
血液内科レジメン（悪性リンパ腫） 

 

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 1サイクル期間 その他 

CHOP 

ドキソルビシン 50mg/㎡ day1 

21 日 

  

オンコビン 1.3mg/㎡ day1   

エンドキサン 750mg/㎡ day1   

プレドニン 60mg/㎡（100mg/body） day1-5   

THP-COP 

ピノルビン 30mg/㎡ day1 

21 日 

  

オンコビン 1mg/㎡ （最大 2mg） day1   

エンドキサン 500mg/㎡ day1   

プレドニン 40mg/㎡(60mg/body) day1-5   

R-CHOP 

リツキシマブ 375mg/㎡ day1 

21 日 

  

ドキソルビシン 50mg/㎡ day1   

オンコビン 1.3mg/㎡ day1   

エンドキサン 750mg/㎡ day1   

プレドニン 60mg/㎡（100mg/body） day1-5   

R-THP-COP 

リツキシマブ 375mg/㎡ day1 

21 日 

  

ピノルビン 30mg/㎡ day1   

オンコビン 1mg/㎡ （最大 2mg） day1   

エンドキサン 500mg/㎡ day1   

プレドニン 40mg/㎡(60mg/body) day1-5   

G-CHOP 

ガザイバ 1000mg 
day1 

(1 コース目のみ day1,8,15) 

21 日 

  

ドキソルビシン 50mg/㎡ day1   

オンコビン 1.3mg/㎡ day1   

エンドキサン 750mg/㎡ day1   

プレドニン 60mg/㎡（100mg/body） day1-5   

トレアキシン トレアキシン 120mg/㎡ day1,2 21 日   

BR 
リツキシマブ 375mg/㎡ day1 

28 日 
  

トレアキシン 90mg/㎡ day1,2   

BR（DLBCL） 
リツキシマブ 375mg/㎡ day1 

21 日 
  

トレアキシン 120mg/㎡ day1,2   

PBR 

リツキシマブ 375mg/㎡ day1 

21 日 

  

トレアキシン 90mg/㎡ day1,2   

ポライビー 1.8mg/kg day1   

GB 
ガザイバ 1000mg 

day1 

(1 コース目のみ day1,8,15) 28 日 
  

トレアキシン 90mg/㎡ day1,2   

      

      



      

R2 

レブラミド 20mg day1-21 

28 日 

全 12 コース 

ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞは 5 コース目ま

で 
リツキシマブ 375mg/㎡ 

day1 

(1 コース目のみ

day1,8,15,22) 

ガザイバ単剤 ガザイバ 1000mg day1 2 ヶ月 維持療法は最長 2 年 

リツキシマブ単剤 リツキシマブ 375mg/㎡ day1 56 日 維持療法は最大 12 回 

mLSG15 

VCAP 

オンコビン 1mg/㎡ （最大 2mg） day1 

28 日 

  

エンドキサン 350mg/㎡ day1   

ドキソルビシン 40mg/㎡ day1   

プレドニン 40mg/㎡ day1   

AMP 

ドキソルビシン 30mg/㎡ day8   

サイメリン 60mg/㎡ day8   

プレドニン 40mg/㎡ day8   

VCEP 

フィルデシン 2.4mg/㎡ day15   

エトポシド 100mg/㎡ day15-17   

カルボプラチン 250mg/㎡ day15   

プレドニン 40mg/㎡ day15-17   

GDP 

ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8 

21 日 

  

シスプラチン 75mg/㎡ day1   

デキサメタゾン 40mg day1-4   

R-GDP 

リツキシマブ 375mg/㎡ day1 

21 日 

  

ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8   

シスプラチン 75mg/㎡ day1   

デキサメタゾン 40mg day1-4   

GCD 

ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8 

21 日 

  

カルボプラチン AUC5 day1   

デキサメタゾン 40mg day1-4   

R-GCD 

リツキシマブ 375mg/㎡ day1 

21 日 

  

ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8   

カルボプラチン AUC5 day1   

デキサメタゾン 40mg day1-4   

アドセトリス アドセトリス 1.8mg/kg day1 21 日   

ジフォルタ ジフォルタ 30mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 49 日   

イストダックス イストダックス 14mg/㎡ day1,8,15 28 日   

A-CHP 

ドキソルビシン 50mg/㎡ day1 

21 日 

  

アドセトリス 1.8mg/kg day1   

エンドキサン 750mg/㎡ day1   

プレドニン 60mg/㎡（100mg/body） day1-5   

      

      



      

ABVD 

ドキソルビシン 25mg/㎡ day1,15 

28 日 

  

ブレオ 9mg/㎡ （最大 15mg) day1,15   

エクザール 6mg/㎡ (最大 10mg/㎡) day1,15   

ダカルバジン 250mg/㎡ day1,15   

A+AVD 

ドキソルビシン 25mg/㎡ day1,15 

28 日 

  

アドセトリス 1.2mg/kg day1,15   

エクザール 6mg/㎡ (最大 10mg/㎡) day1,15   

ダカルバジン 250mg/㎡ day1,15   

ポテリジオ ポテリジオ 1mg/kg day1,8,15,22,29,36,43,50 56 日   

 

 

 

 

血液内科レジメン（多発性骨髄腫） 

 

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 1サイクル期間 その他 

BD（週 2回） 
ベルケイド 1.3mg/㎡ day1,4,8,11 

21 日 
  

デキサメタゾン 40mg day1,4,8,11   

BD（週 1回） 
ベルケイド 1.3mg/㎡ day1,8,15,22 

35 日 
  

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22   

VRD 

ベルケイド 1.3mg/㎡ day1,4,8,11 

21 日 

  

レブラミド 25mg day1-14   

レナデックス 40mg day1,4,8,11   

VRD lite 

ベルケイド 1.3mg/㎡ day1,8,15,22 

35 日 

  

レブラミド 25mg/body day1-21   

レナデックス 40mg/body day1,8,15,22   

VPD 

ベルケイド 1.3mg/㎡ day1,4,8,11 

21 日 

  

ポマリスト 4mg day1-14   

レナデックス 40mg day1,4,8,11   

VPD lite 

ベルケイド 1.3mg/㎡ day1,8,15,22 

35 日 

  

ポマリスト 4mg day1-21   

レナデックス 40mg day1,8,15,22   

KRD(1-12 コース目） 

カイプロリス 

20mg/㎡（1 コース目 day1,2

のみ） 

27mg/㎡ 

day1,2,8,9,15,16 

28 日 

  

レブラミド 25mg day1-21   

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22 内服の時はレナデックス 

KRD(13 コース目以降） 
カイプロリス 27mg/㎡ day1,2,15,16 

28 日 
  

レブラミド 25mg day1-21   



デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22 内服の時はレナデックス 

ERD(1-2 コース目) 

エムプリスティ 10mg/kg day1,8,15,22 

28 日 

  

レブラミド 25mg day1-21   

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22   

ERD(3 コース目以降) 

エムプリスティ 10mg/kg day1,15 

28 日 

  

レブラミド 25mg day1-21   

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22 内服の時はレナデックス 

EPD(1-2 コース目） 

エムプリスティ 10mg/kg day1,8,15,22 

28 日 

  

ポマリスト 4mg day1-21   

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22   

EPD(3 コース目以降） 

エムプリスティ 20mg/kg day1 

28 日 

  

ポマリスト 4mg day1-21   

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22 内服の時はレナデックス 

KD(週 2回）1 コース目 

カイプロリス 20mg/㎡ day1,2 

28 日 

  

カイプロリス 56mg/㎡ day8,9,15,16   

デキサメタゾン 40mg/week day1(2),8(9),15(16),22   

KD(週 2回) 

2 コース目以降 

カイプロリス 56mg/㎡ day1,2,8,9,15,16 
28 日 

  

デキサメタゾン 40mg day1(2),8(9),15(16),22   

KD(週 1回）1 コース目 

カイプロリス 20mg/㎡ day1 

28 日 

  

カイプロリス 70mg/㎡ day8,15   

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22   

KD(週 1回) 

2 コース目以降 

カイプロリス 70mg/㎡ day1,8,15 
28 日 

  

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22   

DaraRD（1-2 コース目） 

ダラザレックス 16mg/kg day1,8,15,22 

28 日 

  

レブラミド 25mg/body day1-21   

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22 内服の時はレナデックス 

DaraRD（3-6 コース目） 

ダラザレックス 16mg/kg day1,15 

28 日 

  

レブラミド 25mg/body day1-21   

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22 内服の時はレナデックス 

DaraRD（7 コース目以降） 

ダラザレックス 16mg/kg day1 

28 日 

  

レブラミド 25mg/body day1-21   

デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22 内服の時はレナデックス 

DaraVD(1-3 コース目) 

ダラザレックス 16mg/kg day1,8,15 

21 日 

  

ベルケイド 1.3mg/㎡ day1,4,8,11   

デキサメタゾン 40mg day1,4,8,11   

DaraVD(4-8 コース目) 

ダラザレックス 16mg/kg day1 

21 日 

  

ベルケイド 1.3mg/㎡ day1,4,8,11   

デキサメタゾン 40mg day1,4,8,11   

DaraVD(9 コース目以降) ダラザレックス 16mg/kg day1 28 日   

      

      



      

Dara-VMP 

(1 コース目) 

ダラザレックス 16mg/kg day1,8,15,22,29,36 

42 日 

  

ベルケイド 1.3mg/㎡ day1,4,8,11,22,25,29,32   

アルケラン 9mg/㎡ day1-4   

プレドニン 60mg/㎡ day2-4   

デキサメタゾン 20mg day1,8,15,22,29,36   

Dara-VMP 

(2-9 コース目) 

ダラザレックス 16mg/kg day1,22 

42 日 

  

ベルケイド 1.3mg/㎡ day1,8,22,29   

アルケラン 9mg/㎡ day1-4   

プレドニン 60mg/㎡ day2-3   

デキサメタゾン 20mg day1,22   

Dara-VMP 

(9 コース目以降) 

ダラザレックス 16mg/kg day1 
28 日 

  

デキサメタゾン 20mg day1   

IsaPD 

サークリサ 10mg/kg day1,8,15,22 

28 日 

2 コース目以降 day1,15 

ポマリスト 4ｍｇ day1-21   

デキサメタゾン 40mg/body day1,8,15,22 内服の時はレナデックス 

DKD 

(1 コース目） 

カイプロリス 20mg/㎡ day1,2 

28 日 

  

カイプロリス 56mg/㎡ day8,9,15,16   

ダラザレックス 8mg/kg day1,2   

ダラザレックス 16mg/kg day8,15,22   

デキサメタゾン 20mg/body day1,2   

デキサメタゾン 40mg/body day8,15,22   

DKD 

(２コース目） 

カイプロリス 56mg/㎡ day1,2,8,9,15,16 

28 日 

  

ダラザレックス 16mg/kg day1,8,15,22   

デキサメタゾン 20mg/body day1,2,8,9,15,16   

デキサメタゾン 40mg/body day22   

DKD 

(3-6 コース目） 

カイプロリス 56mg/㎡ day1,2,8,9,15,16 

28 日 

  

ダラザレックス 16mg/kg day1,15   

デキサメタゾン 20mg/body day1,2,8,9,15,16   

デキサメタゾン 40mg/body day22   

DKD 

(7 コース目以降） 

カイプロリス 56mg/㎡ day1,2,8,9,15,16 

28 日 

  

ダラザレックス 16mg/kg day1   

デキサメタゾン 20mg/body day1,2,8,9,15,16   

デキサメタゾン 40mg/body day22   

 

 

 

 

 

 

 



 

血液内科レジメン（MDS） 

 

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 
1サイクル 

期間 
その他 

ビダーザ(皮下注射) ビダーザ 75mg/㎡ day1-7 28 日 年齢等に応じて日数短縮 

ビダーザ(静脈注射) ビダーザ 75mg/㎡ day1-7 28 日 年齢等に応じて日数短縮 

 


