪凡例≫を下へ表示された状態でグラフエリアの左上にドラッグすると、≪グラフタイトル≫を非表示に

したときに≪凡例≫が≪プロットエリア≫に表示されるようになります。 

 

 グラフタイトルの非表示 

≪グラフツール≫の≪デザイン≫タブが選ば

れていることを確認→≪グラフ要素を追加▼

≫をクリック→≪グラフタイトル≫をポイン

ト→≪なし≫をクリック→グラフタイトルが

非表示になります。 

 

 

 

 

 

 

 データラベルの追加 

データラベルを追加して、グラフでも数値の

確認ができるように設定しましょう 
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・≪グラフエリア≫が選ばれていることを確認→≪グラフツール≫の≪デザイン≫タブをクリック→≪

グラフ要素を追加▼≫をクリック→≪データラベル≫をポイント→≪上≫をクリック→グラフにデータ

ラベルが追加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 グラフ背景の塗りつぶし 

グラフの背景を塗りつぶすことでグラフごとの区別をしましょう 

・≪グラフエリア≫が選ばれていることを確認→≪グラフツール≫の≪書式≫タブをクリック→≪選択

対象の書式設定≫をクリック→≪グラフエリアの書式設定≫の作業ウィンドウが表示されます 

 

・作業ウィンドウで色んな塗りつぶしの設定をすることができます。 

≪塗りつぶしと線≫が選ばれていることを確認→≪塗りつぶし≫の≪塗りつぶし（パターン）≫を選択

→≪パターン≫から≪５％≫をクリック→グラフエリアが≪パターン５％≫で塗りつぶされました。 

作業ウィンドウは≪閉じる≫ボタンで閉じておきましょう。 

 

体重と BMI のグラフ完成です 
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② 肝機能に関するデータをグラフにします 

 セル【C14：C18】と【E14：R18】を選択 

・セル【C14：C18】をドラッグして選択→Ctrl キーを押しながらセル【E14：R18】をドラッグし

て選択します。 

 

 折れ線グラフの挿入 

・≪挿入≫タブをクリック→≪グラ

フ≫グループの≪折れ線グラフの挿

入▼≫をクリック→折れ線グラフの

一覧から≪マーカー付折れ線≫をク

リック→肝機能に関する折れ線グラ

フが挿入され≪グラフツール≫の≪

デザイン≫タブと≪書式≫タブが追

加されます。 

 

 グラフの編集 

 横（項目）軸の編集 

・≪グラフツール≫の≪デザイン≫

タブをクリック→≪データの選択≫

をクリック→≪データソースの選択

≫ダイアログボックスが表示される 

 

・≪横（項目）軸ラベル≫の≪編集≫

をクリック→≪軸ラベル≫のダイア

ログボックスが≪軸ラベルの選択≫

の枠内が空白でカーソルが点滅して

いる状態で表示される 

 

・≪軸ラベルの範囲≫にカーソルが点滅の状態で、セル【E4：R4】をドラッグして選択→枠に 

「=Sheet1!$E$4:$R$4」と表示さ

れる→≪OK≫をクリック→≪デー

タソースの選択≫に戻ります。 

 

 

 

 

・≪編集≫に日付が表示されています→≪OK≫をクリ

ック→グラフに日付が反映されます。 
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 シートの移動とサイズ変更 

グラフをセル範囲【B61：R81】に移動・サイズ変更しましょう 

・グラフエリアをポイントし、マウスポインタの形が  になったらドラッグ→グラフエリアの左上角

をセル【B61】の左上に合わせる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グラフエリアの右下の角にマウスポインタを合わせる→マウスポインタの形が  に変わる→グラフ

エリアの右下の角がセル【R８１】の右下の角に合うようにドラッグ→ドラッグ中のマウスポインタの

形は  になります。 

 

 グラフタイトルの編集 

・グラフタイトルの文字の上で 2 回クリック→枠内でカーソルが点滅し編集状態

になる→「グラフタイトル」を削除し「肝機能関係」と入力→入力が済んだらグラフ

タイトル以外の箇所をクリックし、タイトル名を確定します。 

 

※グラフタイトル名を Enter キーで確定すると、グラフタイトル内で改行されます。間違って Enter キー

を押した場合は Back Space キーで戻しておきましょう。 

 

 グラフのスタイルを変更しましょう 

・グラフエリアをクリック→≪グラ

フツール≫の≪デザイン≫タブをク

リック→≪グラフスタイル≫グルー

プの≪その他≫をクリック→スタイ

ル一覧が表示される。 

 

・グラフ一覧から≪スタイル 11≫を

選びましょう 

 

 

 

 

 

＊印刷することを考えなかったら≪スタイル６≫を選ぶのも楽しいですね 
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 凡例の表示位置の変更 

 

 

 

 

 

・≪凡例≫をクリック→凡例の枠の上でマウスポインタの形が  になったらグラフエリアの左上へ 

ドラッグ→凡例が移動されます。 

 

 第 2 軸の設定をしましょう 

肝機能のデータは数値の範囲が広いので、そのままの状態でグラフにすると変化がわかりづらい。 

データ範囲が異なっている『ALP』を第 2 軸に設定することでデータの変化がよりわかりやすくなります。 

 

・「ALP」の折れ線グラフの

上でクリック→「ALP」の折

れ線グラフのみが選択され

る→≪グラフツール≫の≪

書式≫タブをクリック→≪

選択対象の書式設定≫をク

リック→≪データ系列の書

式設定≫の作業ウィンドウ

が表示されます。 

 

・系列のオプションから≪第 2 軸（上右側）≫をクリック→作業ウィンドウを閉じる→グラフの右側に

「ALP」に対する≪第 2 軸（縦）値軸≫が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝機能に関するグラフの完成です 
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8. 枠線の非表示 

枠線を非表示にし、表やグラフをわかりよくしましょう 

・グラフの選択は解除→≪表示≫タブをクリック→≪表示≫グループの≪枠線≫のチェックをはずす

（枠線の□をクリックするとチェックがはずれる）→シートの枠線が非表示になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Try 

・「体重」のグラフ作成を参考に「血圧」のグラフを作成し、セル【B43：R59】に配置してみましょう。 

・「肝機能」のグラフ作成を参考に「脂質」のグラフもご自宅で挑戦してみてください。 

・「糖尿」と「痛風」は一緒のグラフにしても良いかと思います。 

・他色んな検査をされているかと思います。表にご自分のデータを作成し、グラフにして健康管理にお役立

ていただけたらと思います。 

 

 

 

 

上書き保存して Excel を閉じます。 

 

 


