2017 年 5 ⽉

販売中⽌予定のご案内
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご⾼配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、下記製品につきましては、販売開始以来、先⽣⽅にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定で
ございます。⼤変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
謹⽩
記

以上

2017 年 5 ⽉

販売中⽌予定のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご⾼配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、『エナルモン®錠 25mg』につきましては販売開始以来、先⽣⽅にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定で
ございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご⾼覧いただければ幸甚に存じます。
⼤変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹⽩

記
【製品】
販売名

包装
規格

統⼀商品コード

HOTコード

®

10T×3

123-14782-8

1053272020102

エナルモン 錠25mg

GS1コード
調剤包装単位

販売包装単位

薬価基準収載
医薬品コード

04987123503402

14987123147825

2462001F1016

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。

販売名（会社名）

成分名・含量
効能・効果
（下線は同種同効品に適応あり）

⽤法・⽤量

販売中⽌予定品

同種同効品

エナルモン®錠25mg

エナルモンデポー ®筋注125mg／250mg
（あすか製薬株式会社）

1錠中
⽇局メチルテストステロン 25mg

1管1mL中
⽇局テストステロンエナント酸エステル 125mg／250mg

①男⼦性腺機能不全（類宦官症）、②造精機能障害による
男⼦不妊症、③末期⼥性性器癌の疼痛緩和、⼿術不能の乳癌

①男⼦性腺機能不全（類宦官症）、②造精機能障害による
男⼦不妊症、③再⽣不良性貧⾎、⾻髄線維症、腎性貧⾎

メチルテストステロンとして、
男⼦性腺機能不全（類宦官症）には、
通常、成⼈ 1 ⽇20〜50mgを経⼝投与する。
造精機能障害による男⼦不妊症には、
通常、成⼈ 1 ⽇50mgを無精⼦症になるまで、経⼝投与する。
末期⼥性性器癌の疼痛緩和、⼿術不能の乳癌には、
通常、成⼈ 1 ⽇50〜200mgを経⼝投与する。
なお、症状により適宜増減する。

男⼦性腺機能不全（類宦官症）の場合
通常、成⼈にはテストステロンエナント酸エステルとして
１回100 mgを 7 〜10⽇間ごとに、
⼜は 1 回250mgを 2 〜 4週間ごとに筋⾁内注射する。
造精機能障害による男⼦不妊症の場合
通常、成⼈にはテストステロンエナント酸エステルとして
１回50〜250mgを 2 〜 4 週間ごとに無精⼦状態になるまで
筋⾁内注射する。
再⽣不良性貧⾎、⾻髄線維症、腎性貧⾎の場合
通常、成⼈にはテストステロンエナント酸エステルとして
1 回100〜250mgを 1 〜 2 週間ごとに筋⾁内注射する。
なお、いずれの場合も年齢、症状により適宜増減する。

※成分・含量、効能・効果、⽤法・⽤量の詳細につきましては、添付⽂書等をご参照ください。

【販売中⽌予定時期】 2018 年 1 ⽉
※なお、在庫状況により販売中⽌時期に差異が⽣じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
以上

2017 年 5 ⽉

販売中⽌予定のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご⾼配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、『エナルモン®注 10』、『エナルモン®注 25』につきましては、販売開始以来、先⽣⽅にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定で
ございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご⾼覧いただければ幸甚に存じます。
⼤変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹⽩

記
【製品】
包装
規格

統⼀商品コード

HOTコード

®

10A

123-00745-0

®

10A

123-00746-7

販売名
エナルモン 注10
エナルモン 注25

GS1コード
調剤包装単位

販売包装単位

薬価基準収載
医薬品コード

1053258020201

04987123503419

14987123007457

2461401A1014

1053265020101

04987123503426

14987123007464

2461401A2010

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。

販売名（会社名）

成分名・含量
効能・効果
（下線は同種同効品に適応あり）

⽤法・⽤量

販売中⽌予定品

同種同効品

エナルモン®注10／注25

エナルモンデポー ®筋注125mg／250mg
（あすか製薬株式会社）

1管1mL中
⽇局テストステロンプロピオン酸エステル 10mg／25mg

1管1mL中
⽇局テストステロンエナント酸エステル 125mg／250mg

①男⼦性腺機能不全（類宦官症）、②造精機能障害による
男⼦不妊症

①男⼦性腺機能不全（類宦官症）、②造精機能障害による
男⼦不妊症、③再⽣不良性貧⾎、⾻髄線維症、腎性貧⾎

男⼦性腺機能不全（類宦官症）の場合
通常、成⼈にはテストステロンプロピオン酸エステルとして
1回25〜50mgを 1 〜 3 ⽇間ごとに筋⾁内注射する。
造精機能障害による男⼦不妊症の場合
通常、成⼈にはテストステロンプロピオン酸エステルとして
1回5 〜25mgを週 2 〜 3 回、⼜は 1 ⽇50〜100mgを
無精⼦状態になるまで筋⾁内注射する。
なお、いずれの場合も症状により適宜増減する。

男⼦性腺機能不全（類宦官症）の場合
通常、成⼈にはテストステロンエナント酸エステルとして
１回100 mgを 7 〜10⽇間ごとに、
⼜は 1 回250mgを 2 〜 4週間ごとに筋⾁内注射する。
造精機能障害による男⼦不妊症の場合
通常、成⼈にはテストステロンエナント酸エステルとして
１回50〜250mgを 2 〜 4 週間ごとに無精⼦状態になるまで
筋⾁内注射する。
再⽣不良性貧⾎、⾻髄線維症、腎性貧⾎の場合
通常、成⼈にはテストステロンエナント酸エステルとして
1 回100〜250mgを 1 〜 2 週間ごとに筋⾁内注射する。
なお、いずれの場合も年齢、症状により適宜増減する。

※成分・含量、効能・効果、⽤法・⽤量の詳細につきましては、添付⽂書等をご参照ください。
【販売中⽌予定時期】 2018 年 1 ⽉
※なお、在庫状況により販売中⽌時期に差異が⽣じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
以上

2017 年 5 ⽉

販売中⽌予定のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご⾼配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて『E・P・ホルモンデポー®筋注』につきましては、販売開始以来、先⽣⽅にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定で
ございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご⾼覧いただければ幸甚に存じます。
⼤変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
謹⽩
記
【製品】
販売名

®

E・P・ホルモン デポー筋注

包装
規格

統⼀商品コード

HOTコード

10A

123-15081-1

1054187020102

GS1コード
調剤包装単位

販売包装単位

薬価基準収載
医薬品コード

04987123503341

14987123150818

2482401X1041

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。
販売中⽌予定品
販売名（会社名）

成分名・含量

効能・効果
（下線は同種同効品に適応あり）

⽤法・⽤量

®

E・P・ホルモン デポー筋注

同種同効品
ルテスデポー注（持⽥製薬株式会社）

1管1mL中
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 50mg
エストラジオールプロピオン酸エステル 1mg

1管1mL中
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 125mg
⽇局エストラジオール安息⾹酸エステル 10mg

無⽉経、機能性⼦宮出⾎

機能性⼦宮出⾎

通常、 1 週間に 1 回 1 mL（ 1 管）を筋⾁内注射する。
なお、症状により適宜増減する。

通常、1回1mLを筋⾁内注射する。
なお、症状により適宜増減する。

※成分・含量、効能・効果、⽤法・⽤量が⼀部異なっておりますので、詳細につきましては各製品添付⽂書等をご参照ください。

【販売中⽌予定時期】
2018 年 1 ⽉
※なお、在庫状況により販売中⽌時期に差異が⽣じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
以上

2017 年 5 ⽉

販売中⽌予定のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご⾼配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、『オオホルミンルテウムデポー®筋注 125mg』につきましては、販売開始以来、先⽣⽅にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定で
ございます。なお、代替候補品につきましては、下記をご⾼覧いただければ幸甚に存じます。
⼤変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
謹⽩
記
【製品】
販売名

®

オオホルミンルテウムデポー 筋注
125mg

包装
規格

統⼀商品コード

HOTコード

10A

123-15084-2

1053586020103

GS1コード
調剤包装単位

販売包装単位

薬価基準収載
医薬品コード

04987123503471

14987123150849

2477400A2083

代替品につきましては、下表をご参考ください。
販売中⽌予定品
販売名（会社名）

成分名・含量
効能・効果
（下線は代替品に適応あり）

⽤法・⽤量

オオホルミンルテウムデポー®筋注125mg

代替品
プロゲデポー筋注125mg（持⽥製薬株式会社）
プロゲストン®デポー筋注125mg（富⼠製薬⼯業株式会社）

1管1mL中
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 125mg

1管1mL中
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル 125mg

無⽉経、機能性⼦宮出⾎、⻩体機能不全による不妊症、
切迫流早産、習慣性流早産

無⽉経、機能性⼦宮出⾎、⻩体機能不全による不妊症、
切迫流早産、習慣性流早産

ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステルとして、
通常成⼈１週１回65〜125mgを筋⾁内注射する。

ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステルとして、
通常成⼈1週1回65〜125mgを筋⾁内注射する。

※詳細につきましては、各製品添付⽂書等をご参照ください。

【販売中⽌予定時期】
2018 年 1 ⽉
※なお、在庫状況により販売中⽌時期に差異が⽣じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
以上

2017 年 5 ⽉

販売中⽌予定のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご⾼配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて『オバホルモンデポー®筋注 5 ㎎』につきましては、販売開始以来、先⽣⽅にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定で
ございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご⾼覧いただければ幸甚に存じます。
⼤変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹⽩

記
【製品】
販売名

®

オバホルモンデポー 筋注5mg

包装
規格

統⼀商品コード

HOTコード

10A

123-15085-9

1053401020102

GS1コード
調剤包装単位

販売包装単位

薬価基準収載
医薬品コード

04987123503495

14987123150856

2473403B1044

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。
販売中⽌予定品

同種同効品
®

オバホルモンデポー ®筋注5mg

販売名（会社名）

成分名・含量

効能・効果
（下線は同種同効品に適応あり）

⽤法・⽤量

プロギノン ・デポー筋注10mg（富⼠製薬⼯業株式会社）
ペラニンデポー筋注5mg／10mg（持⽥製薬株式会社）

1管1mL中
エストラジオールプロピオン酸エステル 5mg

1管1mL中
エストラジオール吉草酸エステル 5mg／10mg

無⽉経、⽉経周期異常（稀発⽉経、多発⽉経）、
⽉経量異常（過少⽉経、過多⽉経）、⽉経困難症、
機能性⼦宮出⾎、⼦宮発育不全症、卵巣⽋落症状、
更年期障害、不妊症

無⽉経、⽉経周期異常（稀発⽉経、多発⽉経）、
⽉経量異常（過少⽉経、過多⽉経）、⽉経困難症、
機能性⼦宮出⾎、⼦宮発育不全症、卵巣⽋落症状、
更年期障害、不妊症

エストラジオールプロピオン酸エステルとして、
通常成⼈1 回1.0〜10 mgを1 週〜1カ⽉ごとに
筋⾁内注射する。
なお、症状により適宜増減する。

エストラジオール吉草酸エステルとして、
通常成⼈1回5〜10mgを1〜4週間ごとに筋⾁内注射する。
なお、症状により適宜増減する。

※成分・含量、⽤法・⽤量が⼀部異なっておりますので、詳細につきましては各製品添付⽂書等をご参照ください。

【販売中⽌予定時期】 2018 年 1 ⽉
※なお、在庫状況により販売中⽌時期に差異が⽣じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
以上

2017 年 5 ⽉

販売中⽌予定のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご⾼配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、『ボセルモン®⽔懸注』につきましては、販売開始以来、先⽣⽅にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定で
ございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご⾼覧いただければ幸甚に存じます。
⼤変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹⽩

記
【製品】
販売名

包装
規格

統⼀商品コード

HOTコード

10A

123-15101-6

1054033020103

GS1コード
調剤包装単位

販売包装単位

04987123504225

14987123151013

®

薬価基準収載
医薬品コード

2481401X1044

ボセルモン ⽔懸注
50A

123-15102-3

1054033020104

04987123504225

14987123151020

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。
販売中⽌予定品
ボセルモン®⽔懸注

販売名（会社名）

成分名・含量
効能・効果
（下線は同種同効品に適応あり）

同種同効品
プリモジアン®・デポー筋注（富⼠製薬⼯業株式会社）
ダイホルモン・デポー注（持⽥製薬株式会社）

1管1mL中
テストステロン 4.76mg
エストラジオール 0.24mg

1管1mL中
⽇局テストステロンエナント酸エステル 90.2mg
エストラジオール吉草酸エステル 4mg

更年期障害

更年期障害、卵巣⽋落症状、⾻粗鬆症

通常、1 ⽇1 回⼜は隔⽇に1 回 1 〜 2 mLを
筋⾁内注射⼜は⽪下注射する。
なお、症状により適宜増減する。

通常、２〜４週毎に１回１mLを筋⾁内注射する。
なお、症状により適宜増減する。

⽤法・⽤量

＜⽤法・⽤量に関連する使⽤上の注意＞
「⾻粗鬆症」に本剤を投与する場合、投与後6ヵ⽉〜1年後に
⾻密度を測定し、効果が認められない場合には投与を中⽌し、
他の療法を考慮すること。

※成分・含量、効能・効果、⽤法・⽤量が⼀部異なっておりますので、詳細につきましては各製品添付⽂書等をご参照ください。

【販売中⽌予定時期】 2018 年 1 ⽉
※なお、在庫状況により販売中⽌時期に差異が⽣じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
以上

2017 年 5 ⽉

販売中⽌予定のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご⾼配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、『ボセルモンデポー®筋注』につきましては、販売開始以来、先⽣⽅にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、販売を終了させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。販売終了時期等につきましては、改めてご案内申し上げる予定で
ございます。なお、同種同効品につきましては、下記をご⾼覧いただければ幸甚に存じます。
⼤変ご迷惑をお掛けし誠に恐縮に存じますが、事情ご賢察のうえ何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、弊社製品につきましては、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹⽩

記
【製品】
販売名

®

ボセルモンデポー 筋注

包装
規格

統⼀商品コード

HOTコード

10A

123-15103-0

1054064020102

GS1コード
調剤包装単位

販売包装単位

薬価基準収載
医薬品コード

04987123504232

14987123151037

2481403X1035

同種同効品につきましては、下表をご参考ください。
販売中⽌予定品

同種同効品
®

ボセルモンデポー ®筋注

販売名（会社名）

成分名・含量

効能・効果
（下線は同種同効品に適応あり）

⽤法・⽤量

プリモジアン ・デポー筋注（富⼠製薬⼯業株式会社）
ダイホルモン・デポー注（持⽥製薬株式会社）

1管1mL中
⽇局テストステロンエナント酸エステル 40mg
⽇局テストステロンプロピオン酸エステル 9mg
エストラジオール吉草酸エステル 1mg

1管1mL中
⽇局テストステロンエナント酸エステル 90.2mg
エストラジオール吉草酸エステル 4mg

更年期障害、⾻粗鬆症

更年期障害、卵巣⽋落症状、⾻粗鬆症

通常、2〜4週ごとに1回1mLを筋⾁内注射する。
なお、症状により適宜増減する。

通常、２〜４週毎に１回１mLを筋⾁内注射する。
なお、症状により適宜増減する。

＜⽤法・⽤量に関連する使⽤上の注意＞
「⾻粗鬆症」に本剤を投与する場合、投与後6カ⽉〜1年後に
⾻密度を測定し、効果が認められない場合には投与を中⽌し、
他の療法を考慮すること。

＜⽤法・⽤量に関連する使⽤上の注意＞
「⾻粗鬆症」に本剤を投与する場合、投与後6ヵ⽉〜1年後に
⾻密度を測定し、効果が認められない場合には投与を中⽌し、
他の療法を考慮すること。

※成分・含量、効能・効果が⼀部異なっておりますので、詳細につきましては各製品添付⽂書等をご参照ください。

【販売中⽌予定時期】 2018 年 1 ⽉
※なお、在庫状況により販売中⽌時期に差異が⽣じることがございますので、その折はご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
以上

