
造血器系腫瘍

１コース

商品名 一般名 （日）

ドキソルビシン ドキソルビシン 25mg/m2 点滴静注 day1, 15

ブレオ ブレオマイシン 9mg/m2 点滴静注 day1, 15

エクザール ビンブラスチン 6mg/m2 点滴静注 day1, 15

ダカルバジン ダカルバジン 375mg/m
2 点滴静注 day1, 15

アドセトリス ブレンツキシマブベトチン 1.2mg/kg 点滴静注 day1, 15

ドキソルビシン ドキソルビシン 25mg/m2 点滴静注 day1, 15

エクザール ビンブラスチン 6mg/m2 点滴静注 day1, 15

ダカルバジン ダカルバジン 375mg/m2 点滴静注 day1, 15

ニボルマブ(240)療法 オプジーボ ニボルマブ 240mg/body 点滴静注 day1 14

再発又は難治性の

古典的ホジキンリ

ンパ腫

ニボルマブ(480)療法 オプジーボ ニボルマブ 480mg/body 点滴静注 day1 28

再発又は難治性の

古典的ホジキンリ

ンパ腫

ペンブロリズマブ(200)療法 キイトルーダ ペンブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 day1 21

再発又は難治性の

古典的ホジキンリ

ンパ腫

ペンブロリズマブ(400)療法 キイトルーダ ペンブロリズマブ 400mg/body 点滴静注 day1 42

再発又は難治性の

古典的ホジキンリ

ンパ腫

ブレンツキシマブベトチン

療法
アドセトリス ブレンツキシマブベトチン 1.8mg/kg 点滴静注 day1 21

ホジキンリンパ

腫・未分化大細胞

リンパ腫

リツキサン リツキシマブ 375mg/m
2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 750mg/m2 点滴静注 day2

ドキソルビシン ドキソルビシン 50mg/m
2 点滴静注 day2

オンコビン ビンクリスチン 1.4mg/m
2 急速静注 day2

プレドニン プレドニゾロン 100mg/body 経口 day2-6

R-CHOP療法 21
非ホジキンリンパ

腫

ABVD療法 28 ホジキンリンパ腫

A+AVD療法 28 ホジキンリンパ腫

レジメン名称
使用薬剤

投与量 投与経路 投与日 適応



リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 400mg/m2 点滴静注 day2

ドキソルビシン ドキソルビシン 25mg/m2 点滴静注 day2

オンコビン ビンクリスチン 1mg/body 急速静注 day2

プレドニン プレドニゾロン 40mg/m2 経口 day2-6

エンドキサン シクロホスファミド 750mg/m2 点滴静注 day1

オンコビン ビンクリスチン 1.4mg/m2 急速静注 day1

プレドニン プレドニゾロン 100mg/body 経口 day1-5

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 400mg/m2 経口 day3-7

オンコビン ビンクリスチン 1.4mg/m2 急速静注 day3

プレドニン プレドニゾロン 100mg/body 経口 day3-7

リツキシマブ療法 リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1 7
非ホジキンリンパ

腫

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 750mg/m2 点滴静注 day6

ドキソルビシン ドキソルビシン 10mg/m2 持続静注 day2-5

オンコビン ビンクリスチン 0.4mg/m2 持続静注 day2-5

ラステット エトポシド 50mg/m2 持続静注 day2-5

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day2-6

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 900mg/m
2 点滴静注 day6

ドキソルビシン ドキソルビシン 12mg/m2 持続静注 day2-5

オンコビン ビンクリスチン 0.4mg/m
2 持続静注 day2-5

ラステット エトポシド 60mg/m2 持続静注 day2-5

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day2-6

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 1080mg/m
2 点滴静注 day6

ドキソルビシン ドキソルビシン 14.4mg/m
2 持続静注 day2-5

オンコビン ビンクリスチン 0.4mg/m
2 持続静注 day2-5

ラステット エトポシド 72mg/m2 持続静注 day2-5

DA-EPOCH-R療法

（level 3）
21

非ホジキンリンパ

腫

DA-EPOCH-R療法

（level 1）
21

非ホジキンリンパ

腫

DA-EPOCH-R療法

（level 2）
21

非ホジキンリンパ

腫

COP療法 21
非ホジキンリンパ

腫

R-CVP療法 21
非ホジキンリンパ

腫

R-miniCHOP療法 21
非ホジキンリンパ

腫（80歳以上）



プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day2-6

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 1296mg/m2 点滴静注 day6

ドキソルビシン ドキソルビシン 17.3mg/m2 持続静注 day2-5

オンコビン ビンクリスチン 0.4mg/m2 持続静注 day2-5

ラステット エトポシド 86.4mg/m2 持続静注 day2-5

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day2-6

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 1555mg/m2 点滴静注 day6

ドキソルビシン ドキソルビシン 20.7mg/m
2 持続静注 day2-5

オンコビン ビンクリスチン 0.4mg/m2 持続静注 day2-5

ラステット エトポシド 103.7mg/m2 持続静注 day2-5

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day2-6

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 1866mg/m
2 点滴静注 day6

ドキソルビシン ドキソルビシン 24.8mg/m2 持続静注 day2-5

オンコビン ビンクリスチン 0.4mg/m
2 持続静注 day2-5

ラステット エトポシド 124.4mg/m2 持続静注 day2-5

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day2-6

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 600mg/m
2 点滴静注 day6

ドキソルビシン ドキソルビシン 10mg/m2 持続静注 day2-5

オンコビン ビンクリスチン 0.4mg/m2 持続静注 day2-5

ラステット エトポシド 50mg/m2 持続静注 day2-5

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day2-6

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 480mg/m2 点滴静注 day6

ドキソルビシン ドキソルビシン 10mg/m2 持続静注 day2-5

オンコビン ビンクリスチン 0.4mg/m2 持続静注 day2-5

ラステット エトポシド 50mg/m2 持続静注 day2-5

DA-EPOCH-R療法

（level -1）
21

非ホジキンリンパ

腫

DA-EPOCH-R療法

（level -2）
21

非ホジキンリンパ

腫

DA-EPOCH-R療法

（level 5）
21

非ホジキンリンパ

腫

DA-EPOCH-R療法

（level 6）
21

非ホジキンリンパ

腫

DA-EPOCH-R療法

（level 3）
21

非ホジキンリンパ

腫

DA-EPOCH-R療法

（level 4）
21

非ホジキンリンパ

腫



プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day2-6

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

カルボプラチン カルボプラチン 300mg/m2 点滴静注 day2

イホマイド イホスファミド 1500mg/m2 点滴静注 day2-4

ウロミテキサン メスナ 300mg/m2×3 点滴静注 day2-4

ラステット エトポシド 100mg/m2 点滴静注 day2-4

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day2-4

リツキサン リツキシマブ 375mg/m
2 点滴静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 1200mg/m2 点滴静注 day2

シタラビン シタラビン 2000mg/m
2 点滴静注 day3, 4

ラステット エトポシド 100mg/m2 点滴静注 day2-4

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day2-4

ラステット エトポシド 40mg/m2 点滴静注 day1-4

シタラビン シタラビン 2000mg/m2 点滴静注 day5

シスプラチン シスプラチン 25mg/m2 点滴静注 day1-4

ソル・メドロール メチルプレドニゾロン 500mg/body 点滴静注 day1-5

リツキシマブBS リツキシマブ 375mg/m
2 点滴静注 day1, 15

メソトレキセート メトトレキサート 3500mg/m2 点滴静注 day2, 16

オンコビン ビンクリスチン 1.4mg/m2 点滴静注 day2, 16

プロカルバジン プロカルバジン 100mg/m2 経口 day2-8

ロイコボリン ホリナートカルシウム 15mg/m2 急速静注
MTX開始24h後より6h

毎に8回

リツキシマブBS リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1, 15

メソトレキセート メトトレキサート 3500mg/m
2 点滴静注 day2, 16

オンコビン ビンクリスチン 1.4mg/m2 点滴静注 day2, 16

プロカルバジン プロカルバジン 100mg/m2 経口 day2-8

ロイコボリン ホリナートカルシウム 15mg/m2 急速静注
MTX開始24h後より6h

毎に8回

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m
2 点滴静注 day1, 8

シスプラチン シスプラチン 75mg/m2 点滴静注 day1

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1-4

R-MPV-B療法 14 悪性リンパ腫

GDP療法 21
非ホジキンリンパ

腫

ESHAP療法 21
非ホジキンリンパ

腫

R-MPV-A療法 28 悪性リンパ腫

R-DeVIC療法 21
非ホジキンリンパ

腫

CHASE-R療法 21
非ホジキンリンパ

腫

DA-EPOCH-R療法

（level -2）
21

非ホジキンリンパ

腫



リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day8

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 点滴静注 day1, 8

カルボプラチン カルボプラチン AUC=5 点滴静注 day1

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 経口 day1-4

エンドキサン シクロホスファミド 300mg/m2×2 点滴静注 day1-3

ドキソルビシン ドキソルビシン 50mg/m2 点滴静注 day4

オンコビン ビンクリスチン 1.4mg/m
2 点滴静注 day4, 11

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 経口 day1-4, 11-14

メソトレキセート メトトレキサート 200mg/m2 点滴静注 day1

メソトレキセート メトトレキサート 800mg/m2 持続静注 day1

シタラビン シタラビン 2000mg/m2×2 点滴静注 day2, 3

ソル・メドロール メチルプレドニゾロン 40mg/body×2 点滴静注 day1-3

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

ポライビー ポラツズマブ　ベドチン 1.8mg/kg 点滴静注 day2

トレアキシン ベンダムスチン 90mg/m2 点滴静注 day2, 3

リツキサン リツキシマブ 375mg/m2 点滴静注 day1

トレアキシン ベンダムスチン 90mg/m2 点滴静注 day2, 3

ベンダムスチン療法 トレアキシン ベンダムスチン 120mg/m2 点滴静注 day1, 2 21
非ホジキンリンパ

腫

ガザイバ オビヌツズマブ 1000mg/body 点滴静注 day1, 8, 15

トレアキシン ベンダムスチン 90mg/m2 点滴静注 day2, 3

ガザイバ オビヌツズマブ 1000mg/body 点滴静注 day1

トレアキシン ベンダムスチン 90mg/m
2 点滴静注 day2, 3

オビヌツズマブ療法 ガザイバ オビヌツズマブ 1000mg/body 点滴静注 day1 56
非ホジキンリンパ

腫

メソトレキセート メトトレキサート 2000mg/m2 点滴静注 day1

ロイコボリン ホリナートカルシウム 15mg/body×4 静注
MTX開始24h後より6h

毎に12回

イホマイド イホスファミド 1500mg/m
2 点滴静注 day2-4

ウロミテキサン メスナ 300mg/m2×3 点滴静注 day2-4

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day2-4

SMILE療法 28
非ホジキンリンパ

腫

G-ベンダムスチン療法

（1コース目）
28

非ホジキンリンパ

腫

G-ベンダムスチン療法

（2コース目以降）
28

非ホジキンリンパ

腫

大量MTX+AraC療法 14

悪性リンパ腫

急性リンパ性白血

病

R-ベンダムスチン療法 28
非ホジキンリンパ

腫

Pola-BR療法 21
非ホジキンリンパ

腫

GCD(R)療法 21
再発、難治性の悪

性リンパ腫

Hyper CVAD療法 14

悪性リンパ腫

急性リンパ性白血

病



ラステット エトポシド 100mg/m2 点滴静注 day2-4

ロイナーゼ L-アスパラギナーゼ 6000U/m2 点滴静注 day8,10,12,14,16,18,20

オンコビン ビンクリスチン 1mg/m2 急速静注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 350mg/m2 点滴静注 day1

ドキソルビシン ドキソルビシン 40mg/m2 点滴静注 day1

水溶性プレドニン プレドニゾロン 40mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15-17

ドキソルビシン ドキソルビシン 30mg/m2 点滴静注 day8

サイメリン ラニムスチン 60mg/m2 点滴静注 day8

フィルデシン ビンデシン 2.4mg/m2 点滴静注 day15

ラステット エトポシド 100mg/m
2 点滴静注 day15-17

カルボプラチン カルボプラチン 250mg/m2 点滴静注 day15

ポテリジオ モガムリズマブ 1mg/kg 点滴静注 day1, 15

オンコビン ビンクリスチン 1mg/m2 急速静注 day2

エンドキサン シクロホスファミド 350mg/m
2 点滴静注 day2

ドキソルビシン ドキソルビシン 40mg/m2 点滴静注 day2

水溶性プレドニン プレドニゾロン 40mg/m2 点滴静注 day2, 9, 16-18

ドキソルビシン ドキソルビシン 30mg/m2 点滴静注 day9

サイメリン ラニムスチン 60mg/m2 点滴静注 day9

フィルデシン ビンデシン 2.4mg/m2 点滴静注 day16

ラステット エトポシド 100mg/m2 点滴静注 day16-18

カルボプラチン カルボプラチン 250mg/m2 点滴静注 day16

モガリズマブ療法 ポテリジオ モガリズマブ 1mg/kg 点滴静注 day1 7 非ホジキンリンパ

プララトレキサート療法 ジフォルタ プララトレキサート 30mg/m2 急速静注 day1, 8, 15, 22, 29, 36 49
非ホジキンリンパ

腫

ロミデプシン療法 イストダックス ロミデプシン 14mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15 28
非ホジキンリンパ

腫

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m2
皮下注射 / 急速静

注
day1, 8, 15, 22

レブラミド レナリドミド 15mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day1, 8, 15, 22

MOGA＋mLSG15療法 28
非ホジキンリンパ

腫

VRd lite療法

（1-9コース目）
35 多発性骨髄腫

SMILE療法 28
非ホジキンリンパ

腫

mLSG15療法 28
非ホジキンリンパ

腫



ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m2
皮下注射 / 急速静

注
day1, 15

レブラミド レナリドミド 15mg/body 経口 day1-21

カイプロリス カルフィゾミブ

20mg/m
2
（day1,2）

27mg/m2（day8以

降）

点滴静注 day1, 2, 8, 9, 15, 16

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day1, 8, 15, 22

カイプロリス カルフィゾミブ 27mg/m2 点滴静注 day1, 2, 15, 16

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day1, 8, 15, 22

エムプリシティ エロツズマブ 10mg/kg 点滴静注 day1, 8, 15, 22

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1, 8, 15, 22

エムプリシティ エロツズマブ 10mg/kg 点滴静注 day1,15

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1, 8, 15, 22

ダラザレックス ダラツズマブ 16mg/kg 点滴静注 day1, 8, 15, 22

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

デカドロン デキサメタゾン 20mg/body 点滴静注 day1, 8, 15, 22

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day2, 9, 16, 23

ダラザレックス ダラツズマブ 16mg/kg 点滴静注 day1, 15

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

デカドロン デキサメタゾン 20mg/body 点滴静注 day1, 15

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day2, 16

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day8, 22

ダラザレックス ダラツズマブ 16mg/kg 点滴静注 day1

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

デカドロン デキサメタゾン 20mg/body 点滴静注 day1

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day2

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day8, 15, 22

ダラキューロ ダラツズマブ 1800mg/body 皮下注射 day1, 8, 15, 22

DRd療法

（3-6コース目）
28 多発性骨髄腫

DRd療法

（7コース目以降）
28 多発性骨髄腫

ERd療法　　　　　　　（3

コース目以降）
28 多発性骨髄腫

DRd療法

（1-2コース目）
28 多発性骨髄腫

KRd療法

（13コース目以降）
28 多発性骨髄腫

ERd療法

（1-2コース目）
28 多発性骨髄腫

VRd lite療法

（10-15コース目）
28 多発性骨髄腫

KRd療法

（1-12コース目）
28 多発性骨髄腫

DRd(皮下注)療法

（1-2コース目）
28

未治療

多発性骨髄腫



レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day1, 8, 15, 22

ダラキューロ ダラツズマブ 1800mg/body 皮下注射 day1, 15

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day1, 8, 15, 22

ダラキューロ ダラツズマブ 1800mg/body 皮下注射 day1

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day1, 8, 15, 22

ダラキューロ ダラツズマブ 1800mg/body 皮下注射 day1, 8, 15, 22

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day1,2,8,9,15,16,22,23

ダラキューロ ダラツズマブ 1800mg/body 皮下注射 day1, 15

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day1, 2, 15, 16

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day8, 22

ダラキューロ ダラツズマブ 1800mg/body 皮下注射 day1

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day1, 2

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day8, 15, 22

ニンラーロ イキサゾミブ 4mg/body 経口 day1, 8, 15

レブラミド レナリドミド 25mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day1, 8, 15, 22

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m
2

皮下注射 / 急速静

注
day1, 8, 15, 22

ポマリスト ポマリドミド 4mg/body 経口 day1-21

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day1, 8, 15, 22

エムプリシティ エロツズマブ 10mg/kg 点滴静注 day1, 8, 15, 22

ポマリスト ポマリドミド 4mg/body 経口 day1-21

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1, 8, 15, 22

エムプリシティ エロツズマブ 20mg/kg 点滴静注 day1

ポマリスト ポマリドミド 4mg/body 経口 day1-21

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1

EPd療法

（1-2コース目）
28 多発性骨髄腫

EPd療法

（3コース目以降）
28 多発性骨髄腫

IRd療法 28 多発性骨髄腫

VPd療法 28 多発性骨髄腫

DRd(皮下注)療法

（1-2コース目）
28

未治療

多発性骨髄腫

DRd(皮下注)療法

（3-6コース目）
28

未治療

多発性骨髄腫

DRd(皮下注)療法

（7コース目以降）
28

未治療

多発性骨髄腫

DRd(皮下注)療法

（1-2コース目）
28

再発、難治性の

多発性骨髄腫

DRd(皮下注)療法

（3-6コース目）
28

再発、難治性の

多発性骨髄腫

DRd(皮下注)療法

（7コース目以降）
28

再発、難治性の

多発性骨髄腫



レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day8, 15, 22

ダラザレックス ダラツズマブ 16mg/kg 点滴静注 day1, 8, 15

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m2
皮下注射 / 急速静

注
day1, 8

デカドロン デキサメタゾン 20mg/body 点滴静注 day1, 8, 15

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day2, 9, (16)

ダラザレックス ダラツズマブ 16mg/kg 点滴静注 day1

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m2
皮下注射 / 急速静

注
day1, 8

デカドロン デキサメタゾン 20mg/body 点滴静注 day1

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day2, 8, 9

ダラザレックス ダラツズマブ 16mg/kg 点滴静注 day1

デカドロン デキサメタゾン 20mg/body 点滴静注 day1

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day2

カイプロリス カルフィゾミブ

20mg/m2（day1,2）

56mg/m
2
（day8以

降）

点滴静注 day1, 2, 8, 9, 15, 16

デカドロン デキサメタゾン 20mg/body 点滴静注 day1, 2, 8, 9, 15, 16

レナデックス デキサメタゾン 20mg/body 経口 day22, 23

カイプロリス カルフィゾミブ

20mg/m
2
（day1）

70mg/m2（day8以

降）

点滴静注 day1, 8, 15

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1, 8, 15

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day22

カイプロリス カルフィゾミブ 70mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1, 8, 15

サークリサ イサツキシマブ 10mg/kg 点滴静注 day1, 8, 15, 22

ポマリスト ポマリドミド 4mg/body 経口 day1-21

Kd療法（週1回）

（1-9コース目）
28 多発性骨髄腫

Kd療法（週1回）

（10コース目以降）
28 多発性骨髄腫

IPd療法

（1コース目）
28 多発性骨髄腫

wDVd療法

（9コース目以降）
28 多発性骨髄腫

Kd療法 28 多発性骨髄腫

wDVd療法

（1-3コース目）
21 多発性骨髄腫

wDVd療法

（4-8コース目）
21 多発性骨髄腫

EPd療法

（3コース目以降）
28 多発性骨髄腫



デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1, 8, 15, 22

サークリサ イサツキシマブ 10mg/kg 点滴静注 day1, 15

ポマリスト ポマリドミド 4mg/body 経口 day1-21

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1, 15

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day8, 22

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m2
皮下注射 / 急速静

注
day1, 8, 15, 22

レナデックス /

デカドロン
デキサメタゾン 40mg/body 経口 / 点滴静注 day1, 8, 15, 22

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m2
皮下注射 / 急速静

注
day1, 4, 8, 11

レナデックス /

デカドロン
デキサメタゾン 40mg/body 経口 / 点滴静注 day1, 4, 8, 11

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m
2

皮下注射 / 急速静

注
day1, 8, 15, 22

エンドキサン シクロホスファミド 300mg/m2 経口 day1, 8, 15, 22

レナデックス デキサメタゾン 40mg/body 経口 day1, 8, 15, 22

ドキソルビシン ドキソルビシン 9mg/m2 持続静注 day1-4

オンコビン ビンクリスチン 0.4mg/body 持続静注 day1-4

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1-4

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m
2

皮下注射 / 急速静

注
day1,4,8,11,22,25,29,32

アルケラン メルファラン 9mg/m2 経口 day1-4

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day1-4

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m2
皮下注射 / 急速静

注
day1, 8, 22, 29

アルケラン メルファラン 9mg/m
2 経口 day1-4

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day1-4

イダマイシン イダルビシン 12mg/m
2 点滴静注 day1-3

キロサイド シタラビン 100mg/m2 持続静注 day1-7

ノバントロン ミトキサントロン 7mg/m
2 点滴静注 day1-3

AML-97寛解導入療法 急性骨髄性白血病

AML-97地固め療法

第1コース
急性骨髄性白血病

VMP療法（1-4コース目） 42 多発性骨髄腫

VMP療法（5-9コース目） 42 多発性骨髄腫

CBD療法 28 多発性骨髄腫

VAD療法 28 多発性骨髄腫

ボルテゾミブ療法

（weekly）
35-42 多発性骨髄腫

ボルテゾミブ療法 21 多発性骨髄腫

IPd療法

（1コース目）
28 多発性骨髄腫

IPd療法

（2コース目以降）
28 多発性骨髄腫



キロサイド シタラビン 200mg/m2 持続静注 day1-5

ダウノマイシン ダウノルビシン 50mg/m2 点滴静注 day1-3

キロサイド シタラビン 200mg/m2 持続静注 day1-5

アクラシノン アクラルビシン 20mg/m2 点滴静注 day1-5

キロサイド シタラビン 200mg/m2 持続静注 day1-5

ラステット エトポシド 100mg/m2 点滴静注 day1-5

キロサイド シタラビン 200mg/m2 持続静注 day1-5

オンコビン ビンクリスチン 0.8mg/m2 点滴静注 day8

フィルデシン ビンデシン 2mg/m2 点滴静注 day10

GO療法 マイロターグ ゲムツズマブオゾガマイシン 9mg/m
2 点滴静注 day1, 15 - 急性骨髄性白血病

イダマイシン イダルビシン 12mg/m2 点滴静注 day1, 2

キロサイド シタラビン 80mg/m2 持続静注 day1-5

ベサノイド トレチノイン 45mg/m2 経口 day1-

イダマイシン イダルビシン 12mg/m2 点滴静注 day1-3

キロサイド シタラビン 100mg/m
2 持続静注 day1-5

ベサノイド トレチノイン 45mg/m2 経口 day1-

イダマイシン イダルビシン 12mg/m
2 点滴静注 day1,2

キロサイド シタラビン 80mg/m2 持続静注 day1-5

ノバントロン ミトキサントロン 7mg/m2 点滴静注 day1-3

キロサイド シタラビン 200mg/m2 持続静注 day1-5

ダウノマイシン ダウノルビシン 50mg/m
2 点滴静注 day1-3

ラステット エトポシド 100mg/m2 点滴静注 day1-5

キロサイド シタラビン 140mg/m2 持続静注 day1-5

イダマイシン イダルビシン 12mg/m2 点滴静注 day1-3

キロサイド シタラビン 140mg/m2 持続静注 day1-5

イダマイシン イダルビシン 12mg/m2 点滴静注 day1, 2

キロサイド シタラビン 100mg/m2 持続静注 day1-5

ベサノイド トレチノイン 45mg/m2 経口 day1-

イダマイシン イダルビシン 12mg/m2 点滴静注 day1-3

キロサイド シタラビン 100mg/m2 持続静注 day1-7
APL-204寛解導入療法

C群
急性前骨髄性白血病

APL-97地固め療法

第3コース
急性前骨髄性白血病

APL-204寛解導入療法

B群
急性前骨髄性白血病

APL-97地固め療法

第1コース
急性前骨髄性白血病

APL-97地固め療法

第2コース
急性前骨髄性白血病

APL-97寛解導入療法

C群
急性前骨髄性白血病

APL-97寛解導入療法

D群
急性前骨髄性白血病

AML-97地固め療法

第4コース
急性骨髄性白血病

APL-97寛解導入療法

B群
急性前骨髄性白血病

AML-97地固め療法

第2コース
急性骨髄性白血病

AML-97地固め療法

第3コース
急性骨髄性白血病

AML-97地固め療法

第1コース
急性骨髄性白血病



ベサノイド トレチノイン 45mg/m2 経口 day1-

イダマイシン イダルビシン 12mg/m2 点滴静注 day1-3

キロサイド シタラビン 100mg/m2 持続静注 day1-7

イダマイシン イダルビシン 12mg/m2 点滴静注 day1

キロサイド シタラビン 100mg/m2 持続静注 day1, 2

APL-204寛解導入療法

D群（C群から移行）
イダマイシン イダルビシン 12mg/m2 点滴静注 day1 急性前骨髄性白血病

ノバントロン ミトキサントロン 7mg/m
2 点滴静注 day1-3

キロサイド シタラビン 200mg/m2 持続静注 day1-5

ダウノマイシン ダウノルビシン 50mg/m
2 点滴静注 day1-3

キロサイド シタラビン 200mg/m2 持続静注 day1-5

イダマイシン イダルビシン 12mg/m2 点滴静注 day1-3

キロサイド シタラビン 140mg/m2 持続静注 day1-5

亜ヒ酸療法（寛解導入） トリセノックス 三酸化二ヒ素 0.15mg/kg 点滴静注 day1-最大60回 -
急性前骨髄性白血

病

亜ヒ酸療法（寛解後） トリセノックス 三酸化二ヒ素 0.15mg/kg 点滴静注 5週間の間に25回 -
急性前骨髄性白血

病

エンドキサン シクロホスファミド 1200mg/m2 点滴静注 day1

ダウノマイシン ダウノルビシン 60mg/m2 点滴静注 day1-3

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15, 22

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day1-21

グリベック イマチニブ 600mg/body 経口 day8-63

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day29

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day29

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day29

エンドキサン シクロホスファミド 800mg/m2 点滴静注 day1

ダウノマイシン ダウノルビシン 30mg/m2 点滴静注 day1-3

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15, 22

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day1-7

グリベック イマチニブ 600mg/body 経口 day8-63

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day29

Ph+ALL202寛解導入療法

（15～59歳）

Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL202寛解導入療法

（60～65歳）

Ph（+）急性リン

パ性白血病

APL-204地固め療法

第2コース
急性前骨髄性白血病

APL-204地固め療法

第3コース
急性前骨髄性白血病

APL-204寛解導入療法

D群（B群から移行）
急性前骨髄性白血病

APL-204地固め療法

第1コース
急性前骨髄性白血病

APL-204寛解導入療法

C群
急性前骨髄性白血病

APL-204寛解導入療法

D群（A群から移行）
急性前骨髄性白血病



キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day29

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day29

メソトレキセート メトトレキサート 1000mg/m2 持続静注 day1

シタラビン シタラビン 2000mg/m
2 
×2 点滴静注 day2, 3

ソル・メドロール メチルプレドニゾロン 50mg/body×2 点滴静注 day1-3

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day1

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1

グリベック イマチニブ 600mg/body 経口 day1-28

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day1

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m2 点滴静注 day1

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m
2 経口 day1-5

グリベック イマチニブ 600mg/body 経口 day1-28

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day1-14

スプリセル ダサチニブ 140mg/body 経口 day1-28

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day15

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day15

エンドキサン シクロホスファミド 1200mg/m2 点滴静注 day1

ダウノマイシン ダウノルビシン 45mg/m2 点滴静注 day1-3

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m
2 点滴静注 day1, 8, 15, 22

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day1-21

スプリセル ダサチニブ 100mg/body 経口 day4-31

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 900mg/m2 点滴静注 day1

ダウノマイシン ダウノルビシン 30mg/m
2 点滴静注 day1-3

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15, 22

プレドニン プレドニゾロン 45mg/m2 経口 day1-21

スプリセル ダサチニブ 100mg/body 経口 day4-31

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1

Ph+ALL213強化地固め

療法（60歳未満）

Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL213強化地固め

療法（60歳以上）

Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL202維持療法
Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL213寛解導入療法
Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL202地固めC1療法
Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL202地固めC2療法
Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL202寛解導入療法

（60～65歳）

Ph（+）急性リン

パ性白血病



デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1

メソトレキセート メトトレキサート 1000mg/m2 持続静注 day1

シタラビン シタラビン 2000mg/m2 ×2 点滴静注 day2, 3

ソル・メドロール メチルプレドニゾロン 50mg/body×2 点滴静注 day1-3

スプリセル ダサチニブ 100mg/body 経口 day4-24

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1

メソトレキセート メトトレキサート 1000mg/m2 持続静注 day1

シタラビン シタラビン 1000mg/m2 ×2 点滴静注 day2, 3

ソル・メドロール メチルプレドニゾロン 50mg/body×2 点滴静注 day1-3

スプリセル ダサチニブ 100mg/body 経口 day4-24

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1

エンドキサン シクロホスファミド 1200mg/m2 点滴静注 day1

ダウノマイシン ダウノルビシン 45mg/m
2 点滴静注 day1

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m2 点滴静注 day1

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m
2 経口 day1-7

スプリセル ダサチニブ 100mg/body 経口 day2-22

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m
2 点滴静注 day1

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day1-7

スプリセル ダサチニブ 100mg/body 経口 day1-28

エンドキサン シクロホスファミド 1200mg/m2 点滴静注 day1

ダウノマイシン ダウノルビシン 45mg/m
2 点滴静注 day1-3

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15, 22

ロイナーゼ L-アスパラギナーゼ 5000KU/m2 点滴静注 / 筋注
day8, 10, 12, 14, 16, 18,

20, 22

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m
2 経口

day1-21(45-60歳：1-

14)

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1, 8

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day1, 8

Ph(-)B-ALL213寛解導入

療法（60歳未満）

Ph（-）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL213地固めC2療法
Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL213維持療法
Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL213地固めC1療法

（60歳未満）

Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL213地固めC1療法

（60歳以上）

Ph（+）急性リン

パ性白血病

Ph+ALL213強化地固め

療法（60歳以上）

Ph（+）急性リン

パ性白血病



デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1, 8

エンドキサン シクロホスファミド 800mg/m2 点滴静注 day1

ダウノマイシン ダウノルビシン 30mg/m2 点滴静注 day1-3

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m
2 点滴静注 day1, 8, 15, 22

ロイナーゼ L-アスパラギナーゼ 3000KU/m2 点滴静注 / 筋注
day8, 10, 12, 14, 16, 18,

20, 22

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day1-7

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1, 8

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day1, 8

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1, 8

シタラビン シタラビン 2000mg/m2 ×2 点滴静注 day1-3

ラステット エトポシド 100mg/m2 点滴静注 day1-3

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1-3

ロイナーゼ L-アスパラギナーゼ 10000KU/m
2 点滴静注 day4

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day1

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1

シタラビン シタラビン 1000mg/m2 ×2 点滴静注 day1-3

ラステット エトポシド 100mg/m2 点滴静注 day1-3

デカドロン デキサメタゾン 40mg/body 点滴静注 day1-3

ロイナーゼ L-アスパラギナーゼ 5000KU/m2 点滴静注 day4

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day1

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1

メソトレキセート メトトレキサート

3000mg/m2

(50歳以上は

1500mg/m2)

持続静注 day1, 15

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m2 点滴静注 day1, 15

ロイケリン メルカプトプリン 25mg/m2 経口 day1-21

ロイナーゼ L-アスパラギナーゼ 10000KU/m2 点滴静注 day3, 17

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1, 15

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day1, 15

Ph(-)B-ALL213地固めC2療

法（60歳未満）

Ph（-）急性リン

パ性白血病

Ph(-)B-ALL213地固めC1

療法（60歳未満）

Ph（-）急性リン

パ性白血病

Ph(-)B-ALL213地固めC1

療法（60歳以上）

Ph（-）急性リン

パ性白血病

Ph(-)B-ALL213寛解導入

療法（60歳未満）

Ph（-）急性リン

パ性白血病

Ph(-)B-ALL213寛解導入

療法（60歳以上）

Ph（-）急性リン

パ性白血病



デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1, 15

メソトレキセート メトトレキサート 1500mg/m2 持続静注 day1, 15

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m2 点滴静注 day1, 15

ロイケリン メルカプトプリン 25mg/m
2 経口 day1-21

ロイナーゼ L-アスパラギナーゼ 5000KU/m2 点滴静注 day3, 17

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1, 15

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day1, 15

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1, 15

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15

ダウノマイシン ダウノルビシン 45mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15

デカドロン デキサメタゾン 10mg/m2 経口 day1-8, 15-22

エンドキサン シクロホスファミド 1200mg/m2 点滴静注 day29

ロイケリン メルカプトプリン 60mg/m2 経口 day29-42

キロサイド シタラビン 75mg/m
2 点滴静注 day29-33, 36-40

ロイナーゼ L-アスパラギナーゼ 5000KU/m2 点滴静注 or 筋注 day2, 4, 6, 9, 11, 13

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1, 29

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day1, 29

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1, 29

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15

ダウノマイシン ダウノルビシン 30mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15

デカドロン デキサメタゾン 10mg/m2 経口 day1-8, 15-22

エンドキサン シクロホスファミド 800mg/m2 点滴静注 day29

ロイケリン メルカプトプリン 60mg/m2 経口 day29-42

キロサイド シタラビン 75mg/m2 点滴静注 day29-33, 36-40

ロイナーゼ L-アスパラギナーゼ 3000KU/m
2 点滴静注 or 筋注 day2, 4, 6, 9, 11, 13

メソトレキセート メトトレキサート 15mg/body 髄注 day1, 29

キロサイド シタラビン 40mg/body 髄注 day1, 29

デカドロン デキサメタゾン 4mg/body 髄注 day1, 29

オンコビン ビンクリスチン 1.3mg/m
2 点滴静注 day1

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 経口 day1-5

メソトレキセート メトトレキサート 20mg/m
2 経口 day1, 8, 15, 22

Ph(-)B-ALL213維持

療法

Ph（-）急性リン

パ性白血病

Ph(-)B-ALL213地固めC3

療法（60歳未満）

　Ph（-）急性リ

ンパ性白血病

Ph(-)B-ALL213地固めC3

療法（60歳以上）

　Ph（-）急性リ

ンパ性白血病

Ph(-)B-ALL213地固めC2療

法（60歳未満）

Ph（-）急性リン

パ性白血病

Ph(-)B-ALL213地固めC2療

法（60歳以上）

Ph（-）急性リン

パ性白血病



ロイケリン メルカプトプリン 60mg/m2 経口 day1-28

ネララビン療法 アラノンジー ネララビン 1500mg/m2 点滴静注 day1, 3, 5 21

T細胞急性リンパ

性白血病、T細胞

リンパ芽球性リン

パ腫

IO療法

（1コース目）
ベスポンサ イノツズマブ　オゾガマイシン

day1 : 0.8mg/m2

day8,15 : 0.5mg/m
2

点滴静注 day1, 8, 15 21-28
急性リンパ性白血

病

IO療法

（非寛解：2-6コース目）
ベスポンサ イノツズマブ　オゾガマイシン

day1 : 0.8mg/m
2

day8,15 : 0.5mg/m2
点滴静注 day1, 8, 15 28

急性リンパ性白血

病

IO療法

（寛解：2-6コース目）
ベスポンサ イノツズマブ　オゾガマイシン  0.5mg/m2 点滴静注 day1, 8, 15 28

急性リンパ性白血

病

オファツムマブ療法

（1-8回）
アーゼラ オファツムマブ

day1 : 300mg/body

day8以降 :

2000mg/body

点滴静注 day1 7
慢性リンパ性白血

病

オファツムマブ療法

（9-12回）
アーゼラ オファツムマブ 2000mg/body 点滴静注 day1 28

慢性リンパ性白血

病

アクラシノン アクラルビシン 14mg/m
2 点滴静注 day1-4

キロサイド シタラビン 20mg/m2 持続静注 day1-14

アザシチジン療法 ビダーザ アザシチジン 75mg/m2
点滴静注 / 皮下注

射
day1-7 28 骨髄異形成症候群

Ph(-)B-ALL213維持

療法

Ph（-）急性リン

パ性白血病

CAG療法 28 急性前骨髄性白血病


