
【血液内科】

【血液内科】 1／8 2023/3/9現在

適用 レジメン名称 薬剤名称 商品名 投与経路 投与日 １コースの期間
ドキソルビシン ドキソルビシン注 25 mg/ｍ2 静注 day1,15
ビンブラスチン エクザール注 6 mg/ｍ2 静注 day1,15
ダカルバジン ダカルバジン注 375 mg/ｍ2 点滴静注 day1,15
ブレンツキシマブベドチン アドセトリス注 1.2 mg/kg 点滴静注 day1,15
ドキソルビシン ドキソルビシン注 25 mg/ｍ2 静注 day1,15
ブレオマイシン ブレオ注 9 mg/ｍ2 点滴静注 day1,15 (max 15mg/body)
ビンブラスチン エクザール注 6 mg/ｍ2 静注 day1,15
ダカルバジン ダカルバジン注 250 mg/ｍ2 点滴静注 day1,15
デキサメタゾン デキサート注 40 mg/body 点滴静注 day1-3
シクロホスファミド エンドキサン注 1200 mg/ｍ2 点滴静注 day1
シタラビン キロサイド注・Ｎ注、シタラビン注 2000 mg/ｍ2 点滴静注 day2,3
エトポシド エトポシド注 100 mg/ｍ2 点滴静注 day1-3
シクロホスファミド エンドキサン注 750 mg/ｍ2 点滴静注 day1
ドキソルビシン ドキソルビシン注 50 mg/ｍ2 静注 day1
ビンクリスチン オンコビン注 1.4 mg/ｍ2 静注 day1　(max 2mg/body）
プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠 100 mg/body 経口 day1-5
オビヌツズマブ ガザイバ注 1000 mg/body 点滴静注 1コース目：day1,8,15

2コース目～：day1
ベンダムスチン トレアキシン注 90 mg/ｍ2 点滴静注 1コース目：day2,3

2コース目～：day1,2
ゲムシタビン ゲムシタビン注 1000 mg/ｍ2 点滴静注 day1,8
カルボプラチン カルボプラチン注 5 AUC 点滴静注 day1
デキサメタゾン デカドロン錠 40 mg/body 経口 day1-4
リツキシマブ リツキシマブBS注 375 mg/ｍ2 点滴静注 day8

750 mg/ｍ2 コース１　day1,8
875 mg/ｍ2 コース2　day1,8
1000 mg/ｍ2 コース3～　day1,8

シクロホスファミド エンドキサン注 750 mg/ｍ2 点滴静注 day1
ビンクリスチン オンコビン注 1.4 mg/ｍ2 静注 day1　(max 2mg/body）
プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠 100 mg/body 経口 day1-5

リンパ腫 HD-MTX(地固め療法) メトトレキサート メソトレキセート注 8000 mg/ｍ2 点滴静注 day1 28日間
リンパ腫 HD-MTX(救援療法) メトトレキサート メソトレキセート注 8000 mg/ｍ2 点滴静注 day1 14日間
リンパ腫 HD-MTX4g/m2 メトトレキサート メソトレキセート注 4000 mg/ｍ2 点滴静注 day1 14日間

21日間リンパ腫 GCVP

リンパ腫 GCD-( R ) 21日間

ゲムシタビン ゲムシタビン注 点滴静注

投与量
リンパ腫 A-AVD 28日間

リンパ腫 ABVｄ 28日間

リンパ腫 G-ベンダムスチン 28日間

リンパ腫 CHASE 21日間

リンパ腫 CHOP 21日間
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適用 レジメン名称 薬剤名称 商品名 投与経路 投与日 １コースの期間投与量
イホスファミド イホマイド注 1330 mg/ｍ2 点滴静注 day1-3
ミトキサントロン ノバントロン注 8 mg/ｍ2 静注 day1
エトポシド エトポシド注 65 mg/ｍ2 点滴静注 day1-3
メトトレキサート メソトレキセート注 2000 mg/ｍ2 点滴静注 day1
リツキシマブ リツキシマブBS注 375 mg/ｍ2 点滴静注 day1
シクロホスファミド エンドキサン注 750 mg/ｍ2 点滴静注 day3
ドキソルビシン ドキソルビシン注 50 mg/ｍ2 静注 day3
ビンクリスチン オンコビン注 1.4 mg/ｍ2 静注 day3　(max 2mg/body）
プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠 100 mg/body 経口 day1-5
リツキシマブ リツキシマブBS注 375 mg/ｍ2 点滴静注 day1
ポラツズマブベドチン ポライビー注 1.8 mg/kg 点滴静注 1サイクル目：day2

2サイクル目～：day1
ベンダムスチン トレアキシン注 90 mg/ｍ2 点滴静注 1サイクル目：day2,3

2サイクル目～：day1,2
リツキシマブ リツキシマブBS注 375 mg/ｍ2 点滴静注 1～８コース：day1
ポラツズマブベドチン ポライビー注 1.8 mg/kg 点滴静注 1～６コース：day1
シクロホスファミド エンドキサン注 750 mg/ｍ2 点滴静注 1～６コース：day1
ドキソルビシン ドキソルビシン注 50 mg/ｍ2 静注 1～６コース：day1
プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠・

水溶性プレドニン注
100 mg/body 経口 or 点滴静注 1～６コース：day1-5

リツキシマブ リツキシマブBS注 375 mg/ｍ2 点滴静注 day1
ベンダムスチン トレアキシン注 70 mg/ｍ2 点滴静注 day2,3
シタラビン キロサイド注・Ｎ注、シタラビン注 500 mg/ｍ2 点滴静注 day2-4
リツキシマブ リツキシマブBS注 375 mg/ｍ2 点滴静注 day1

750 mg/ｍ2 コース１　day1,8
875 mg/ｍ2 コース2　day1,8
1000 mg/ｍ2 コース3～　day1,8

シクロホスファミド エンドキサン注 750 mg/ｍ2 点滴静注 day1
ビンクリスチン オンコビン注 1.4 mg/ｍ2 静注 day1　(max 2mg/body）
プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠 100 mg/body 経口 day1-5
リツキシマブ リツキシマブBS注 375 mg/ｍ2 点滴静注 1コース目：day1,8,15,22

2-5コース：day1
6-12コース：無

レナリドミド レブラミドカプセル 20 mg/body 経口 day1-21

点滴静注

リンパ腫 R２ 28日間

リンパ腫 R-GCVP 21日間
ゲムシタビン ゲムシタビン注

リンパ腫 MINE 21日間

リンパ腫 MR-CHOP 21日間

リンパ腫 R-BAC500 28日間

リンパ腫 Pola-R-CHP 21日間

リンパ腫 Pola-BR 21日間
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適用 レジメン名称 薬剤名称 商品名 投与経路 投与日 １コースの期間投与量
シクロホスファミド エンドキサン注 750 mg/ｍ2 点滴静注 day1
ピラルビシン テラルビシン注 50 mg/ｍ2 静注 day1
ビンクリスチン オンコビン注 1.4 mg/ｍ2 静注 day1　(max 2mg/body）
プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠・

水溶性プレドニン注
100 mg/body 経口 or 点滴静注 day1-5

（リツキシマブ リツキシマブBS注 375 mg/ｍ2 点滴静注 day＊(任意の日)　　　　　　　　　　　）
リンパ腫 アドセトリス ブレンツキシマブベドチン アドセトリス注 1.8 mg/kg 点滴静注 day1 21日間
リンパ腫 ガザイバ維持 オビヌツズマブ ガザイバ注 1000 mg/body 点滴静注 day1 2ヶ月間
リンパ腫 ニボルマブ240(2週間) ニボルマブ オプジーボ注 240 mg/body 点滴静注 day1 14日間
リンパ腫 ニボルマブ480(4週間) ニボルマブ オプジーボ注 480 mg/body 点滴静注 day1 28日間
リンパ腫 リツキシマブ単独 リツキシマブ リツキシマブBS注 375 mg/ｍ2 点滴静注 day1 7日間

リツキシマブ リツキシマブBS注 375 mg/ｍ2 点滴静注 day1
ベンダムスチン トレアキシン注 90 mg/ｍ2 点滴静注 day2,3もしくはday1,2
ダラツムマブ ダラザレックス注 16 mg/kg 点滴静注 1-3サイクル目：day1,8,15

4サイクル目～：day1
ボルテゾミブ ベルケイド注 1.3 mg/ｍ2 皮下注 1-8サイクル目：day1,4,8,11

9サイクル目以降：なし
デキサメタゾン デカドロン錠

デキサート注
20 mg/body 経口 or 点滴静注 1-8サイクル目：day１,2,4,5,８,9,11,12

9サイクル目以降：なし
ダラツムマブ ダラキューロ配合皮下注 1800 mg/body 皮下注 1-3サイクル目：day1,8,15

4サイクル目～：day1
ボルテゾミブ ベルケイド注 1.3 mg/ｍ2 皮下注 1-8サイクル目：day1,4,8,11

9サイクル目以降：なし
デキサメタゾン デカドロン錠

デキサート注
20 mg/body 経口 or 点滴静注 1-8サイクル目：day１,2,4,5,８,9,11,12

9サイクル目以降：なし
8 mg/kg 1サイクル目：day1,2
16 mg/kg 1サイクル目：day8,15,22

2サイクル目：day1,8,15,22
3-6サイクル目：day1,15
7サイクル目～：day1

20 mg/m2 1サイクル目：day1,2
56 mg/m2 1サイクル目：day8,9,15,16

2サイクル目：day1,2,8,9,15,16
デキサメタゾン デカドロン錠 40 mg/body 経口 day１,2,８,9,15,16,22

(76歳以上20mg/body)

28日間

カルフィルゾミブ カイプロリス注 点滴静注

多発性骨髄
腫

DKD ダラツムマブ ダラザレックス注 点滴静注

多発性骨
髄腫

DBd 1-8サイクル目：
21日間
9サイクル目以
降：28日間

多発性骨
髄腫

DBd(ダラキューロ) 1-8サイクル目：
21日間
9サイクル目以
降：28日間

リンパ腫 リツキシマブ-ベンダムス
チン

28日間

リンパ腫 (R-)THP-COP 21日間



【血液内科】

【血液内科】 4／8 2023/3/9現在

適用 レジメン名称 薬剤名称 商品名 投与経路 投与日 １コースの期間投与量
ダラツムマブ ダラキューロ配合皮下注 1800 mg/body 皮下注 1-2サイクル目：day1,8,15,22

3-6サイクル目：day1,15
7サイクル目～：day1

20 mg/m2 1サイクル目：day1,2
56 mg/m2 1サイクル目：day8,9,15,16

2サイクル目：day1,2,8,9,15,16
デキサメタゾン デカドロン錠 40 mg/body 経口 day１,2,８,9,15,16,22

(76歳以上20mg/body)
ダラツムマブ ダラザレックス注 16 mg/kg 点滴静注 1サイクル目：day1,8,15,22,29,36

2-9サイクル目：day1,22
10サイクル目～：day1

ボルテゾミブ ベルケイド注 1.3 mg/ｍ2 皮下注 1サイクル目：day1,4,8,11,22,25,29,32
2-9サイクル目：day1,8,22,29
10サイクル目以降：なし

メルファラン アルケラン錠 9 mg/ｍ2 経口 1-9サイクル目：day1-4
10サイクル目以降：なし

プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠 60 mg/ｍ2 経口 1-9サイクル目：day2-4
10サイクル目以降：なし

ダラツムマブ ダラキューロ配合皮下注 1800 mg/body 皮下注 1サイクル目：day1,8,15,22,29,36
2-9サイクル目：day1,22
10サイクル目～：day1

ボルテゾミブ ベルケイド注 1.3 mg/ｍ2 皮下注 1サイクル目：day1,4,8,11,22,25,29,32
2-9サイクル目：day1,8,22,29
10サイクル目以降：なし

メルファラン アルケラン錠 9 mg/ｍ2 経口 1-9サイクル目：day1-4
10サイクル目以降：なし

プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠 60 mg/ｍ2 経口 1-9サイクル目：day2-4
10サイクル目以降：なし

多発性骨
髄腫

DMPB(ダラキューロ) 1-9サイクル目：
42日間
10サイクル目以
降：28日間

点滴静注

多発性骨
髄腫

DMPB 1-9サイクル目：
42日間
10サイクル目以
降：28日間

多発性骨髄
腫

DKD(ダラキューロ) 28日間

カルフィルゾミブ カイプロリス注
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適用 レジメン名称 薬剤名称 商品名 投与経路 投与日 １コースの期間投与量
ダラツムマブ ダラキューロ配合皮下注 1800 mg/body 皮下注 1-2サイクル目：day1,8,15,22

3-6サイクル目：day1,15
7サイクル目～：day1

ポマリドミド ポマリストカプセル 4 mg/body 経口 day1-21
デカドロン錠・デキサート注
　　　　　　　　　　(75歳未満) 40 mg/body/

週
1-2サイクル目：day1,2,8,915,16,22,23
3-6サイクル目：day1,2,8,15,16,22
7サイクル目～：day1,2,8,15,22

　　　　　　　　　　(75歳以上) 20 mg/body day1,8,15,22
ダラツムマブ ダラザレックス注 16 mg/㎏ 点滴静注 1-2サイクル目：day1,8,15,22

3-6サイクル目：day1,15
7サイクル目～：day1

レナリドミド レブラミドカプセル 25 mg/body 経口 day1-21
デキサメタゾン デカドロン錠 40 mg/body 経口 day1,8,15,22
ダラツムマブ ダラキューロ配合皮下注 1800 mg/body 皮下注 1-2サイクル目：day1,8,15,22

3-6サイクル目：day1,15
7サイクル目～：day1

レナリドミド レブラミドカプセル 25 mg/body 経口 day1-21
デキサメタゾン デカドロン錠・デキサート注 40 mg/body 経口 or 点滴静注 day1,8,15,22
レナリドミド レブラミドカプセル 25 mg/body 経口 day1-21
エロツズマブ エムプリシティ注 10 mg/kg 点滴静注 1,2サイクル目：day1,8,15,22

3サイクル目以降：day1,15
ポマリドミド ポマリストカプセル 4 mg/body 経口 day1-21

10 mg/kg 1-2サイクル　day１,８,15,22
20 mg/kg 3サイクル目以降　day１

デキサメタゾン デカドロン錠 40 mg/body 経口 day１,８,15,22 (76歳以上20mg/body)
イサツキシマブ サークリサ注 10 mg/kg 点滴静注 1サイクル目：day1,8,15,22

2サイクル目～：day1,15
20 mg/m2 1サイクル目：day1,2
56 mg/m2 1サイクル目：day8,9,15,16

2サイクル目：day1,2,8,9,15,16
デキサメタゾン デカドロン錠 20 mg/body 経口 day１,2,８,9,15,16,22,23

多発性骨髄
腫

EPD 28日間
エロツズマブ エムプリシティ注 点滴静注

多発性骨
髄腫

DRd(ダラキューロ) 28日間

多発性骨
髄腫

E-Ld 28日間

多発性骨髄
腫

Isa-KD 28日間

カルフィルゾミブ カイプロリス注 点滴静注

多発性骨
髄腫

DRd 28日間

多発性骨
髄腫

DPd(ダラキューロ) 28日間

デキサメタゾン
経口 or 点滴静注
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適用 レジメン名称 薬剤名称 商品名 投与経路 投与日 １コースの期間投与量
イサツキシマブ サークリサ注 10 mg/kg 点滴静注 1サイクル目：day1,8,15,22

2サイクル目～：day1,15
ポマリドミド ポマリストカプセル 4 mg/body 経口 day1-21
デキサメタゾン デカドロン錠 40 mg/body 経口 day１,８,15,22 (76歳以上20mg/body)

20 mg/m2 1サイクル目：day1,2
36 mg/m2 1サイクル目：day8,9,22,23,29,30

2サイクル目：day1,2,8,9,22,23,29,30
デキサメタゾン デカドロン注 4 mg/body 点滴静注 1サイクル目のみ：day8,9,22,23,29,30
メルファラン アルケラン錠 9 mg/ｍ2 経口 day1-4
プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠 60 mg/ｍ2 経口 day1-4
レナリドミド レブラミドカプセル 15 mg/body 経口 day1-21
ボルテゾミブ ベルケイド注 1.3 mg/ｍ2 皮下注 day1,8,15,22
デキサメタゾン デカドロン錠 20 mg/body 経口 ≦75歳:day1,2,8,9,15,16,22,23

＞75歳:day1,8,15,22
レナリドミド レブラミドカプセル 15 mg/body 経口 day1-21
ボルテゾミブ ベルケイド注 1.3 mg/ｍ2 皮下注 day1,15
ポマリドミド ポマリストカプセル 4 mg/body 経口 day1-21
デキサメタゾン デカドロン錠 40 mg/body 経口 day１,８,15,22 (76歳以上20mg/body)
ボルテゾミブ ベルケイド注 1.3 mg/ｍ2 皮下注または静注 day1,4,8,11
デキサメタゾン デカドロン錠 20 mg/body 経口 day1,2,4,5,8,9,11,12
ボルテゾミブ ベルケイド注 1.3 mg/ｍ2 皮下注または静注 day1,8,15,22
デキサメタゾン デカドロン錠 20 mg/body 経口 day1,2,8,9,15,16,22,23

骨髄異形
成症候群

ビダーザ アザシチジン ビダーザ注 75 mg/ｍ2 皮下注または静注 day1-7 28日間

ミトキサントロン ノバントロン注 7 mg/ｍ2 点滴静注 day1-3
シタラビン キロサイド注・Ｎ注、シタラビン注 200 mg/ｍ2 点滴静注 day1-5
ダウノルビシン ダウノマイシン注 50 mg/ｍ2 点滴静注 day1-3
シタラビン キロサイド注・Ｎ注、シタラビン注 200 mg/ｍ2 点滴静注 day1-5
アクラルビシン アクラシノン注 20 mg/ｍ2 点滴静注 day1-5
シタラビン キロサイド注・Ｎ注、シタラビン注 200 mg/ｍ2 点滴静注 day1-5
アクラルビシン アクラシノン注 14 mg/ｍ2 点滴静注 day1-4
シタラビン キロサイド注・Ｎ注、シタラビン注 10 mg/ｍ2 皮下注 day1夕- day15朝  1日2回
イダルビシン イダマイシン注 12 mg/ｍ2 点滴静注 day1-3
シタラビン キロサイド注・Ｎ注、シタラビン注 100 mg/ｍ2 点滴静注 day1-7

多発性骨髄
腫

Isa-PD 28日間

急性骨髄
性白血病

CA(G) 28日間

急性骨髄
性白血病

IDR+Ara-C (寛解確認後地固め
療法に移行)

急性骨髄
性白血病

AML(JALSG97 地固め
②)

28日間

急性骨髄
性白血病

AML(JALSG97 地固め
③)

28日間

多発性骨
髄腫

ベルケイド（35日間） 35日間

急性骨髄
性白血病

AML(JALSG97 地固め
①)

28日間

多発性骨髄
腫

PD 28日間

多発性骨
髄腫

ベルケイド（21日間） 21日間

42日間

多発性骨髄
腫

modified RVD(RVD lite) 1-9コース
：35日間

10ｰ15ｺｰｽ
：28日間

多発性骨
髄腫

KMP カルフィルゾミブ カイプロリス注 点滴静注



【血液内科】
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適用 レジメン名称 薬剤名称 商品名 投与経路 投与日 １コースの期間投与量
アザシチジン ビダーザ注 75 mg/ｍ2 皮下注または静注 day1-7

100 mg/body 経口 1サイクル目　day1
200 mg/body 経口 1サイクル目　day2
400 mg/body 経口 1サイクル目　day3-day28

2サイクル目以降　day1-day28
トレチノイン ベサノイドカプセル 45 mg/ｍ2 経口（分２） day1-36
イダルビシン イダマイシン注 12 mg/ｍ2 静注 day2,4,6,8

(61-70歳：9mg/ｍ2  71歳-：6mg/ｍ2)
三酸化二ヒ素 トリセノックス注 0.15 mg/kg 点滴静注 day9-36

9 μg/body 点滴静注 1サイクル目：day1-7
28 μg/body 点滴静注 1-5サイクル目：day8-28

6-9サイクル目：day1-28
9 μg/body 点滴静注 1サイクル目：day1-7
28 μg/body 点滴静注 1サイクル目：day8-28

2サイクル目～：day1-28
ポナチニブ アイクルシグ錠 30-45 mg/body 経口 day1-42
シクロホスファミド エンドキサン注 1200 mg/ｍ2 点滴静注 day1
ダウノルビシン ダウノマイシン注 45 mg/ｍ2 点滴静注 day1-3
ビンクリスチン オンコビン注 1.3 mg/ｍ2 静注 day1,8,15,22　(max 2mg/body）
プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠 60 mg/ｍ2 経口 day1-21＆漸減
ダサチニブ スプリセル錠 100 mg/body 経口 day4-31
メトトレキサート メソトレキセート注 15 mg/body 髄注(IT) day1
デキサメタゾン デキサート注 4 mg/body 髄注(IT) day1
メトトレキサート メソトレキセート注 1000 mg/ｍ2 点滴静注 day1
シタラビン キロサイド注・Ｎ注、シタラビン注 2000 mg/ｍ2

×2回
点滴静注 day2-3

メチルプレドニゾロン ソルメドロール注 50 mg/body×
2回

点滴静注 day1-3

ダサチニブ スプリセル錠 100 mg/body 経口 day4-24
メトトレキサート メソトレキセート注 15 mg/body 髄注(IT) day1
デキサメタゾン デキサート注 4 mg/body 髄注(IT) day1

急性リンパ
性白血病

JALSG Ph+ALL213強化
地固め療法

38日間

急性リンパ
性白血病

JALSG Ph+ALL213地固
め療法C1

31日間

急性リンパ
性白血病

ブリナツモマブ＋ポナチ
ニブ

プリナツモマブ ビーリンサイト注 42日間

急性リンパ
性白血病

ブリナツモマブ プリナツモマブ ビーリンサイト注 １-5サイクル目
：42日間
6-9サイクル目
：84日間

急性骨髄性
白血病

Ven+AZA 28日間
ベネトクラクス ベネクレクスタ錠

36日間APML4（寛解導入）急性前骨髄
性白血病
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適用 レジメン名称 薬剤名称 商品名 投与経路 投与日 １コースの期間投与量
シクロホスファミド エンドキサン注 1200 mg/ｍ2 点滴静注 day1
ダウノルビシン ダウノマイシン注 45 mg/ｍ2 点滴静注 day1
ビンクリスチン オンコビン注 1.3 mg/ｍ2 静注 day1
プレドニゾロン プレドニン錠・プレドニゾロン錠 60 mg/ｍ2 経口 day1-7＆漸減
ダサチニブ スプリセル錠 100 mg/body 経口 day2 -22
メトトレキサート メソトレキセート注 15 mg/body 髄注(IT) day1
デキサメタゾン デキサート注 4 mg/body 髄注(IT) day1

20 mg/body 経口 用量漸増期　day1-7
50 mg/body 経口 用量漸増期　day8-14
100 mg/body 経口 用量漸増期　day15-21
200 mg/body 経口 用量漸増期　day22-28
400 mg/body 経口 用量漸増期　day29-35

1サイクル目～
375 mg/ｍ2 経口 1サイクル目　day1
500 mg/ｍ2 経口 2-6サイクル目　day1

アカラブルチニブ カルケンスカプセル 200 mg/body 経口 day1 -28
100 mg/body 点滴静注 2サイクル目　day１
900 mg/body 点滴静注 2サイクル目　day2
1000 mg/body 点滴静注 2サイクル目　day8,15

3～7サイクル目　day1
メトトレキサート メソトレキセート注 15 mg/body 髄注(IT)
シタラビン キロサイド注・Ｎ注、シタラビン注 40 mg/body 髄注(IT)
プレドニゾロン 水溶性プレドニン注 10 mg/body 髄注(IT)

リツキサン注

リンパ腫
急性白血病

髄注

急性リンパ
性白血病

JALSG Ph+ALL213地固
め療法C2

29日間

慢性リンパ
性白血病

VenR ベネトクラクス ベネクレクスタ錠 用量漸増期
：35日間
1クール目～
：28日間

リツキシマブ

慢性リンパ
性白血病
リンパ腫

アカラブルチニブ＋オビ
ヌツズマブ

28日間
オビヌツズマブ ガザイバ注


