
がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

非ホジキンリンパ腫 1 リツキシマブ リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1 7日

最大8コース
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

非ホジキンリンパ腫 2 リツキシマブ維持 リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1 56日

最大12コース
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

非ホジキンリンパ腫 3 CHOP

オンコビン1.4mg/m2 (10分) day1
ドキソルビシン 50mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 750mg/m2 (2時間) day1
プレドニン 100mg/body (内服) day1-5

21日 最大8コース

非ホジキンリンパ腫 4 R-CHOP

リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1
オンコビン 1.4mg/m2 (10分) day1
ドキソルビシン 50mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 750mg/m2 (2時間) day1
プレドニン 100mg/body (内服) day1-5

21日

最大8コース
リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

非ホジキンリンパ腫 5 CVP
オンコビン1.4mg/m2 (10分) day1
エンドキサン 750mg/m2 (2時間) day1
プレドニン 100mg/body (内服) day1-5

21日 最大8コース

非ホジキンリンパ腫 6 R-CVP

リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1
オンコビン 1.4mg/m2 (10分) day1
エンドキサン 750mg/m2 (2時間) day1
プレドニン 100mg/body (内服) day1-5

21日

最大8コース
リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

【診療科：血液・腫瘍内科】



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

非ホジキンリンパ腫 7 THP-COP(標準量)

オンコビン 1.4mg/m2 (10分) day1
テラルビシン 50mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 750mg/m2 (2時間) day1
プレドニン 100mg/body (内服) day1-5

21日

非ホジキンリンパ腫 8 R-THP-COP(標準量)

リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1
オンコビン 1.4mg/m2 (10分) day1
テラルビシン 50mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 750mg/m2 (2時間) day1
プレドニン 100mg/body (内服) day1-5

21日

リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

非ホジキンリンパ腫 9 THP-COP(減量)

オンコビン 1mg/m2 (10分) day1
テラルビシン 40mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 600mg/m2 (2時間) day1
プレドニン 80mg/body (内服) day1-5

21日

非ホジキンリンパ腫 10 R-THP-COP(減量)

リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1
オンコビン 1mg/m2 (10分) day1
テラルビシン 40mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 600mg/m2 (2時間) day1
プレドニン 80mg/body (内服) day1-5

21日

リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

非ホジキンリンパ腫 11 R2
リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）
1コース目 day1,8,15,22　2コース目以降 day1
レブラミド20mg/日(連日) day1-21

28日

リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

非ホジキンリンパ腫 12 R-B（day1-2）(濾胞性リンパ腫)
リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1
トレアキシン 90mg/m2 (1時間) day1,2

28日

リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

非ホジキンリンパ腫 13
R-B（day1-3）
(濾胞性リンパ腫)

リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1
トレアキシン 90mg/m2 (1時間) day2,3

28日

リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
1日1回 点滴静注 50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
1日1回 点滴静注 100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

非ホジキンリンパ腫 14
R-B（day1-2）
（びまん性大細胞型B細胞リンパ腫）

リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1
トレアキシン 120mg/m2 (1時間) day1,2

21日

最大6コース
リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

非ホジキンリンパ腫 15
R-B（day1-3）
（びまん性大細胞型B細胞リンパ腫）

リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1
トレアキシン 120mg/m2 (1時間) day2,3

21日

最大6コース
リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

非ホジキンリンパ腫 16 ベンダムスチン トレアキシン 120mg/m2 (1時間) day1,2 21日

非ホジキンリンパ腫 17 Pola-R-B cycle1
リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1
ポライビー 1.8mg/kg (90分) day2
トレアキシン　90mg/m2 (1時間) day2,3

21日

リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与

非ホジキンリンパ腫 18 Pola-R-B cycle2-6
リツキサンまたはリツキシマブBS 375mg/m2 (注意事項参照）day1
ポライビー 1.8mg/kg (90分) day1
トレアキシン　90mg/m2 (1時間) day1,2

21日

最大6コース
リツキサンまたはリツキシマブBS
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
臨床的に重篤な心疾患がなく、初回投与時に発現した副作用が軽微であり、かつ投与前の末梢血リ
ンパ球数が5000/µL未満である場合、90分間で投与することができる。最初の30分で投与量の20%
（100mL/hr）、その後60分で投与量の80%（200mL/hr）を投与



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

非ホジキンリンパ腫 19 G-CHOP

ガザイバ　1000mg/body (注意事項参照）
1コース目day1,8,15、2ｺｰｽ目以降day1
オンコビン 1.4mg/m2 (10分) day1
ドキソルビシン 50mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 750mg/m2 (2時間) day1
プレドニン 100mg/body　day1-5

21日

最大8コース
ガザイバ
［初回］
12.5mL/hで開始、30分毎に12.5ｍL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで
［2回目以降］前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合
25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで
[2コース目以降]第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合
最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる

非ホジキンリンパ腫 20 G-B（day1-2）
ガザイバ　1000mg/body (注意事項参照）
1コース目day1,8,15、2ｺｰｽ目以降day1
トレアキシン 90mg/m2 (1時間) day1,2

28日

最大6コース
ガザイバ
［初回］
12.5mL/hで開始、30分毎に12.5ｍL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで
［2回目以降］前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合
25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで
[2コース目以降]第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合
最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる

非ホジキンリンパ腫 21 G-B（day1-3）
ガザイバ　1000mg/body (注意事項参照）
1コース目day1,8,15、2ｺｰｽ目以降day1
トレアキシン 90mg/m2 (1時間) day2,3

28日

最大6コース
ガザイバ
［初回］
12.5mL/hで開始、30分毎に12.5ｍL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで
［2回目以降］前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合
25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで
[2コース目以降]第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合
最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる

非ホジキンリンパ腫 22 ガザイバ維持 ガザイバ　1000mg/body (注意事項参照）day1 56日

最大12コース
［初回］
12.5mL/hで開始、30分毎に12.5ｍL/hずつ速度を上げ、最大100mL/hまで
［2回目以降］前回の投与でGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合
25mL/hで投与を開始、30分毎に25mL/hずつ、最大100mL/hまで
[2コース目以降]第1サイクルの投与でGrade 3以上のinfusion reactionが発現しなかった場合
最初の30分は25mL/hrで開始、その後最大225mL/hrまで上げることができる

非ホジキンリンパ腫 23 CPT-11 イリノテカン 40mg/m2 (1時間) day1,2,3 7日 2週毎または3週毎の場合もある

末梢性T細胞リンパ腫 24 A+CHP

ドキソルビシン 50mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 750mg/m2 (30分) day1
アドセトリス 1.8mg/kg (30分) day1
プレドニン 100mg/body（内服） day1-5

21日 最大8コース



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

末梢性T細胞リンパ腫 25 ロミデプシン イストダックス 14mg/m2 (4時間) day1,8,15 28日

末梢性T細胞リンパ腫 26 プララトレキサート ジフォルタ 30mg/m2 (5分) day1,8,15,22,29,36 49日

末梢性T細胞リンパ腫 27 デニロイキン ジフチトクス レミトロ 9µg/kg（1時間） day1,2,3,4,5 21日

ホジキンリンパ腫
末梢性T細胞リンパ腫

28 ブレンツキシマブベドチン アドセトリス 1.8mg/kg (1時間) day1 21日

ホジキンリンパ腫 29 ABVD

エクザール 6mg/m2 (10分) day1,15
ドキソルビシン 25mg/m2 (30分) day1,15
ブレオ 10mg/m2 (30分) day1,15
ダカルバジン 375mg/m2 (30分) day1,15

28日 6-8コース

ホジキンリンパ腫 30 A-AVD

エクザール 6mg/m2 (10分) day1,15
ドキソルビシン 25mg/m2 (30分) day1,15
ダカルバジン 375mg/m2 (30分) day1,15
アドセトリス 1.2mg/kg (30分) day1,15

28日 最大6コース(12回)



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

ホジキンリンパ腫 31 Nivolumab オプジーボ 240mg/body (30分) day1 14日

ホジキンリンパ腫 32 Nivolumab（4週） オプジーボ 480mg/body (30分) day1 28日

ホジキンリンパ腫 33 Pembrolizumab キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 21日

ホジキンリンパ腫 34 Pembrolizumab（6週） キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 42日

骨髄異形成症候群 1 アザシチジン ビダーザ 75mg/m2 (10分点滴または皮下注) day1,2,3,4,5,6,7 28日

多発性骨髄腫 1 BD（2回/週）
ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注または緩徐に静注) day1,4,8,11
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,4,5,8,9,11,12

21日



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

多発性骨髄腫 2 BD（1回/週）
ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注または緩徐に静注) day1,8,15,22
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23

35日

多発性骨髄腫 3 BLd
ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注または緩徐に静注) day1,4,8,11
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-14
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,4,5,8,9,11,12

21日

多発性骨髄腫 4 BLd lite 75歳未満 cycle1-9
ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注または緩徐に静注) day1,8,15,22
レブラミド 15mg/body　（内服） day1-21
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23

35日 75歳以上の場合、レナデックスは20mg/body day1,8,15,22

多発性骨髄腫 5 BLd lite  cycle10以降
ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注または緩徐に静注) day1,15
レブラミド 15mg/body　（内服） day1-21

35日

多発性骨髄腫 6 Kd　cycle1
カイプロリス 20mg/m2 (30分) day,1,2
カイプロリス 56mg/m2 (30分) day8,9,15,16
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23

28日

多発性骨髄腫 7 Kd　cycle2以降
カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23

28日



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

多発性骨髄腫 8 Kd 週1回　cycle1
カイプロリス 20mg/m2 (30分) day,1
カイプロリス 70mg/m2 (30分) day8,15
レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22

28日

多発性骨髄腫 9 Kd 週1回　cycle2以降
カイプロリス 70mg/m2 (30分) day1,8,15
レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22

28日

多発性骨髄腫 10 KRd　cycle1

カイプロリス 20mg/m2 (10分) day1,2,
カイプロリス 27mg/m2 (10分) day8,9,15,16
レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21

28日

多発性骨髄腫 11 KRd　cycle2-12
カイプロリス 27mg/m2 (10分) day1,2,8,9,15,16
レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21

28日

多発性骨髄腫 12 KRd　cycle13以降
カイプロリス 27mg/m2 (10分) day1,2,15,16
レナデックス 40mg/body (内服) day1,8,15,22
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21

28日

多発性骨髄腫 13 ELd　1,2cycle

エムプリシティ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22
レナデックス 28mg/body (内服) day1,8,15,22
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21
デキサート 6.6mg/body day1,8,15,22

28日

エムプリシティ
［1コース目day1］
30mL/hで開始、開始30分後に60mL/h、開始1時間後に120ｍL/h
［1コース目day8］
180mL/hで開始、開始30分後に240mL/h
［1コース目day15, 22、2コース目］
300mL/h



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

多発性骨髄腫 14 ELd　3cycle以降

エムプリシティ 10mg/kg (300mL/h) day1,15
レナデックス 28mg/body (内服) day1,15
レナデックス 40mg/body (内服) day8,22
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21
デキサート 6.6mg/body day1,15

28日

多発性骨髄腫 15 EPd 1,2cycle

エムプリシティ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22
レナデックス 28mg/body (内服) day1,8,15,22
ポマリスト 4mg/body　（内服） day1-21
デキサート 6.6mg/body day1,8,15,22

28日

エムプリシティ
［1コース目day1］
30mL/hで開始、開始30分後に60mL/h、開始1時間後に120ｍL/h
［1コース目day8］
180mL/hで開始、開始30分後に240mL/h
［1コース目day15, 22、2コース目］
300mL/h

※75歳を超える場合は、レナデックスは8mg

多発性骨髄腫 16 EPd 3cycle以降

エムプリシティ 20mg/kg (注意事項参照) day1
レナデックス 28mg/body (内服) day1
レナデックス 40mg/body (内服) day8,15,22
ポマリスト 4mg/body　（内服） day1-21
デキサート 6.6mg/body day1

28日

エムプリシティ
［3コース目］
180mL/hで開始、開始30分後に240mL/h
［4コース目以降］
300mL/h
※75歳を超える場合は、レナデックスは8mg(day1),20mg(day8,15,22)

多発性骨髄腫 17 DBd cycle1-3

ベルケイド 1.3mg/m2 (緩徐に静注) day1,4,8,11
ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1,8,15
デキサート 19.8mg/body　day1,8,15
レナデックス 20mg/body (内服) day2,4,5,9,11,12

21日

ダラザレックス
［1コース目day1,8］
50mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで
［1コース目day15、2コース目以降］
100mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで

75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容
性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週で投与可

多発性骨髄腫 18 DBd cycle4-8

ベルケイド 1.3mg/m2 (緩徐に静注) day1,4,8,11
ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1
デキサート 19.8mg/body　day1
レナデックス 20mg/body (内服) day2,4,5,8,9,11,12

21日

ダラザレックス
100mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで

75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容
性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週で投与可

多発性骨髄腫 19 DBd cycle9以降
ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1
デキサート19.8mg/body day1

28日
ダラザレックス
100mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

多発性骨髄腫 20 DBd皮下注 cycle1-3
ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注) day1,4,8,11
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,4,5,8,9,11,12,15

21日
75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容
性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

多発性骨髄腫 21 DBd皮下注 cycle4-8
ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注) day1,4,8,11
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,4,5,8,9,11,12

21日
75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容
性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

多発性骨髄腫 22 DBd皮下注 cycle9-
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1
レナデックス 20mg/body (内服) day1

28日
75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)、コントロール不良の糖尿病、又はステロイド療法に対する忍容
性がない若しくは有害事象を発現した患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

多発性骨髄腫 23 DLd cycle1-2

ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day,1,8,15,22
デキサート 19.8mg　day1,8,15,22
レナデックス 20mg/body (内服) day2,9,16,23
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21

28日

ダラザレックス
［1コース目day1,8］
50mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで
［1コース目day15,22、2コース目］
100mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで

75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

多発性骨髄腫 24 DLd cycle3-6

ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day,1,15
デキサート 19.8mg　day1,15
レナデックス 20mg/body (内服) day2,16
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21

28日

ダラザレックス
100mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで

75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

多発性骨髄腫 25 DLd cycle7以降

ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day,1
デキサート 19.8mg　day1
レナデックス 20mg/body (内服) day2
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21

28日

ダラザレックス
100mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで

75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

多発性骨髄腫 26 DLd皮下注 cycle1-2
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,8,9,15,16,22,23
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21

28日 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

多発性骨髄腫 27 DLd皮下注 cycle3-6
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,15
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2,15,16
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21

28日 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

多発性骨髄腫 28 DLd皮下注 cycle7以降
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1
レナデックス 20mg/body (内服) day1,2
レブラミド 25mg/body　（内服） day1-21

28日 75歳を超える、過小体重(BMI<18.5)患者の場合は、レナデックス20mg/週へ減量可能

多発性骨髄腫 29 DMPB cycle1

ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注) day1,4,8,11,22,25,29,32
ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22,29,36
アルケランp.o　9mg/m2　（内服）　day1-4
プレドニンp.o 60mg/m2 （内服） day2-4
デキサート19.8mg/body day1,8,15,22,29,36

42日

ダラザレックス
［1コース目day1,8］
50mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで
［1コース目day15以降］
100mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで

多発性骨髄腫 30 DMPB cycle2-9

ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注) day1,8,22,29
ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1,22
アルケランp.o　9mg/m2　（内服）　day1-4
プレドニンp.o 60mg/m2 （内服） day2-4
デキサート19.8mg/body day1,22

42日
ダラザレックス
100mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで

多発性骨髄腫 31 DMPB cycle10-
ダラザレックス 16mg/kg (注意事項参照) day1
デキサート19.8mg/body day1

28日
ダラザレックス
100mL/hで開始、1時間毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大200mL/hまで



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

多発性骨髄腫 32 DMPB皮下注 cycle1

ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注) day1,4,8,11,22,25,29,32
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22,29,36
アルケランp.o　9mg/m2　（内服）　day1-4
プレドニンp.o 60mg/m2 （内服） day2-4
レナデックス20mg/body （内服） day1,8,15,22,29,36

42日

多発性骨髄腫 33 DMPB皮下注 cycle2-9

ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注) day1,8,22,29
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,22
アルケランp.o　9mg/m2　（内服）　day1-4
プレドニンp.o 60mg/m2 （内服） day2-4
レナデックス20mg/body （内服） day1,22

42日

多発性骨髄腫 34 DMPB皮下注 cycle10-
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1
レナデックス20mg/body （内服） day1

28日

多発性骨髄腫 35 DCd cycle1

カイプロリス 20mg/m2 (30分) day1,2
カイプロリス 56mg/m2 (30分) day8,9,15,16
ダラザレックス 16mg/kg (50mL/hr) day1,8,15,22
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16
デキサート 39.6mg/body (60分) day22

28日

75歳を超える場合
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,15
デキサート 8.25mg/body (30分) day2,9,16
デキサート 19.8mg/body (60分) day22

多発性骨髄腫 36 DCd cycle2

カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16
ダラザレックス 16mg/kg (50mL/hr) day1,8,15,22
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16
デキサート 39.6mg/body (60分) day22

28日
75歳を超える場合
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,8,15
デキサート 19.8mg/body (60分) day22

多発性骨髄腫 37 DCd cycle3-6

カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16
ダラザレックス 16mg/kg (50mL/hr) day1,15
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16
レナデックス 40mg/body (内服) day22

28日

75歳を超える場合
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,15
デキサート 11.55mg/body (30分) day8
デキサート 8.25mg/body (30分) day9
レナデックス 20mg/body (内服) day22



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

多発性骨髄腫 38 DCd cycle7-

カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16
ダラザレックス 16mg/kg (50mL/hr) day1,15
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16
レナデックス 40mg/body (内服) day22

28日

75歳を超える場合
デキサート 19.8mg/body (30分) day1
デキサート 11.55mg/body (30分) day8,15
デキサート 8.25mg/body (30分) day9,16
レナデックス 20mg/body (内服) day22

多発性骨髄腫 39 DCd皮下注 cycle1

カイプロリス 20mg/m2 (30分) day1,2
カイプロリス 56mg/m2 (30分) day8,9,15,16
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16
レナデックス 40mg/body (内服) day22

28日
75歳を超える場合
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,15
レナデックス 20mg/body (内服) day22

多発性骨髄腫 40 DCd皮下注 cycle2

カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16
デキサート 40mg/body (内服) day22

28日
75歳を超える場合
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,8,15
レナデックス 20mg/body (内服) day22

多発性骨髄腫 41 DCd皮下注 cycle3-6

カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16
ダラキューロ 1800mg (皮下注)  day1,15
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16
レナデックス 40mg/body (内服) day22

28日

75歳を超える場合
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,15
デキサート 11.55mg/body (30分) day8
デキサート 8.25mg/body (30分) day9
レナデックス 20mg/body (内服) day22

多発性骨髄腫 42 DCd皮下注 cycle7-

カイプロリス 56mg/m2 (30分) day1,2,8,9,15,16
ダラキューロ 1800mg (皮下注)  day1
デキサート 19.8mg/body (30分) day1,2,8,9,15,16
レナデックス 40mg/body (内服) day22

28日

75歳を超える場合
デキサート 19.8mg/body (30分) day1
デキサート 11.55mg/body (30分) day8,15
デキサート 8.25mg/body (30分) day9,16
レナデックス 20mg/body (内服) day22

多発性骨髄腫 43 IsaPd cycle1 75歳未満
サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22
ポマリスト 4mg（内服）　day1-21
デキサート 39.6mg/body　day1,8,15,22

28日
投与速度参照ツール
https://e-mr.sanofi.co.jp/products/sarclisa/calculator



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

多発性骨髄腫 44 IsaPd cycle1 75歳以上
サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,8,15,22
ポマリスト 4mg（内服）　day1-21
デキサート 19.8mg/body　day1,8,15,22

28日
投与速度参照ツール
https://e-mr.sanofi.co.jp/products/sarclisa/calculator

多発性骨髄腫 45 IsaPd cycle2以降 75歳未満

サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,15
ポマリスト 4mg（内服）　day1-21
デキサート 39.6mg/body　day1,15
レナデックス　40mg/body　day8,22

28日
投与速度参照ツール
https://e-mr.sanofi.co.jp/products/sarclisa/calculator

多発性骨髄腫 46 IsaPd cycle2以降 75歳以上

サークリサ 10mg/kg (注意事項参照) day1,15
ポマリスト 4mg（内服）　day1-21
デキサート 19.8mg/body　day1,15
レナデックス 20mg　day8,22

28日
投与速度参照ツール
https://e-mr.sanofi.co.jp/products/sarclisa/calculator

全身性アミロイドーシス 1 DCyBorD cycle1-2

ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,8,15,22
エンドキサン 300mg/m2 (点滴) day1,8,15,22
ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注) day1,8,15,22
デカドロン 20mg/dody　（内服）　day1,2,8,9,15,16,22,23

28日

全身性アミロイドーシス 2 DCyBorD cycle3-6

ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1,15
エンドキサン 300mg/m2 (2時間) day1,8,15,22
ベルケイド 1.3mg/m2 (皮下注) day1,8,15,22
デカドロン 20mg/dody　（内服）　day1,2,15,16
デカドロン 40mg/dody　（内服）　day8,22

28日

全身性アミロイドーシス 3 DCyBorD cycle7
ダラキューロ 1800mg (皮下注) day1
デカドロン 20mg/body (内服) day1

28日



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

急性骨髄性白血病 1 アザシチジン ビダーザ 75mg/m2 (10分点滴または皮下注) day1,2,3,4,5,6,7 28日

急性骨髄性白血病 2 アザシチジン+ベネトクラクス
ビダーザ 75mg/m2 (10分または皮下注) day1,2,3,4,5,6,7
ベネクレクスタ(内服：添付文書参照)

28日

慢性リンパ性白血病 1 リツキシマブ（初回）＋ベネトクラクス
リツキサン　375mg/m2 (注意事項参照）day1
ベネクレクスタ(内服：添付文書参照)

28日

［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで

慢性リンパ性白血病 2 リツキシマブ（2回目以降）＋ベネトクラクス
リツキサン　500mg/m2 (注意事項参照）day1
ベネクレクスタ(内服：添付文書参照)

28日

初回含め最大6コース
［1コース目］
50mL/hで開始、30分毎に50ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで
［ 2コース目以降］
100mL/hで開始、30分毎に100ｍL/hずつ速度を上げ、最大400mL/hまで

悪性黒色腫 1 Nivolumab オプジーボ 240mg/body (30分) day1 14日

悪性黒色腫 2 Nivolumab（4週） オプジーボ 480mg/body (30分) day1 28日



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：血液・腫瘍内科】

悪性黒色腫 3 Pembrolizimab キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 21日

悪性黒色腫 4 Pembrolizimab（6週） キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 42日

悪性黒色腫 5 Nivolumab+Ipilimumab 
オプジーボ 80mg/body (30分) day1
ヤーボイ 3mg/kｇ (30分) day1

21日 ヤーボイは最大4回まで

悪性黒色腫 6 Ipilimumab ヤーボイ 3mg/kg (30分) day1 21日 ヤーボイは最大4回まで


