
血液腫瘍

     レジメン名 適応日数         薬品名      投与日

ABVｄ療法 28 ドキソルビシン 25 mg/㎡ day1,15

ブレオマイシン 9 mg/㎡(max15mg) day1,15

ビンブラスチン 6 mg/㎡ day1,15

ダカルバジン 250 mg/㎡ day1,15

ALL・NHL維持療法 28 ビンクリスチン 1.3 mg/㎡(max2mg) day1

メトトレキサート 20 mg/㎡ day1,8,15,22

メルカプトプリン 60 mg/㎡ 連日

CHOP 21 ビンクリスチン 1.4 mg/㎡(max2mg) day1

ドキソルビシン 50 mg/㎡ day1

シクロホスファミド 750 mg/㎡ day1

プレドニゾロン 100 mg/body day1-5

CPT-11+M+D療法 21 デキサメタゾン 40 mg/body day1-3

イリノテカン 25 mg/㎡ day1,2

ミトキサントロン 8 mg/㎡ day3

R-FND 28 リツキシマブ 375 mg/㎡ day1

デキサメタゾン 20 mg/body day2-4

フルダラビン 25 mg/㎡ day2-4

ミトキサントロン 10 mg/㎡ day2

mLSG 15 28 プレドニゾロン 40 mg/㎡
day1,8,15,16

,17

ビンクリスチン 1 mg/㎡(max2mg) day1

ドキソルビシン 40 mg/㎡ day1

シクロホスファミド 350 mg/㎡ day1

ドキソルビシン 30 mg/㎡ day8

ラニムスチン 60 mg/㎡ day8

ビンデシン 2.4 mg/㎡ day15

カルボプラチン 250 mg/㎡ day15

エトポシド 100 mg/㎡ day15-17

アザシチジン療法(皮下投与法) 28 アザシチジン 75 mg/㎡ day1-7

アザシチジン療法(点滴静注法) 28 アザシチジン 75 mg/㎡ day1-7

ベンダムスチン療法 21 ベンダムスチン 120 mg/㎡ day1,2

リツキサン 7 リツキシマブ 375 mg/㎡ day1

BD(皮下注) 21 ボルテゾミブ 1.3 mg/㎡ day1,4,8,11

アドセトリス 21 ブレンツキシマブベドチン 1.8 mg/kg day1

A-CHP 21 ブレンツキシマブベドチン 1.8 mg/kg day1

ドキソルビシン 50 mg/㎡ day1

シクロホスファミド 750 mg/㎡ day1

プレドニゾロン 60 mg/㎡ day1-5

A-AVD療法 28 ドキソルビシン 25 mg/㎡ day1,15

ビンブラスチン 6 mg/㎡ day1,15

            投与量



ダカルバジン 375 mg/㎡ day1,15

ブレンツキシマブベドチン 1.2 mg/kg day1,15

ダラツムマブ(ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ併用)1～2ｻｲｸﾙ用 28 ダラツムマブ 16 mg/kg day1,8,15,22

レナリドミド 25 mg/body day1-21

デキサメタゾン 20 mg/body
day1,2,8,9,1

5,16,22,23

ダラツムマブ(ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ併用)3～6ｻｲｸﾙ用 28 ダラツムマブ 16 mg/kg day1,15

レナリドミド 25 mg/body day1-21

デキサメタゾン 20 mg/body day1,2,15,16

デキサメタゾン 40 mg/body/週

day8-14のい

ずれかと22-

28のいずれか

ダラツムマブ(ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ併用)7ｻｲｸﾙ以降用 28 ダラツムマブ 16 mg/kg day1

レナリドミド 25 mg/body day1-21

デキサメタゾン 20 mg/body day1,2

デキサメタゾン 40 mg/body/週

day8-14のい

ずれかと15-

21のいずれか

ダラツムマブ+ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ（ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ併用)1～3ｻｲｸﾙ用21 ダラツムマブ 16 mg/kg day1,8,15

ボルテゾミブ 1.3 mg/㎡ day1,4,8,11

デキサメタゾン 20 mg/body
day1,2,4,5,8

,9,11,12

ダラツムマブ+ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ（ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ併用)4～8ｻｲｸﾙ用 21 ダラツムマブ 16 mg/kg day1

ボルテゾミブ 1.3 mg/㎡ day1,4,8,11

デキサメタゾン 20 mg/body
day1,2,4,5,8

,9,11,12

ダラツムマブ+ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ（ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ併用)9ｻｲｸﾙ以降用 28 ダラツムマブ 16 mg/kg day1

Kd療法1ｻｲｸﾙ目 28 カルフィルゾミブ 20 mg/㎡ day1,2

カルフィルゾミブ 56 mg/㎡ day8,9,15,16

デキサメタゾン 20 mg/body
day1,2,8,9,1

5,16,22,23

Kd療法2ｻｲｸﾙ目以降 28 カルフィルゾミブ 56 mg/㎡
day1,2,8,9,1

5,16

デキサメタゾン 20 mg/body
day1,2,8,9,1

5,16,22,23

Kd療法(週1回)1ｻｲｸﾙ目 28 カルフィルゾミブ 20 mg/㎡ day1

カルフィルゾミブ 70 mg/㎡ day8,15

デキサメタゾン 40 mg/body day1,8,15,22

Kd療法(週1回)2ｻｲｸﾙ目以降 28 カルフィルゾミブ 70 mg/㎡ day1,8,15

デキサメタゾン 40 mg/body day1,8,15,22

KRd療法1ｻｲｸﾙ目 28 カルフィルゾミブ 20 mg/㎡ day1,2

カルフィルゾミブ 27 mg/㎡ day8,9,15,16

レナリドミド 25 mg/body day1-21

デキサメタゾン 40 mg/body day1,8,15,22



KRd療法2～12ｻｲｸﾙ目 28 カルフィルゾミブ 27 mg/㎡
day1,2,8,9,1

5,16

レナリドミド 25 mg/body day1-21

デキサメタゾン 40 mg/body day1,8,15,22

KRd療法13～18ｻｲｸﾙ目 28 カルフィルゾミブ 27 mg/㎡ day1,2,15,16

レナリドミド 25 mg/body day1-21

デキサメタゾン 40 mg/body day1,8,15,22

KRd療法19ｻｲｸﾙ目以降 28 レナリドミド 25 mg/body day1-21

デキサメタゾン 40 mg/body day1,8,15,22

ｵﾋﾟﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ+CHOP 1ｻｲｸﾙ目 21 オビヌツズマブ 1000 mg/body day1,8,15

ビンクリスチン 1.4 mg/㎡(max2mg) day2

ドキソルビシン 50 mg/㎡ day2

シクロホスファミド 750 mg/㎡ day2

プレドニゾロン 100 mg/body day2-6

ｵﾋﾟﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ+CHOP 2～6ｻｲｸﾙ 21 オビヌツズマブ 1000 mg/body day1

ビンクリスチン 1.4 mg/㎡(max2mg) day2

ドキソルビシン 50 mg/㎡ day2

シクロホスファミド 750 mg/㎡ day2

プレドニゾロン 100 mg/body day2-6

ｵﾋﾟﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ+CHOP 7～8ｻｲｸﾙ 21 オビヌツズマブ 1000 mg/body day1

ｵﾋﾟﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ベンダムスチン 1ｻｲｸﾙ目 28 オビヌツズマブ 1000 mg/body day1,8,15

ベンダムスチン 90 mg/㎡ day2,3

ｵﾋﾟﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ベンダムスチン 2～6ｻｲｸﾙ 28 オビヌツズマブ 1000 mg/body day1

ベンダムスチン 90 mg/㎡ day2,3

ｵﾋﾟﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ単剤 7 オビヌツズマブ 1000 mg/body day1

エムプリシティ（1-2サイクル用） 28 エロツズマブ 10 mg/kg day1,8,15,22

エムプリシティ（3サイクル以降） 28 エロツズマブ 10 mg/kg day1,15

エムプリシティ（3サイクル以降 E-Pd用） 28 エロツズマブ 20 mg/kg day1

DMPB療法(ｻｲｸﾙ1) 42 ダラツムマブ 16 mg/kg
day1,8,15,22

,29,36

ボルテゾミブ 1.3 mg/㎡
day1,4,8,11,

22,25,29,32

メルファラン 9 mg/㎡ day1-4

プレドニゾロン 60 mg/㎡ day2-4

DMPB療法(ｻｲｸﾙ2～9) 42 ダラツムマブ 16 mg/kg day1,22

ボルテゾミブ 1.3 mg/㎡ day1,8,22,29

メルファラン 9 mg/㎡ day1-4

プレドニゾロン 60 mg/㎡ day2-4

DMPB療法(ｻｲｸﾙ10以降) 28 ダラツムマブ 16 mg/kg day1

R-CHOP 21 リツキシマブ 375 mg/㎡ day1

ビンクリスチン 1.4 mg/㎡(max2mg) day2

ドキソルビシン 50 mg/㎡ day2

シクロホスファミド 750 mg/㎡ day2



プレドニゾロン 100 mg/body day2-6

悪性リンパ腫(ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ-ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ) 28 リツキシマブ 375 mg/㎡ day1

ベンダムスチン 90 mg/㎡ day1,2

Nivolumab 14 ニボルマブ 240 mg/body day1

【4週毎】Nivolumab 28 ニボルマブ 480 mg/body day1

Pembrolizumab 21 ペンブロリズマブ 200 mg/body day1

【6週毎】Pembrolizumab 42 ペンブロリズマブ 400 mg/body day1

ロミデプシン単剤療法 28 ロミデプシン 14 mg/㎡ day1,8,15


