
血液腫瘍レジメン
療法名 投与量 投与日 投与期間

R-CHOP

リツキシマブ　375mg/㎡ day1

3週毎
シクロフォスファミド　750mg/㎡ day2
ドキソルビシン　 50mg/㎡ day2
ビンクリスチン　1.4mg/㎡(MAX 2.0mg/body) day2
プレドニゾロン　60mg/㎡（100mg/body） day2～6

R-CVP

リツキシマブ　375mg/㎡ day1

3週毎
シクロフォスファミド　750mg/㎡ day2
ビンクリスチン　1.4mg/㎡(MAX 2.0mg/body) day2
プレドニゾロン　60mg/㎡（100mg/body） day2～6

CHASE-R

リツキシマブ　375mg/㎡ day1

3週毎
シクロフォスファミド　1200mg/㎡ day2
デキサメタゾン　40mg/ｂｏｄｙ day2～4
エトポシド　100mg/㎡ day2～4
シタラビン　2000mg/㎡ day3～4

R-EPOCH

リツキシマブ　375mg/㎡ day1

3週毎

エトポシド　50mg/㎡ day2～5
ドキソルビシン　 10mg/㎡ day2～5
ビンクリスチン　0.4mg/㎡ day2～5
シクロフォスファミド　750mg/㎡ day5
プレドニゾロン　60mg/㎡ day2～6

BR
リツキシマブ　375mg/㎡ day1

4週毎
ベンダムスチン　90㎎/㎡ day1,2

pola-BR
リツキシマブ　375mg/㎡ day1

3週毎ポラツズマブ　1.8 mg/kg day1（1サイクル目はday2）

ベンダムスチン　90㎎/㎡ day1,2（1サイクル目はday2.3）

Rituximab維持 リツキシマブ  375mg/㎡ day1 8週毎

GB（1サイクル）
オビヌツズマブ　1000mg/ｂｏｄｙ day1,8,15

4週毎
ベンダムスチン　90㎎/㎡ day1～2

GB（2サイクル以降）
オビヌツズマブ　1000mg/ｂｏｄｙ day1

4週毎
ベンダムスチン　90㎎/㎡ day1～2

Obinutuzumab維持 オビヌツズマブ　1000mg/ｂｏｄｙ day1 8週毎
Bendamustine単独 ベンダムスチン　120㎎/㎡ day1,2 3週毎

DLd（1～2サイクル）
※初回治療時

ダラキューロ®　15ml/body day1,8,15,22
4週毎レナリドミド　25㎎/body day1～21

デキサメタゾン　20㎎/body day1,8,15,22

DLd（3～6サイクル）
※初回治療時

ダラキューロ®　15ml/body day1,15
4週毎レナリドミド　25㎎/body day1～21

デキサメタゾン　20㎎/body day1,8,15,22

DLd（7サイクル以降）
※初回治療時

ダラキューロ®　15ml/body day1
4週毎レナリドミド　25㎎/body day1～21

デキサメタゾン　20㎎/body day1,8,15,22

DLd（1～2サイクル）
※再治療時

ダラキューロ®　15ml/body day1,8,15,22
4週毎レナリドミド　25㎎/body day1～21

デキサメタゾン　20㎎/body day1,2,8,9,15,16,22,23

DLd（3～6サイクル）
※再治療時

ダラキューロ®　15ml/body day1,15

4週毎
レナリドミド　25㎎/body day1～21
デキサメタゾン　20㎎/body day1,2,15,16
デキサメタゾン　40㎎/body day8,22

DLd（7サイクル以降）
※再治療時

ダラキューロ®　15ml/body day1

4週毎
レナリドミド　25㎎/body day1～21
デキサメタゾン　20㎎/body day1,2
デキサメタゾン　40㎎/body day8,15,22

DBd（1～3サイクル）
ダラキューロ®　15ml/body day1,8,15

3週毎ボルテゾミブ　1.3㎎/㎡ day1,4,8,11
デキサメタゾン　20㎎/body day1,2,4,5,8,9,11,12,15

DBd（4～8サイクル）
ダラキューロ®　15ml/body day1

3週毎ボルテゾミブ　1.3㎎/㎡ day1,4,8,11
デキサメタゾン　20㎎/body day1,2,4,5,8,9,11,12

DBd（9サイクル以降）
ダラキューロ®　15ml/body day1

4週毎
デキサメタゾン　20㎎/body day1
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DCd（1～2サイクル）

ダラキューロ®　15ml/body day1,8,15,22

4週毎
カルフィルゾミブ　56mg/㎡
（1サイクル目のday1,2のみ20㎎/㎡）

day1,2,8,9,15,16

デキサメタゾン　40㎎/body/週（76歳以上で減量） day1,2,8,9,15,16,22

DCd（3～6サイクル）
ダラキューロ®　15ml/body day1,15

4週毎ダラキューロ®　15ml/body day1,2,8,9,15,16
デキサメタゾン　40㎎/body/週（76歳以上で減量） day1,2,8,9,15,16,22

DCd（7サイクル以降）
ダラキューロ®　15ml/body day1

4週毎カルフィルゾミブ　56mg/㎡ day1,2,8,9,15,16
デキサメタゾン　40㎎/body/週（76歳以上で減量） day1,2,8,9,15,16,22

DPd（1～2サイクル）
ダラキューロ®　15ml/body day1,8,15,22

4週毎ポマリドミド　4㎎/body day1～21
デキサメタゾン　20㎎/body day1,2,8,9,15,16,22,23

DPd（3～6サイクル）
ダラキューロ®　15ml/body day1,15

4週毎ポマリドミド　4㎎/body day1～21
デキサメタゾン　20㎎/body day1,2,8,15,16,22

DPd（7サイクル以降）
ダラキューロ®　15ml/body day1

4週毎ポマリドミド　4㎎/body day1～21
デキサメタゾン　20㎎/body day1,2,8,15,22

KRd（1サイクル）
カルフィルゾミブ　27mg/㎡（day1,2のみ20㎎/㎡） day1,2,8,9,15,16

4週毎レナリドミド　25㎎/body day1～21
デキサメタゾン　40㎎/body day1,8,15,22

KRd（2～12サイクル）
カルフィルゾミブ　27mg/㎡ day1,2,8,9,15,16

4週毎レナリドミド　25㎎/body day1～21
デキサメタゾン　40㎎/body day1,8,15,22

KRd（13サイクル以降）
カルフィルゾミブ　27mg/㎡ day1,2,15,16

4週毎レナリドミド　25㎎/body day1～21
デキサメタゾン　40㎎/body day1,8,15,22

Kd（1サイクル）
カルフィルゾミブ　56mg/㎡（day1,2のみ20㎎/㎡） day1,2,8,9,15,16

4週毎
デキサメタゾン　20㎎/body day1,2,8,9,15,16,22,23

Kd（2サイクル以降）
カルフィルゾミブ　56mg/㎡ day1,2,8,9,15,16

4週毎
デキサメタゾン　20㎎/body day1,2,8,9,15,16,22,23

wKd（1サイクル）
カルフィルゾミブ　70mg/㎡（day1のみ20㎎/㎡） day1,8,15

4週毎
デキサメタゾン　40㎎/body day1,8,15,22

wKd（2サイクル以降）
カルフィルゾミブ　70mg/㎡ day1,8,15

4週毎
デキサメタゾン　40㎎/body day1,8,15,22

ELd（1～2サイクル）

エロツズマブ　10mg/kg day1,8,15,22

4週毎
レナリドミド　25㎎/body day1～21
デキサメタゾン経口　28㎎/body day1,8,15,22
デキサメタゾン静注　8㎎/body day1,8,15,22

ELd（3サイクル以降）

エロツズマブ　10mg/kg day1,15

4週毎
レナリドミド　25㎎/body day1～21
デキサメタゾン経口　28㎎/body day1,15
デキサメタゾン経口　40㎎/body day8,22
デキサメタゾン静注　8㎎/body day1,15

EPd（1～2サイクル）

エロツズマブ　10mg/kg day1,8,15,22

4週毎
ポマリドミド　4㎎/body day1～21
デキサメタゾン経口　28㎎/body（75歳超は8mg） day1,8,15,22
デキサメタゾン静注　8㎎/body day1,8,15,22

EPd（3サイクル以降）

エロツズマブ　20mg/kg day1

4週毎
ポマリドミド　4㎎/body day1～21
デキサメタゾン経口　28㎎/body（75歳超は8mg） day1
デキサメタゾン経口　40㎎/body（75歳超は20mg） day8,15,22
デキサメタゾン静注　8㎎/body day1

Ｉｓａ-Pｄ（1サイクル）
イサツキシマブ　10mg/kg day1,8,15,22

4週毎ポマリドミド　4㎎/body day1～21
デキサメタゾン　40㎎/body day1,8,15,22

Ｉｓａ-Pｄ（2サイクル以降）
イサツキシマブ　10mg/kg day1,15

4週毎ポマリドミド　4㎎/body day1～21
デキサメタゾン　40㎎/body day1,8,15,22
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BＤ（寛解導入療法）
ボルテゾミブ　1.3㎎/㎡ day1,4,8,11

3週毎
デキサメタゾン　20㎎/body day1,2,4,5,8,9,11,12

BＤ（維持療法）
ボルテゾミブ　1.3㎎/㎡ day1,8,15,22

5週毎
デキサメタゾン　20㎎/body day1～4

ABVD

ドキソルビシン　25㎎/㎡ day1,15

4週毎
ブレオマイシン　10mg/㎡（MAX15mg/body） day1,15
ビンブラスチン　6mg/㎡（MAX10mg/body） day1,15
ダカルバジン　375mg/㎡ day1,15

ABVd

ドキソルビシン　25㎎/㎡ day1,15

4週毎
ブレオマイシン　9mg/㎡（MAX15mg/body） day1,15
ビンブラスチン　6mg/㎡（MAX10mg/body） day1,15
ダカルバジン　250mg/㎡ day1,15

BV+AVD

ブレンツキシマブ　1.2㎎/ｋｇ（MAX120mg/body） day1,15

4週毎
ドキソルビシン　25㎎/㎡ day1,15
ビンブラスチン　6mg/㎡（MAX10mg/body） day1,15
ダカルバジン　375mg/㎡ day1,15

Brentuximab Vedotin ブレンツキシマブ　1.8㎎/ｋｇ（MAX180mg/body） day1 3週毎
Romidepsin ロミデプシン　14mg/㎡ day1,8,15 4週毎

AZA アザシチジン　75㎎/㎡ day1～7 4週毎
low-dose Ara-C シタラビン　10mg/㎡×2/day(12時間毎) day1～14 4週毎

Venetoclax+ＡＺＡ
ベネトクラクス　400mg/body
（100mg→200mg→400mgと順に増量）

連日
4週毎

アザシチジン　75㎎/㎡ day1～7

Venetoclax+Ara-C
ベネトクラクス　600mg/body
（100mg→200mg→400mg→600mgと順に増量）

連日
4週毎

シタラビン　20㎎/㎡ day1～10

R2
リツキシマブ　375mg/㎡（5サイクル目まで）

day1,8,15,22(1ｻｲｸﾙ目)

4週毎day1(2～5ｻｲｸﾙ目)
レナリドミド　20㎎/body（12サイクル目まで） day1～21


