
血液内科 2021年7月 審査分

癌
種

剤型 レジメン名/薬剤 投与量 投与日/1コース日数 備考

CD20陽性B細胞リンパ腫　　　　　　　　　　　
DRC(原発性マクログロブリン血症） ◆ DRC(原発性マクログロブリン血症） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:6コース        □その他:

【静注】 デキサメタゾン 20 mg/body day1  

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 1  

【内服】 シクロホスファミド水和物 200 mg/㎡ day 1-5 分2

monthlyリツキサン療法(CD20陽性B細胞リンパ腫) ◆ monthlyリツキサン療法(CD20陽性B細胞リンパ腫) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:1コース

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 1  

one day R-CHOP療法(非ホジキンリンパ腫） ◆ one day R-CHOP療法(非ホジキンリンパ腫） 　 1コース 21-28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:6～8コース

【静注】 シクロホスファミド水和物注射用 750 mg/㎡ day 1 70-79才：650 mg/㎡、80才以上：400 mg/㎡

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用 50 mg/㎡ day 1 70-79才：40 mg/㎡、80才以上：30 mg/㎡

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.4 mg/㎡ day 1 Max 2mg/body、70才以上：1mg/㎡、VCRはgrade2以上神経障害でVDS 0.06mg/kg (MAX 3mg)へ変更可能

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 1  

【内服】 プレドニゾロン 100 mg/body or 60 mg/㎡ day 1-5 70-79才：40 mg/㎡、80才以上：30 mg/㎡

R-CHOP療法(非ホジキンリンパ腫） ◆ R-CHOP療法(非ホジキンリンパ腫） 　 1コース 21-28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:6～8コース

【静注】 シクロホスファミド水和物注射用 750 mg/㎡ day 2  

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用 50 mg/㎡ day 2  

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.4 mg/㎡ day 2 Max 2mg/body、VCRはVDS 2mg/㎡ (MAX 4mg)へ変更可能

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 1  

【内服】 プレドニゾロン 100 mg/body or 60 mg/㎡ day 2-6  

R-TCOP療法(非ホジキンリンパ腫） ◆ R-TCOP療法(非ホジキンリンパ腫） 　 1コース 21-28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:6～8コース

【静注】 シクロホスファミド水和物注射用 750 mg/㎡ day 2 70-79才：650 mg/㎡、80才以上：400 mg/㎡

【静注】 ピラルビシン塩酸塩注射用 50 mg/㎡ day 2 70-79才：40 mg/㎡、80才以上：30 mg/㎡

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.4 mg/㎡ day 2 Max 2mg/body、70才以上：1mg/㎡、VCRはVDS 2mg/㎡ (MAX 4mg)へ変更可能

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 1  

【内服】 プレドニゾロン 100 mg/body or 60 mg/㎡ day 2-6 70-79才：40 mg/㎡、80才以上：30 mg/㎡

weeklyリツキサン療法(CD20陽性B細胞リンパ腫) ◆ weeklyリツキサン療法(CD20陽性B細胞リンパ腫) 　 1コース 7日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:8コース

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 1  

ホジキンリンパ腫　　　　　　　　　　　
AAVD療法（ホジキンリンパ腫） ◆ AAVD療法（ホジキンリンパ腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:6コース

【静注】 ダカルバジン注射用 375 mg/㎡ day 1,15  

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用 25 mg/㎡ day 1,15  

【静注】 ブレンツキシマブ　ベドチン（遺伝子組換え）注射用 1.2 mg/kg day 1,15  

【静注】 注射用ビンブラスチン硫酸塩 6 mg/㎡ day 1,15  

ABVD療法（ホジキンリンパ腫） ◆ ABVD療法（ホジキンリンパ腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:4～8コース

【静注】 ダカルバジン注射用 375 mg/㎡ day 1,15  

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用 25 mg/㎡ day 1,15  

【静注】 ブレオマイシン塩酸塩注射用 10 mg/㎡ day 1,15  

【静注】 注射用ビンブラスチン硫酸塩 6 mg/㎡ day 1,15  

アドセトリス単剤療法(CD30陽性ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫,未分化大細胞ﾘﾝﾊﾟ腫) ◆ アドセトリス単剤療法(CD30陽性ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫,未分化大細胞ﾘﾝﾊﾟ腫) 　 1コース 21日 ■術前:主治医判断     ■術後:主治医判断     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ブレンツキシマブ　ベドチン（遺伝子組換え）注射用 1.8 mg/kg day 1  

オプジーボ4週毎(ホジキンリンパ腫) ◆ オプジーボ4週毎(ホジキンリンパ腫) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 480 mg/body day 1  

ニボルマブ療法（ホジキンリンパ腫） ◆ ニボルマブ療法（ホジキンリンパ腫） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 240 mg/body day 1  

ランゲルハンス細胞組織球症　　　　　　　　　　　
クラドリビン単独療法（ランゲルハンス細胞組織球症） ◆ クラドリビン単独療法（ランゲルハンス細胞組織球症） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【静注】 クラドリビン注射液 0.12 mg/kg day 1,2,3,4,5  

悪性リンパ腫　　　　　　　　　　　
RIT_LPD(免疫抑制状態下のCD20陽性B細胞性リンパ増殖性疾患) ◆ RIT_LPD(免疫抑制状態下のCD20陽性B細胞性リンパ増殖性疾患) 　 1コース 56日 □術前:               □術後:               ■進行再発:1コース        □その他:

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 1,8,15,22,29,36,43,50  

急性リンパ性白血病　　　　　　　　　　　
ALL M(202-O)(Ph陰性急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病) ◆ ALL M(202-O)(Ph陰性急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:2年            ■その他:2年

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.3 mg/㎡ day 1 Max 2mg/body

【内服】 プレドニゾロン 60 mg/㎡ day 1-5  

【内服】 メソトレキセート 20 mg/㎡ day 1,8,15,22  

【内服】 メルカプトプリン水和物 60 mg/㎡ day 1-28  



Ph(-)B-ALL213維持療法(急性リンパ性白血病) ◆ Ph(-)B-ALL213維持療法(急性リンパ性白血病) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:＊下記

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.3 mg/㎡ day 1 Max 2mg/body                                             ＊ 12(寛解導入療法開始時より2年)コース

【内服】 プレドニゾロン 60 mg/㎡ day 1-5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊ 12(寛解導入療法開始時より2年)コース

【内服】 メソトレキセート 20 mg/㎡ day 1,8,15,22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　＊ 12(寛解導入療法開始時より2年)コース

【内服】 メルカプトプリン水和物 60 mg/㎡ day 1-28 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　＊ 12(寛解導入療法開始時より2年)コース

Ph+ALL M(Ph陽性急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病) ◆ Ph+ALL M(Ph陽性急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:12コース       ■その他:12コース

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.3 mg/㎡ day 1 Max 2mg/body

【内服】 ダサチニブ水和物 100 mg/body day 1-28 分1

【内服】 プレドニゾロン 60 mg/㎡ day 1-7 tapering

急性骨髄性白血病　　　　　　　　　　　
VEN+5-Aza(点滴静注)（急性骨髄性白血病） ◆ VEN+5-Aza(点滴静注)（急性骨髄性白血病） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【静注】 アザシチジン注射用 75 mg/㎡ day 1,2,3,4,5,6,7  

【内服】 ベネトクラクス 100-400 mg/body day1-28 分1、1コース目day1:100mg/body、1コース目day2:200mg/body、以降400mg/body

VEN+5-Aza(皮下注)（急性骨髄性白血病） ◆ VEN+5-Aza(皮下注)（急性骨髄性白血病）  1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【皮下】 アザシチジン注射用 75 mg/㎡ day 1,2,3,4,5,6,7  

【内服】 ベネトクラクス 100-400 mg/body day1-28 分1、1コース目day1:100mg/body、1コース目day2:200mg/body、以降400mg/body

ビダーザ点滴静注（急性骨髄性白血病） ◆ ビダーザ点滴静注（急性骨髄性白血病） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【静注】 アザシチジン注射用 75 mg/㎡ day 1,2,3,4,5,6,7  

ビダーザ皮下注（急性骨髄性白血病） ◆ ビダーザ皮下注（急性骨髄性白血病） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【皮下】 アザシチジン注射用 75 mg/㎡ day 1,2,3,4,5,6,7  

骨髄異形成症候群　　　　　　　　　　　
ビダーザ点滴静注療法（骨髄異形成症候群） ◆ ビダーザ点滴静注療法（骨髄異形成症候群） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【静注】 アザシチジン注射用 75 mg/㎡ day 1,2,3,4,5,6,7  

ビダーザ皮下注療法(骨髄異形成症候群） ◆ ビダーザ皮下注療法(骨髄異形成症候群） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【皮下】 アザシチジン注射用 75 mg/㎡ day 1,2,3,4,5,6,7  

多発性骨髄腫　　　　　　　　　　　
DBd療法 1～3コース目(多発性骨髄腫） ◆ DBd療法 1～3コース目(多発性骨髄腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:3コース        □その他:

【静注】 ダラツムマブ（遺伝子組換え）注射液 16 mg/kg day 1,8,15  

【静注】 デキサメタゾン 20 mg/body day 1,8,15  

【皮下】 ボルテゾミブ注射用 1.3 mg/㎡ day 1,4,8,11  

【内服】 デキサメタゾン 20 mg/body day 2,4,5,9,11,12,16  

DBd療法 4～8コース目（多発性骨髄腫） ◆ DBd療法 4～8コース目（多発性骨髄腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:5コース

【静注】 ダラツムマブ（遺伝子組換え）注射液 16 mg/kg day 1  

【静注】 デキサメタゾン 20 mg/body day 1  

【皮下】 ボルテゾミブ注射用 1.3 mg/㎡ day 1,4,8,11  

【内服】 デキサメタゾン 20 mg/body day 2,4,5,8,9,11,12  

DBd療法 9コース目以降（多発性骨髄腫） ◆ DBd療法 9コース目以降（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【静注】 ダラツムマブ（遺伝子組換え）注射液 16 mg/kg day 1  

【静注】 デキサメタゾン 20 mg/body day 1  

DLd療法 1～2コース目（多発性骨髄腫） ◆ DLd療法 1～2コース目（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:2コース        □その他:

【静注】 ダラツムマブ（遺伝子組換え）注射液 16 mg/kg day 1,8,15,22  

【静注】 デキサメタゾン 20 mg/body day 1,8,15,22  

【内服】 デキサメタゾン 20 mg/body day 2,9,16,23  

【内服】 レナリドミド水和物 25 mg/body day 1-21  

DLd療法 3～6コース目（多発性骨髄腫） ◆ DLd療法 3～6コース目（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 ダラツムマブ（遺伝子組換え）注射液 16 mg/kg day 1,15  

【静注】 デキサメタゾン 20 mg/body day 1,15  

【内服】 デキサメタゾン 20 mg/body day 2,,16  

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 8,22  

【内服】 レナリドミド水和物 25 mg/body day 1-21  

DLd療法 7コース目以降（多発性骨髄腫） ◆ DLd療法 7コース目以降（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ダラツムマブ（遺伝子組換え）注射液 16 mg/kg day 1  

【静注】 デキサメタゾン 20 mg/body day 1  

【内服】 デキサメタゾン 20 mg/body day 2  

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 8,15,22  

【内服】 レナリドミド水和物 25 mg/body day 1-21  

ERd療法 1コース目（多発性骨髄腫） ◆ ERd療法 1コース目（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:1コース        □その他:

【静注】 エロツズマブ（遺伝子組換え）注射用 10 mg/kg day 1,8,15,22  

【内服】 デキサメタゾン 28 mg/body day 1.8.15.22 分1

【内服】 レナリドミド水和物 25 mg/body day 1-21 分1



ERd療法 2コース目（多発性骨髄腫） ◆ ERd療法 2コース目（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:1コース        □その他:

【静注】 エロツズマブ（遺伝子組換え）注射用 10 mg/kg day 1,8,15,22  

【内服】 デキサメタゾン 28 mg/body day 1,8,15,22 分1

【内服】 レナリドミド水和物 25 mg/body day 1-21 分1

ERd療法 3コース目以降（多発性骨髄腫） ◆ ERd療法 3コース目以降（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 エロツズマブ（遺伝子組換え）注射用 10 mg/kg day 1,15  

【内服】 デキサメタゾン 28 mg/body day 1,15 分1

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 8,22 分1

【内服】 レナリドミド水和物 25 mg/body day 1-21 分1

IsaPd 2コース目以降（多発性骨髄腫） ◆ IsaPd 2コース目以降（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イサツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 10 mg/kg day 1,15  

【静注】 デキサメタゾン 40 mg/body day 1,15 75歳以上は20mg/bodyに減量

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 8,22 75歳以上は20mg/bodyに減量、分1

【内服】 ポマリドミド 4 mg/body day1-21 分1

Kd(週1回投与）1コース目（多発性骨髄腫） ◆ Kd(週1回投与）1コース目（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:1コース        ■その他:1コース

【静注】 カルフィルゾミブ注射用 20 mg/㎡ day 1  

【静注】 カルフィルゾミブ注射用 70 mg/㎡ day 8,15  

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 1,8,15,22  

Kd(週1回投与）2コース目以降（多発性骨髄腫） ◆ Kd(週1回投与）2コース目以降（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     ■その他:主治医判断

【静注】 カルフィルゾミブ注射用 70 mg/㎡ day 1,8,15  

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 1,8,15,22  

KRD 1コース目（多発性骨髄腫） ◆ KRD 1コース目（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:1コース        □その他:

【静注】 カルフィルゾミブ注射用 20 mg/㎡ day 1,2  

【静注】 カルフィルゾミブ注射用 27 mg/㎡ day 8,9,15,16  

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 1,8,15,22  

【内服】 レナリドミド水和物 25 mg/body day 1-21  

KRD 2～12コース目（多発性骨髄腫） ◆ KRD 2～12コース目（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:11コース       □その他:

【静注】 カルフィルゾミブ注射用 27 mg/㎡ day 1,2,8,9,15,16  

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 1,8,15,22  

【内服】 レナリドミド水和物 25 mg/body day 1-21  

KRD 13コース目以降（多発性骨髄腫） ◆ KRD 13コース目以降（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 カルフィルゾミブ注射用 27 mg/㎡ day 1,2,15,16  

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 1,8,15,22  

【内服】 レナリドミド水和物 25 mg/body day 1-21  

mVMP療法（多発性骨髄腫） ◆ mVMP療法（多発性骨髄腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:4-12コース

【静注】 ボルテゾミブ注射用 1.3 mg/㎡ day 1,8,15  

【内服】 プレドニゾロン 40 mg/㎡ day 1-4 分2

【内服】 メルファラン 6 mg/㎡ day 1-4 早朝空腹時 分1

mVMP療法(皮下注)(多発性骨髄腫) ◆ mVMP療法(皮下注)(多発性骨髄腫) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4-12コース     ■その他:4-12コース

【皮下】 ボルテゾミブ注射用 1.3 mg/㎡ day 1,8,15  

【内服】 プレドニゾロン 40 mg/㎡ day 1-4 分2

【内服】 メルファラン 6 mg/㎡ day 1-4 早朝空腹時 分1

VRD(多発性骨髄腫） ◆ VRD(多発性骨髄腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:4コース

【皮下】 ボルテゾミブ注射用 1.3 mg/㎡ day 1,4,8,11  

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 1,8,15  

【内服】 レナリドミド水和物 25 mg/body day 1-14  

VTD療法(皮下注)(多発性骨髄腫) ◆ VTD療法(皮下注)(多発性骨髄腫) 　 1コース 35日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～8コース     □その他:

【皮下】 ボルテゾミブ注射用 1.3 mg/㎡ day 1,8,15,22  

【内服】 サリドマイド 100 mg/body day 1-35  

【内服】 デキサメタゾン 40 mg/body day 1,8,15,22  

ベルケイド療法(3投1休・皮下注)(多発性骨髄腫) ◆ ベルケイド療法(3投1休・皮下注)(多発性骨髄腫) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～8コース     ■その他:4～8コース

【皮下】 ボルテゾミブ注射用 1.3 mg/㎡ day 1,8,15  

【内服】 デキサメタゾン 20 mg/body day 1,8,15 分1

ベルケイド療法(皮下注)(維持)(多発性骨髄腫) ◆ ベルケイド療法(皮下注)(維持)(多発性骨髄腫) 　 1コース 35日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     ■その他:主治医判断

【皮下】 ボルテゾミブ注射用 1.3 mg/㎡ day 1,8,15,22  

ベルケイド療法(皮下注)(寛解導入)(多発性骨髄腫) ◆ ベルケイド療法(皮下注)(寛解導入)(多発性骨髄腫) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～8コース     ■その他:4～8コース

【皮下】 ボルテゾミブ注射用 1.3 mg/㎡ day 1,4,8,11  

【内服】 デキサメタゾン 20 mg/body day 1,2,4,5,8,9,11,12 分1

非ホジキンリンパ腫　　　　　　　　　　　
A+CHP（末梢性T細胞リンパ腫） ◆ A+CHP（末梢性T細胞リンパ腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:6～8コース     ■その他:6～8コース



A+CHP（末梢性T細胞リンパ腫）【静注】 シクロホスファミド水和物注射用 750 mg/㎡ day 1  

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用 50 mg/㎡ day 1  

【静注】 ブレンツキシマブ　ベドチン（遺伝子組換え）注射用 1.8 mg/kg day 1  

【内服】 プレドニゾロン 100 mg/body or 60 mg/㎡ day 1-5  

CHOP療法（悪性リンパ腫） ◆ CHOP療法（悪性リンパ腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:6～8コース     ■その他:6～8コース

【静注】 シクロホスファミド水和物注射用 750 mg/㎡ day 1  

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用 50 mg/㎡ day 1  

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.4 mg/㎡ day 1 Max 2mg/body

【内服】 プレドニゾロン 60 mg/㎡ day 1-5  

GB 1コース目（濾胞性リンパ腫） ◆ GB 1コース目（濾胞性リンパ腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:1コース

【静注】 オビヌツズマブ（遺伝子組換え）注射液 1000 mg/body day 1,8,15  

【静注】 ベンダムスチン塩酸塩注射用 90 mg/㎡ day 1,2  

GB 2コース目以降（濾胞性リンパ腫） ◆ GB 2コース目以降（濾胞性リンパ腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:5-7コース

【静注】 オビヌツズマブ（遺伝子組換え）注射液 1000 mg/body day 1  

【静注】 ベンダムスチン塩酸塩注射用 90 mg/㎡ day 1,2  

TCOP療法（末梢性T細胞リンパ腫） ◆ TCOP療法（末梢性T細胞リンパ腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:6～8コース     ■その他:6～8コース

【静注】 シクロホスファミド水和物注射用 750 mg/㎡ day 1  

【静注】 ピラルビシン塩酸塩注射用 50 mg/㎡ day 1  

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.4 mg/㎡ day 1 Max 2mg/body

【内服】 プレドニゾロン 60 mg/㎡ day 1-5  

ガザイバ維持療法（濾胞性リンパ腫） ◆ ガザイバ維持療法（濾胞性リンパ腫） 　 1コース 56日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:12コース

【静注】 オビヌツズマブ（遺伝子組換え）注射液 1000 mg/body day 1  

クラドリビン単独療法（再発・難治低悪性度リンパ腫） ◆ クラドリビン単独療法（再発・難治低悪性度リンパ腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【静注】 クラドリビン注射液 0.12 mg/kg day 1,2,3,4,5  

ベンダムスチン単独療法（非ホジキンリンパ腫） ◆ ベンダムスチン単独療法（非ホジキンリンパ腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:6～8コース     □その他:

【静注】 ベンダムスチン塩酸塩注射用 120 mg/㎡ day 1,2  

ポテリジオ（末梢性T細胞ﾘﾝﾊﾟ腫,成人T細胞性白血病ﾘﾝﾊﾟ腫） ◆ ポテリジオ（末梢性T細胞ﾘﾝﾊﾟ腫,成人T細胞性白血病ﾘﾝﾊﾟ腫） 　 1コース 7日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:8コース

【静注】 モガムリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

ﾘﾂｷｻﾝ、ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ併用療法（低悪性度B細胞ﾘﾝﾊﾟ腫,ﾏﾝﾄﾙﾘﾝﾊﾟ腫） ◆ ﾘﾂｷｻﾝ、ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ併用療法（低悪性度B細胞ﾘﾝﾊﾟ腫,ﾏﾝﾄﾙﾘﾝﾊﾟ腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:4～6コース

【静注】 ベンダムスチン塩酸塩注射用 90 mg/㎡ day 1,2  

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 1  

ロミデプシン単独療法（末梢性T細胞リンパ腫） ◆ ロミデプシン単独療法（末梢性T細胞リンパ腫） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【静注】 ロミデプシン注射用 14 mg/㎡ day 1,8,15  

慢性B細胞リンパ性白血病　　　　　　　　　　　
R+Venetoclax療法（慢性B細胞リンパ性白血病）1コース目 ◆ R+Venetoclax療法（慢性B細胞リンパ性白血病）1コース目 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:1コース        □その他:

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 1  

【内服】 ベネトクラクス 400 mg/body day 1-28 分1

R+Venetoclax療法（慢性B細胞リンパ性白血病）2～6コース目 ◆ R+Venetoclax療法（慢性B細胞リンパ性白血病）2～6コース目 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:5コース        □その他:

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 500 mg/㎡ day 1  

【内服】 ベネトクラクス 400 mg/body day 1-28 分1

アーゼラ療法(４週毎)(CD20陽性慢性リンパ性白血病) ◆ アーゼラ療法(４週毎)(CD20陽性慢性リンパ性白血病) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 オファツムマブ（遺伝子組換え）注射液 2000 mg/body day 1  

フルダラ療法(慢性B細胞性リンパ性白血病) ◆ フルダラ療法(慢性B細胞性リンパ性白血病) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:6コース

【静注】 フルダラビンリン酸エステル注射用 20 mg/㎡ day 1,2,3,4,5 クレアチニンクリアランス30,50,70mL/minで12,14,18mg/㎡


