
お　知　ら　せ

平成3年7月

現在発売されているGH測定キットを検討した結果､測定値に若干の差異を

認めたので次の3キットに関しては､下記のような式によって値を補正いた

します｡

Y :成長科学協会での補正値

Ⅹ:キットでの測定値

栄研IRMA (AbビーズHGH栄研)　　　　　Y-1.03Ⅹ+1.05

7アルマシアIRMA (フアルマシアGH)　　　Y-0.68Ⅹ+1.36

第一IRMA(GHキット第-)　　　　　　　　Y-0.77Ⅹ+1.52

睡眠時の平均値の計算には､補正した値が2 ng/mp未満の時はI ng/m捜して平

均値の計算に用います｡

上記の計算式は､検討の都度変更されることがあります｡

成長科学協会

適応判定委員会G H測定値検討小委員会



お　知　ら　せ

平成4年9月

現在発売されているGH測定キットを検討した結果､測定値に若干の差異を

認めたので､次の4キットに関しては､成長科学協会が適応判定する際には下

記のような式によって値を補正いたします｡

Y :成長科学協会での補正値

Ⅹ:キットでの測定値

栄研IRMA (AbビーズHGH栄研)　　　　　　　　Y - 1.09 Ⅹ + 0.92

7ァルマシアIRMA (フアルマシアGH)　　　　　　Y - 1.21 Ⅹ + 1.22

第一IRMA(GHキット第一)　　　　　　　　　　　Y - 0.82Ⅹ + 0.94

東ソーIEMA (Eテスト〔TOSOH〕II〔HGH〕)　　Y = 1.48Ⅹ + 0.61

補正した値が2 ng/mp未満の時は､睡眠時の時はl ng/mpとして平均値の計算に

用います｡

上記の計算式は､検討の都度変更されることがあります｡

なお､栄研およびダイナポットのRIAキットの値は､補正せずにそのまま用い

ます｡

成長科学協会

適応判定委員会G H測定値検討小委員会



お　知　ら　せ

平成5年9月

現在発売されているGH測定キットを検討した結果､測定値に若干の差異を

認めたので次の3キットに関しては､下記のような式によって値を補正いた

します｡

Y :成長科学協会での補正値

Ⅹ:キットでの測定値

栄研IRMA (AbビーズHGH栄研)　　　　　　Y-1.18Ⅹ+0.90

7アルマシアIRMA (フアルマシアGH)　　　　Y-1.11Ⅹ+0.88

東ソーIEMA (Eテスト〔TOSOH〕II〔HGH〕)　　Y-1,29Ⅹ+1.69

補正した値が2ng/mp未満の時は､睡眠時の時はlng/mpとして平均値の計算

に用います｡

上記の計算式は､検討の都度変更されることがあります｡

なお､栄研とダイナポットのRIAキットおよび第一IRMAの値は､補正せず

にそのまま用います｡

成長科学協会

適応判定委員会G H測定値検討小委員会



お　知　ら　せ

現在発売されているGH測定キットを検討した結果､測定値に若干の差異を

認めたので､次の4キットに関しては､下記のような式によって値を補正いた

します｡

Y :成長科学協会での補正値

Ⅹ:キットでの測定値

栄研IRMA (AbビーズHGH栄研)　　　　　　　　　Y-1.05Ⅹ+1.31

7アルマシアIRMA (フアルマシアGH)　　　　　　　Y-1.42Ⅹ+I.37

第-IRMA (GHキット第-)　　　　　　　　　　　　Y-0.87Ⅹ+0.54

東ソーIEMA (Eテスト〔TOSOH〕II〔HGH〕)　　　　Y-1.16Ⅹ+1.00

栄研およびダイナポットのRIAキットの値は､補正せずにそのまま用いま

す｡

この換算式は､成長科学協会での判定に際してのみ用いるものです｡

睡眠時の平均値の計算の時は､ 2 ng/mp未満の補正値はすべてl ng/mpとして

計算に用います｡

なお､平成6年9月1日の判定より上記の新しい換算式を用い､従来の古い

換算式は用いません｡

上記の計算式は､毎年1回行う検討の都度変更されます｡

平成6年9月

成長科学協会

適応判定委員会G H測定値検討小委員会



藷　知　ら　畦

現在発売されているGH測定キットを検対した結果､測定値に若干の差異を

認めたので､次の3キットに関しては､下記のような式によって値を補正いた

します｡

Y :成長科学協会での補正値

Ⅹ:キットでの測定値

栄研IRMA (AbビーズHGH栄研)　　　　　　　　　Y -0.90X +1.73

7アルマシアIRMA (フアルマシアGH)　　　　　　Y-1.04X+1.72

第-IRMA (GHキット第-)　　　　　　　　　　　Y-0.66X+1.52

栄研およびダイナポットのRIAキットの値は､補正せずにそのまま用いま

す｡

この換算式は､成長科学協会での判定に際してのみ盾いるものです｡

睡眠時の平均値の計算の時は､ 2 ng/mp未満の補正値はすべてl ng/mpとして

計算に用います｡

なお､平成7年9月1日の判定より上記の新しい換算式を用い､従来の古い

換算式は用いません｡

上記の計算式は､毎年1回行う検討の都度変更されます｡

平成7年9月

成長科学協会

適応判定委員会G H測定値検討小委員会



お　知　ら　せ

現在発売されているGH測定キットを検討した結果､測定値に若干の差異を認

めたので､下記のような式によって値を補正いたします｡

Y :成長科学協会での補正値

Ⅹ:キットでの測定値

栄研RIA (栄研HGH-I)

栄研IRMA (AbビーズHGH栄研)

フアルマシアIRMA (フアルマシアGH)

第一IRMA (GHキット第-)

ダイナポットRIA (HGHリアキットⅡ)

東ソーIEMA (Eテスト〔TOSOH〕Ⅱ〔HGH〕)

日立化成CL (ヒタサイムCL)

Y-1.18Ⅹ-0.92

Y-0.93Ⅹ+1.42

Y-0.97Ⅹ+1.89

Y-0.72Ⅹ+0.83

Y-0.86Ⅹ+0.73

Y-1.lox+0.97

Y-0.72Ⅹ+2.64

この換算式は､成長科学協会での判定に際してのみ用いるものです｡

睡眠時の平均値の計算の時は､ 2ng/mp未満の補正値はすべてlng/meとして

計算に用います｡

なお､平成8年9月1日の判定より上記の新しい換算式を用い､従来の古い

換算式は用いません｡

上記の計算式は､毎年1回行う検計の都度変更されます｡

平成8年9月

成長科学協会

適応判定委員会GH ･関連因子検討小委員会



お知らせ 
 

平成 10 年 10 月 

 

GH頂値の補正を以下の式によっておこないます。 

Ｙ：成長科学協会での補正値  Ｘ：キットでの測定値 

 

栄研 IRMA（Ab ビーズ HGH 栄研）   Y＝０.９１X＋０.９９ 

第一 IRMA（GH キット第一）     Y＝０.６６X－０.１４ 

東ソーIEMA（E テスト[TOSOH]II[HGH]） Y＝１.２４X－０.１９ 

日立化成 CL（ヒタザイム CL）      Y＝１.１０X＋０.１６ 

日本 DPC・CL（イムライズ hGH）   Y＝１.３５X＋０.２６ 

 
 

成長ホルモン測定値に関しては、今年度より線形関係式（Linear 

Structual Equation）により算出いたしました。成長科学協会での

適応判定に際して、この換算式を用います。 

なお、平成 10年 11月 1日の判定より上記の新しい換算式を用い、

従来の古い換算式は用いません。 

上記の計算式は、毎年 1 回行う検討の都度変更されます。 

財団法人 成長科学協会 



お知　ら　せ

GH頂値の補正を以下の式によっておこないます｡

Y :成長科学協会での補正値　　　Ⅹ :キットでの測定値

平成11年9月

栄研IRMA (AbビーズHGH栄研)　　　　　Y-0. 88Ⅹ+1. 04

第-IRMA (GHキット第一)　　　　　　　　Y-0. 68Ⅹ-0. 18

東ソーIEMA(EテストiTOSOH]ⅡIHGH])　Y-1. 22Ⅹ-0. 34

日立化成CL (ヒタザイムCL)　　　　　　　　Y-1. 04Ⅹ+0. 72

日本DPC･CL (イムライズhGH)　　　　　Y-1. SIX-0. 16

成長ホルモン測定値に関しては､線形関係式(Linea一 Structual Eq踊tion)

により算出されています｡成長科学協会での適応判定に際して､この換算式を

用います｡

なお､平成1 1年1 0月1日の判定より上記の新しい換算式を用い､従来の

古い換算式は用いません｡

上記の計算式は､毎年1回行う検討の都度変更されます｡

財団法人　成長科学協会



お知らせ 
 

平成 12 年 9 月 

 

GH頂値の補正を以下の式によっておこないます。 

Ｙ：成長科学協会での補正値  Ｘ：キットでの測定値 

 

栄研 IRMA（Ab ビーズ HGH 栄研）   Y＝０.９９X－０.６２ 

第一 IRMA（GH キット第一）     Y＝０.６８X－０.１０ 

東ソーIEMA（E テスト[TOSOH]II[HGH]） Y＝１.２７X－０.２４ 

日立化成 CL（ヒタザイム CL）      Y＝１.０８X＋０.８７ 

日本 DPC・CL（イムライズ hGH）   Y＝１.２１X＋０.１８ 

 
 

成長ホルモン測定値に関しては、線形関係式（Linear Structual 

Equation）により算出されています。成長科学協会での適応判定に

際して、この換算式を用います。 

なお、平 12 年 9 月 1 日の判定より上記の新しい換算式を用い、従

来の古い換算式は用いません。 

 

財団法人 成長科学協会 



お知らせ 
 

平成 14 年 2 月 

 

GH頂値の補正を、平成 14年４月１日より以下の式によって行います。 

Ｙ：成長科学協会での補正値  Ｘ：キットでの測定値 

 

栄研ＩＲＭＡ（ＡｂビーズＨＧＨ栄研）  Y＝０.９７X＋０.０２ 

第一ＩＲＭＡ（ＧＨキット第一）   Y＝０.６５X－０.１３ 

東ソーＩＥＭＡ（Ｅテスト［TOSOH］Ⅱ［HGH］） Y＝１.２０X＋０.０７ 

日立化成ＣＬ（ヒタザイムＣＬ） Y＝１.１１X＋０.３２ 

日本 DPC・CL（イムライズｈGH） Y＝１.２０X－０.０５ 

住友バイオメディカルCL（アレグロライトHGH） Y＝１.１２X＋０.４０ 

 
 

 

財団法人 成長科学協会 



お知らせ

平成15年3月

GH頂値の補正を以下の式によっておこないます｡

Y:成長科学協会での補正値　　Ⅹ :キットでの測定値

栄研IRMA (AbビーズHGH栄研)

第一IRMA (GHキット第-)

東ソーIEMA(Eテスト[TOSOH] Ⅱ [HGH])

日立化成cL (ヒタザイムCL)

ヤトロンCL (イムライズhGH)

協和CL (アレグロライトHGH)

Yここ0. 8　8Ⅹ+0

Y-0. 64Ⅹ+0

Y-1. I 5Ⅹ-0

Y-1. 1 6Ⅹ+1

Y-1. 2 1Ⅹ+0

Y-1. 24Ⅹ-0

成長ホルモン測定値に関しては､線形関係式(Lined. Stmctu.al Equati.A)

により貸出されています｡成長科学協会での適応判定に際して､この換

算式を用います｡

なお､平成15年4月1日の判定より上記の新しい換算式を用い､徳

来の古い換算式は用いません｡

上記の計算式は､毎年1回行う検討の都度､変更されます｡

財団法人　成長科学協会
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