
悪性リンパ腫

レジメン名
薬剤名（一般名）
〈斜体：内服薬〉 投与日

1 《wRIT-BS》ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS リツキシマブ 375 ㎎/㎡ day1 7 日

2 《3wRIT-BS》ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS リツキシマブ 375 ㎎/㎡ day1 21 日

シクロフォスファミド 750 ㎎/㎡ day1

ドキソルビシン 50 ㎎/㎡ day1

ビンクリスチン 1.4 ㎎/㎡ day1

プレドニゾロン 100 ㎎/body day1-5

エンドキサン 750 ㎎/㎡ day1

ビンクリスチン 1.4 ㎎/㎡ day1

プレドニゾロン 100 ㎎/body day1-5

シクロフォスファミド 500 ㎎/㎡ day1

ビラルビシン 30 ㎎/㎡ day1

ビンクリスチン 1 ㎎/㎡ day1

プレドニゾロン 30 ㎎/㎡ day1-5

シクロフォスファミド 750 ㎎/㎡ day1

ビラルビシン 50 ㎎/㎡ day1

ビンクリスチン 1.4 ㎎/㎡ day1

プレドニゾロン 100 ㎎/body day1-5

エトポシド 40 ㎎/㎡ day1-4

シスプラチン 25 ㎎/㎡ day1-4

シタラビン 2000 ㎎/㎡ day5

メチルプレドニゾロン 500 ㎎/body day1-5

リツキシマブ 375 ㎎/㎡ day1

エトポシド 40 ㎎/㎡ day2-5

シスプラチン 25 ㎎/㎡ day2-5

シタラビン 2000 ㎎/㎡ day6

メチルプレドニゾロン 500 ㎎/body day2-6

9 《ﾄﾚｱｷｼﾝ》ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ ベンタムスチン 120 ㎎/㎡ day1･2 21 日

リツキシマブ 375 ㎎/㎡ day1

シクロフォスファミド 750 ㎎/㎡ day2

ドキソルビシン 50 ㎎/㎡ day2

ビンクリスチン 1.4 ㎎/㎡ day2

プレドニゾロン 100 ㎎/body day2-6

リツキシマブ 375 ㎎/㎡ day1

シクロフォスファミド 500 ㎎/㎡ day2

ピラルビシン 30 ㎎/㎡ day2

ビンクリスチン 1 ㎎/㎡ day2

プレドニゾロン 30 ㎎/㎡ day2-6

リツキシマブ 375 ㎎/㎡ day1

シクロフォスファミド 750 ㎎/㎡ day2

ピラルビシン 50 ㎎/㎡ day2

ビンクリスチン 1.4 ㎎/㎡ day2

プレドニゾロン 100 ㎎/㎡ day2-6

21 日

10

《R-CHOP》
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS+ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ+ﾋﾞﾝ
ｸﾘｽﾁﾝ+PSL

21 日

更新日：2020年4月
北信総合病院薬剤部

投与量
投与
間隔

《CHOP》
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ+ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ+PSL

21 日

《CVP》
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ+PSL

21 日

6

3

4

5

7

《3wTHP-COP》
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ+ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ+PSL
【若年用】

21 日

《3wTHP-COP》
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ+ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ+PSL
【高齢用】

21 日

《ESHAP》
ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｼﾀﾗﾋﾞﾝ+mPSL

21 日

8

《R-ESHAP》
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ｼﾀﾗﾋﾞﾝ
+mPSL

11

《3wRTHP-COP》
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS+ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+THP+VCR+PSL
【高齢者用】

21 日

12

《3wRTHP-COP》
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS+ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+THP+VCR+PSL
【若年用】

21 日



リツキシマブ 375 ㎎/㎡ day1

ベンタムスチン 90 ㎎/㎡ day1･2

シクロフォスファミド 350 ㎎/㎡ day1･8

ビンクリスチン 1.4 ㎎/㎡ day1･8

プロカルバジン 100 ㎎/㎡ day1-14

プレドニゾロン 40 ㎎/㎡ day1-14

ビンブラスチン 6 ㎎/㎡ day1･15

ドキソルビシン 25 ㎎/㎡ day1･15

ブレオマイシン 10 ㎎/㎡ day1･15

ダカルバジン 375 ㎎/㎡ day1･15

ビンブラスチン 6 ㎎/㎡ day1･15

ドキソルビシン 25 ㎎/㎡ day1･15

ブレオマイシン 9 ㎎/㎡ day1･15

ダカルバジン 250 ㎎/㎡ day1･15

イホスファミド 1000 ㎎/㎡ day1-5

エトポシド 100 ㎎/㎡ day1-3

メトトレキサート 30 ㎎/㎡ day3･10

リツキシマブ 375 ㎎/㎡ day1

イホスファミド 1000 ㎎/㎡ day2-6

エトポシド 100 ㎎/㎡ day2-4

メトトレキサート 30 ㎎/㎡ day4･11

シクロフォスファミド 600 ㎎/㎡ day1･8

エトポシド 140 ㎎/㎡ day1-3

プロカルバジン 60 ㎎/㎡ day1-10

プレドニゾロン 60 ㎎/㎡ day1-10

リツキシマブ 375 ㎎/㎡ day1

シクロフォスファミド 600 ㎎/㎡ day2･9

エトポシド 140 ㎎/㎡ day2-4

プロカルバジン 60 ㎎/㎡ day2-11

プレドニゾロン 60 ㎎/㎡ day2-11

シクロフォスファミド 400 ㎎/㎡ day1

ドキソルビシン 25 ㎎/㎡ day1

ビンクリスチン 1 ㎎/body day1

プレドニゾロン 40 ㎎/㎡ day1-5

リツキシマブ 375 ㎎/㎡ day1

シクロフォスファミド 400 ㎎/㎡ day2

ドキソルビシン 25 ㎎/㎡ day2

ビンクリスチン 1 ㎎/body day2

プレドニゾロン 40 ㎎/㎡ day2-6

日

《3wR-miniCHOP》
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS+ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ+ﾋﾞﾝ
ｸﾘｽﾁﾝ+PSL

21 日

《IMVP-16》
ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ

21

13 日

《C-MOPP》
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ+ﾌﾟﾛｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ+PSL

28 日

《4wCEPP》
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ+ﾌﾟﾛｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ+PSL

19 28 日

22

21

16

17

《ABVd》
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ+ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ+ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ+ﾀﾞｶﾙ
ﾊﾞｼﾞﾝ

28

18

20

日

《R-IMVP-16》
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS+ｲﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ+ｴﾄﾎﾟｼ
ﾄﾞ

21 日

《4wR-CEPP》
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS+CPA+VP-16+ﾌﾟﾛｶﾙﾊﾞｼﾞﾝ+PSL

28 日

《3wminiCHOP》
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ+ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ+PSL

21

15

《ABVD》
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ+ﾌﾞﾚｵﾏｲｼﾝ+ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ+ﾀﾞｶﾙ
ﾊﾞｼﾞﾝ

28 日

日

《R-ﾄﾚｱｷｼﾝ》ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS+ ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ 28

14



骨髄腫

レジメン名
薬剤名（一般名）
〈斜体：内服薬〉 投与日

ボルテゾミブ 1.3 ㎎/㎡ day1･4・8・11

デキサメタゾン ㎎/body
day1･2･4･5･
8･9･11･12

ボルテゾミブ 1.3 ㎎/㎡ day1･8･15･22

デキサメタゾン ㎎/body
day1･2･8･9･
15･16･22･23

ボルテゾミブ 1.3 ㎎/㎡ day1･8･15･22

デキサメタゾン ㎎/body day1･8･15･22

ボルテゾミブ 1.3 ㎎/㎡ day1

デキサメタゾン ㎎/body day1

1
《BD》【寛解導入】
ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ

21 日
20～40

投与量
投与
間隔

更新日：2020年4月
北信総合病院薬剤部

日

日

3

4

《weeklyBD》【4投1休】
ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ

《weeklyBD》【毎週投与】
ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ

35

7

20～40
2

《BD》【維持療法】
ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ＋ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ

35 日

20～40

20～40


