
デカデュラボリン
（ナンドロロンデカノエート）

薬の名前
デカ-デュラボリン（（デカン酸ナンドロロンの注射⽤溶液）

分⼦式：C28H44O3

化学名：3-oxo-estr-4-en-17β-yldecanoate
分⼦量：428.7Cas。いいえ：360-70-3

Deca-Durabolinは、筋⾁内投与⽤のアンドロゲン性油性製剤です。

説明

デカン酸ナンドロロンは、⽩⾊からクリーミーな⽩⾊の結晶性粉末です。⽔にはほとんど溶けませんが、クロロホル
ム、エタノール、エーテル、固定油、エステルには溶けやすくなっています。

Deca-Durabolinは、1mlの淡⻩⾊の油性液体を含む1mlのプレフィルドシリンジで提供されます。

構成

Deca-Durabolinの各mlには、50mgの有効成分であるデカン酸ナンドロロンが含まれています。この製品に
は、不活性成分であるベンジルアルコール（0.1 ml）とラッカセイ（ピーナッツ）オイルも含まれています。

薬理学

薬⼒学的特性

Deca-Durabolinは注射可能な同化製剤です。薬理学的に活性な物質はナンドロロンです。デカン酸エステ
ルは、注射後約3週間の作⽤期間を製剤に与えます。

ナンドロロンは化学的に男性ホルモンに関連しています。テストステロンと⽐較して、それは強化された
同化作⽤と減少したアンドロゲン活性を持っています。これは動物のバイオアッセイで実証されており、
受容体結合研究によって説明されています。ナンドロロンの低いアンドロゲン性は、臨床使⽤で確認され
ています。⼈間では、デカデュラボリンはカルシウム代謝にプラスの影響を与え、⾻粗鬆症の⾻量を増加
させることが⽰されています。播種性乳がんの⼥性では、デカデュラボリンが何ヶ⽉にもわたって客観的
な退⾏を引き起こすことが報告されています。さらに、デカデュラボリンには窒素節約作⽤があります。
タンパク質代謝に対するこの効果は、代謝研究によって確⽴されており、慢性衰弱性疾患中や⼤⼿術や重
度の外傷後など、タンパク質⽋乏が存在する状態で治療的に利⽤されます。
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Deca-Durabolinは、特定の治療法や⾷事療法、および⾮経⼝栄養法の補助として機能します。

アンドロゲン作⽤（例えば、男性化）は、推奨される投与量では⽐較的まれです。ナンドロロ
ンは、肝機能障害と胆汁うっ滞の発⽣に関連するC17α-アルキル基を⽋いています。

薬物動態特性

吸収
デカン酸ナンドロロンは注射部位からゆっくりと⾎中に放出され、半減期は6⽇です。

分布
⾎中で、エステルは急速に加⽔分解されてナンドロロンになり、半減期は1時間以下です。加⽔分解、お
よびナンドロロンの分布と除去の組み合わせプロセスは、約4時間の平均半減期を持っています。

代謝と排泄
ナンドロロンは肝臓によって代謝されます。19-ノランドロステロン、19-ノルチオコラノロンおよび
19-ノレピアンドロステロンは、尿中の代謝物として同定されています。これらの代謝物が薬理作⽤を
⽰すかどうかは不明です。

適応症

•• 急性腎不全、慢性腎不全、慢性腎不全の貧⾎。
•• ⼿術不能な乳がんの対症療法に。
•• ⾻粗鬆症（エストロゲン療法が禁忌である場合）。
•• 再⽣不良性貧⾎。
•• コルチコステロイドによる⻑期治療を受けている患者。

禁忌

•• 妊娠。
•• 授乳。
•• 男性の既知または疑われる前⽴腺がんまたは乳がん。
•• 活性物質、デカン酸ナンドロロン、または落花⽣油を含む任意の賦形剤に対する過敏症。し

たがって、デカデュラボリンはピーナッツおよび⼤⾖にアレルギーのある患者には禁忌です
（参照予防）。

•• ネフローゼまたは腎炎のネフローゼ期。
•• ビリルビン排泄障害を伴う肝疾患。
•• ⼼不全。

予防

•• 推奨される投与量を超えてはなりません。
•• 男性化の兆候が現れた場合は、治療の中⽌を検討する必要があります。
•• 患者がヘパリンの影響下にある場合は、デカデュラボリン注射を⾏うべきではありませ

ん。
•• 同化ステロイドホルモンは良性前⽴腺肥⼤症の患者に注意して使⽤する必要があります。
•• ⻑期のアンドロゲン同化ステロイド療法に関連した肝細胞腫瘍および肝紫斑病のまれな報告があ

ります。
•• Deca-Durabolinには、溶液1mLあたり100mgのベンジルアルコールが含まれており、未熟児や新⽣

児を含む3歳未満の⼦供には投与しないでください。ベンジルアルコールは、乳幼児および3歳までの
⼦供に毒性反応およびアナフィラキシー様反応を引き起こす可能性があります。

•• ⼦供のデカデュラボリンの使⽤に関する⼗分なデータはありません。安全性と有効性は決定され
ていません。
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•• Deca-Durabolinにはラッカセイ（ピーナッツ）オイルが含まれているため、ピーナッツにアレルギーがあ
ることがわかっている患者は服⽤/塗布しないでください。ピーナッツアレルギーと⼤⾖アレルギーの間に
は関係がある可能性があるため、⼤⾖アレルギーの患者はデカデュラボリンも避ける必要があります（参
照 禁忌）。

•• 次の状態の患者を監視する必要があります。
- 同化ステロイドホルモンが時々塩および体液貯留を誘発するかもしれないので、潜在的

または明⽩な⼼不全、腎不全または機能不全、⾼⾎圧、てんかんまたは⽚頭痛（または
これらの状態の病歴）;
⼼筋梗塞または慢性動脈疾患の病歴。アンドロゲン療法中に⾎清コレステロールが増減す
る可能性があるため、このような患者への投与には注意が必要です。⾎清コレステロール
の連続測定は重要です。
糖尿病-参照他の薬との相互作⽤;
⾼⽤量のアナボリックステロイドは⾻端の閉鎖を加速する可能性があるため、不完全
な統計的成⻑。
乳がんの⾻格転移; これらの患者は、⾼カルシウム⾎症および⾼カルシウム⾎症を⾃然に発症す
る可能性があります。その場合、デカデュラボリンを中⽌し、⾼カルシウム⾎症を適切に治療す
る必要があります。カルシウムレベルが正常に戻った場合、アナボリックステロイド療法が再開
される可能性があります。
肝機能障害。

-

-
-

-

-

•• 処⽅者は、デカデュラボリンが誤⽤されないように注意する必要があり、⼀部の個⼈が薬物を求
める⾏動を⽰す可能性があることに注意する必要があります。スポーツの能⼒を⾼めるための同
化物質の誤⽤は、以下の深刻な健康上のリスクを伴い、推奨されません。男性の精巣萎縮と精⼦
形成の抑制; ⼥性の嗄声、にきび、多⽑症として⾒られる稀発⽉経と男性化。肝紫斑病または他の
肝毒性（を参照）有害な影響）。

出⽣⼒への影響

成体動物における標準的な出⽣⼒および初期胚発⽣の研究は、デカン酸ナンドロロンでは実施されていま
せん。

妊娠中の使⽤（カテゴリーD）

禁忌。アンドロゲン作⽤のある同化ステロイドホルモンおよび他の物質は、胎児にウイルス性作⽤を及ぼす可
能性があります。

授乳期での使⽤

禁忌。同化ステロイドホルモンは新⽣児に殺菌効果があるかもしれません、そして⺟乳で排泄され
るナンドロロンエステルの量は知られていません。

発がん性

動物におけるデカン酸ナンドロロンの発がん性に関する研究は⾏われていません。

遺伝⼦毒性

デカン酸ナンドロロンの遺伝⼦毒性作⽤に関する研究は⾏われていません。

他の薬との相互作⽤

•• 抗凝固剤：アナボリックステロイドは、経⼝抗凝固剤に対する感受性を⾼める可能性があります。プロ
トロンビン時間を所望の治療レベルに維持するために、抗凝固剤の投与量を減らす必要があるかもしれ
ない。経⼝抗凝固療法を受けている患者は、特にアナボリックが開始または停⽌されている場合は、綿
密なモニタリングが必要です。

•• インスリンおよび他の低⾎糖剤：糖尿病患者では、同化作⽤の代謝効果により⾎糖値が低下し、
それによってインスリンおよび他の低⾎糖剤の必要量が減少する可能性があります。
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臨床検査への影響

•• アナボリックは、タンパク質結合ヨウ素（PBI）のレベル、チロキシン結合能⼒、および放射性ヨウ素の取り込みを低下さ
せる可能性があります。

•• アナボリックは、ブドウ糖負荷試験とメチラポン試験（下垂体機能）に変化を引き起こす可能性があ
ります。

有害な影響

副作⽤は、投与量、投与間隔、および個⼈の感受性に依存します。悪影響は、製剤のアンドロゲン活性に
よるものです。

システム器官
クラス ⼀般 珍しい レア
全般的 保⽔性
内分泌 男性化（

⼥性*）として表⽰：
嗄声
にきび
多⽑症
増加/減少
性欲。

精⼦形成の阻害乏精⼦症

精巣萎縮
インポテンス
⼥性化乳房
勃起の頻度の増加陰茎のサイズの
増加（思春期前の男の⼦）

クリトリスの肥⼤陰⽑の成⻑の
増加稀発⽉経

無⽉経
代謝 ⾼脂⾎症

⾎清HDLコレステロールの低下
⾎液学 ヘモグロビンが異常な⾼レ

ベルに増加
⼼臓⾎管 ⾼⾎圧
胃腸 吐き気
肝胆道 異常な肝臓

関数
⻩疸
肝紫斑
肝炎

泌尿⽣殖器 精巣上体炎
膀胱の過敏性
尿の流れの減少
良性前⽴腺肥⼤症持続勃起症

筋⾻格 早期のエピフィシール閉鎖（⼩
児）

肌 ＆
付属物

にきび 油性肌
ベトベトの髪
発疹
かゆみ
発疹
蕁⿇疹
注射部位
癤

（*⾼⽤量、⻑期治療、頻繁な投与では、ホルモン療法に敏感な⼥性に男性化の兆候が⾒られる場合がありま
す。男性化の兆候が⾒られた場合は、治療の中断を検討する必要があります。嗄声は、声の変化の最初の兆
候である可能性があります。⻑く続く可能性があり、時には不可逆的である可能性があります。）
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投薬と管理

Deca-Durabolinは深い筋⾁内注射によってのみ投与されるべきです。バイアルとアンプルは使い捨てを⽬
的としています。

•• 急性腎不全や慢性腎不全などの腎状態：2〜3週間ごとに25〜50mg。最初は、より⾼い投与量（毎
週50mg）が必要になる場合があります。

•• ⼿術不能な乳がんの緩和治療に：2〜3週間ごとに50 mg。
•• ⾻粗鬆症（エストロゲン療法が禁忌である場合）：2〜3週間ごとに50mg。
•• コルチコステロイドによる⻑期治療を受けている患者向け：2〜3週間ごとに50mg。
•• 注意：最適なアナボリック効果を得るには、カロリーが豊富な⾷事で⼗分な量のビタミン、ミ

ネラル、タンパク質を投与する必要があります。
•• 貧⾎の治療のために：

o
o

再⽣不良性貧⾎：毎週50〜150mg。
慢性腎不全の貧⾎：週1回、⼥性100mg、男性200mg。

⼗分な改善または⾚⾎球像の正常化が得られた後、⾎液学的パラメータの定期的なモニタリングに基づい
て、治療を徐々に中⽌する必要があります。投与量を減らしている間、または治療を停⽌した後、いつで
も再発が発⽣した場合は、治療の再開を検討する必要があります。

治療効果の発現は、患者によって⼤きく異なる可能性があります。3〜6か⽉の治療後に満⾜のいく反応
が得られない場合は、投与を中⽌する必要があります。

⼩児患者：Deca-Durabolinは⼩児患者には推奨されません（参照予防）。

過剰投与

Deca-Durabolinによる過剰投与の管理に関する具体的な推奨事項はありません。ナンドロロンエステルの
急性筋⾁内毒性は⾮常に低いです。

プレゼンテーションと保管の条件

Deca-Durabolin Orgaject 50mg / ml注射⽤溶液（AUST R 10655）：使い捨てガラスシリンジに1ml。

25未満で保管0Cと光から保護します。

スポンサーの名前と住所
Merck Sharp＆Dohme（オーストラリア）Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
サウスグランビルNSW2142オース
トラリア

Merck Sharp＆Dohme（New Zealand）Ltd 
PO Box 99 851
新しい市場
オークランド1149
ニュージーランド

薬の毒のスケジュール

スケジュール4‒処⽅箋のみの薬
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承認⽇
TGA承認⽇：2007年2⽉22⽇最新の修正⽇：2011年
10⽉6⽇

提供される情報は、デカデュラボリン50mgにのみ関連しており、同じ有効成分を含む可能性のあ
る他の製品との関連で使⽤しないでください。
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