
14日オキサリプラチン 85 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

ベバシズマブ 5 mg/㎏ 点滴静注 2回目60分

以降30分

d1

初回90分

5-フルオロウラシル 400 mg/㎡ 急速静注

旭川赤十字病院

がん化学療法レジメン

レジメン名 一般名 投与間隔投与日投与時間推奨投与量

mFOLFOX6 14日

85 mg/㎡

200 mg/㎡

400 mg/㎡

2400 mg/㎡

点滴静注 d1

d1

d1

d1

オキサリプラチン

レボホリナートCa

5-フルオロウラシル

5-フルオロウラシル

点滴静注

急速静注

点滴静注

2時間

2時間

10分

46時間

2022/12/1

癌種:

Bmab+mFOLFOX6

Afri+mFOLFOX6

レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

10分 d1

5-フルオロウラシル 2400 mg/㎡ 点滴静注 46時間 d1

点滴静注 2時間 d1

大腸がん

診療科: 外科・消化器内科

14日

アフリベルセプトベータ 4 mg/㎏ 点滴静注 60分 d1

5-フルオロウラシル 2400 mg/㎡ 点滴静注 46時間 d1

5-フルオロウラシル 400 mg/㎡ 急速静注 10分 d1

レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

オキサリプラチン 85 mg/㎡



FOLFIRI

イリノテカン 150-180 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

14日
レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-フルオロウラシル 400 mg/㎡ 急速静注 10分 d1

5-フルオロウラシル 2400 mg/㎡ 点滴静注 46時間 d1

Pmab+FOLFIRI

パニツムマブ 6 mg/㎏ 点滴静注 60分 d1

Afri+FOLFIRI

60分 d1

14日

イリノテカン 150-180 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-フルオロウラシル 400 mg/㎡ 急速静注 10分 d1

150-180 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

点滴静注 46時間 d1

アフリベルセプトベータ 4 mg/㎏

5 mg/㎏ 点滴静注

初回90分

d1

14日

イリノテカン

点滴静注

レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-フルオロウラシル 400 mg/㎡ 急速静注 10分 d1

5-フルオロウラシル 2400 mg/㎡ 点滴静注 46時間 d1

14日

2回目60分

以降30分

イリノテカン 150-180 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-フルオロウラシル 400 mg/㎡ 急速静注

Pmab+mFOLFOX6

Bmab+FOLFIRI

ベバシズマブ

60分 d1

10分 d1

5-フルオロウラシル 2400 mg/㎡

14日

オキサリプラチン 85 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-フルオロウラシル 400 mg/㎡ 急速静注

パニツムマブ 6 mg/㎏ 点滴静注

10分 d1

5-フルオロウラシル 2400 mg/㎡ 点滴静注 46時間 d1



28日
テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

イリノテカン 125 mg/㎡ 点滴静注 90分 d1, 15

Bmab+IRIS

テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

28日ベバシズマブ 5 mg/㎏ 点滴静注

初回90分

d1, 152回目60分

IRIS

SOX
テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

21日
オキサリプラチン 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

Bmab+SOX

テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

21日ベバシズマブ 7.5 mg/㎏ 点滴静注

初回90分

d12回目60分

以降30分

オキサリプラチン 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

カペシタビン 2000 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

オキサリプラチン 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1
XELOX 21日

Bmab+XELOX

カペシタビン 2000 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

21日

オキサリプラチン 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

ベバシズマブ 7.5 mg/㎏ 点滴静注

初回90分

d12回目60分

以降30分

Pmab+FOLFIRI 14日

5-フルオロウラシル 2400 mg/㎡ 点滴静注 46時間 d1

RAM+FOLFIRI

ラムシルマブ

d1

8 mg/㎏ 点滴静注 60分 d1

14日

イリノテカン 150-180 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-フルオロウラシル 400 mg/㎡ 急速静注 10分 d1

5-フルオロウラシル 2400 mg/㎡ 点滴静注 46時間



Bmab+FOLFOXIRI

オキサリプラチン

14日

点滴静注 46時間 d1

イリノテカン 165 mg/㎡ 点滴静注 60分 d1

ベバシズマブ 5 mg/㎏ 点滴静注

初回90分

d12回目60分

以降30分

5-フルオロウラシル 3200 mg/㎡ 点滴静注 46時間 d1

85 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

FOLFOXIRI

イリノテカン 165 mg/㎡ 点滴静注 60分 d1

14日
オキサリプラチン 85 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-フルオロウラシル 3200 mg/㎡

Bmab+IRIS 28日

イリノテカン 125 mg/㎡ 点滴静注 90分 d1, 15

ベバシズマブ 5 mg/㎏ 点滴静注 d1, 15

以降30分

癌種: 膵臓がん

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

ゲムシタビン 1000 mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8,15

点滴静注 30分

GEM 28日

GEM+nab-PTX 28日

GS 21日
ゲムシタビン 1000 mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8

ゲムシタビン 1000 mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8.15

パクリタキセル（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁） 125 mg/㎡

GC
ゲムシタビン 1000 mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8

21日

d1,8,15

テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80mg/㎡ 経口 1日2回 d1-14



mFOLFIRINOX

イリノテカン 150 mg/㎡ 点滴静注 90分 d1

14日
オキサリプラチン 85 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

癌種: 胃がん

レジメン名 一般名 推奨投与量

GC 21日
シスプラチン 25 mg/㎡ 点滴静注 60分 d1,8

投与時間 投与日

35日
シスプラチン 60 mg/㎡ 点滴静注 120分 d8

投与間隔

5-フルオロウラシル 2400 mg/㎡ 点滴静注 46時間 d1

mFOLFOX6

オキサリプラチン 85 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

14日
レボホリナートCa 200 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-フルオロウラシル 400 mg/㎡ 急速静注 10分 d1

5-フルオロウラシル 2400 mg/㎡ 点滴静注 46時間 d1

21日

以降　6 mg/kg 以降30分

シスプラチン 60 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

トラスツズマブ
初回　8 mg/kg

点滴静注
初回90分

S-1+CDDP
テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80 mg/㎡ 経口 1日2回 d1-21

XP
カペシタビン 2000 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

21日
シスプラチン 80 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

d1

XELOX
カペシタビン 2000 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

21日
オキサリプラチン 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

S-1+CDDP+Her

テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80 mg/㎡ 経口 1日2回 d1-14



21日

以降30分

CPT-11 イリノテカン 150 mg/㎡ 点滴静注 90分 d1,15 28日

DTX ドセタキセル 60 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1 21日

XP+Her

カペシタビン 2000 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

21日
シスプラチン 80 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

トラスツズマブ
初回　8 mg/kg

点滴静注
初回90分

d1
以降　6 mg/kg

wPTX パクリタキセル 80 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15 28日

wPTX+RAM
ラムシルマブ 8 mg/kg 点滴静注 1時間 d1,15

28日
パクリタキセル 80 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15

パクリタキセル（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁） 100 mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8,15

パクリタキセル（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁） 260 mg/㎡ 点滴静注 30分 d1nab-PTX

Weekly nab-PTX 28日

RAM ラムシルマブ 8 mg/kg 点滴静注 1時間 d1 14日

SOX
テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

21日
オキサリプラチン 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

SOX+Her

テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

21日
オキサリプラチン 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

トラスツズマブ
初回　8 mg/kg

点滴静注
初回90分

d1
以降　6 mg/kg 以降30分

S-1+DTX
テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

21日
ドセタキセル 40 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

診療科: 外科



VNR ビノレルビン 25 mg/㎡ 点滴静注 10分 d1,8 21日

ハラヴェン エリブリン 1.4 mg/㎡ 点滴静注 10分 d1,8

Weekly-Her

Triweekly-Her

21日

Per+Her+DTX

ペルツズマブ
初回　840 mg/body

点滴静注
初回60分

d1

21日

以降　420 mg/body 以降30分

ドセタキセル 75 mg/㎡

トラスツズマブ
初回　4 mg/kg

点滴静注
初回90分

d1
以降　2 mg/kg 以降30分

トラスツズマブ
初回　8 mg/kg

点滴静注
初回90分

d1
以降　6 mg/kg 以降30分

7日

21日

点滴静注 1時間 d1

トラスツズマブ
初回　8 mg/kg

点滴静注
初回90分

d1
以降　6 mg/kg 以降30分

Her+PTX 21日
トラスツズマブ

初回　8 mg/kg
点滴静注

初回90分
d1

以降　6 mg/kg 以降30分

パクリタキセル 80 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15

Her+DTX
トラスツズマブ

初回　8 mg/kg
点滴静注

初回90分
d1

21日以降　6 mg/kg 以降30分

ドセタキセル 75 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

d1,8,15 28日

Ｗeekly-DTX ドセタキセル 20 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15 21日

癌種: 乳がん

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

Triweekly-DTX ドセタキセル 60-100 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1 21日

weekly-PTX パクリタキセル 80 mg/㎡ 点滴静注 1時間



非小細胞肺がん

ベバシズマブ 15 mg/㎏

診療科: 呼吸器内科

Bmab+アテゾリズマブ
点滴静注

初回90分

d1
21日

2回目60分

以降30分

アテゾリズマブ 1200 mg/body 点滴静注 1時間 d1

診療科: 消化器内科

RAM ラムシルマブ 8 mg/kg 点滴静注 1時間 d1 14日

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

癌種: 肝臓がん

点滴静注 10分 d1,8

癌種: 肺がん

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

シスプラチン 60-80 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1
CDDP+VNR 21日

ビノレルビン 25 mg/㎡

CDDP+S-1
テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム 80 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-21

28-(35)日
シスプラチン 60 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1又は(8)

CDDP+PEM
シスプラチン 75 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

21日



カルボプラチン AUC5 点滴静注 1時間 d1

パクリタキセル 180-210 mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1
CBDCA+PTX

CBDCA+PTX+RT
カルボプラチン

10分 d1

ベバシズマブ

21日

28日
パクリタキセル（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁） 100 mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8,15

21日
シスプラチン AUC5 点滴静注 1時間

21日

d1

d1

CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ

カルボプラチン AUC5 点滴静注 1時間 d1

21日

80 mg/㎡/Day 経口 1日2回 d1-14

シスプラチン 75 mg/㎡ 点滴静注 2時間

CDDP+PEM 21日
ペメトレキセド 500 mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

ペムブロリズマブ 200 mg/body 点滴静注 1時間 d1

CDDP+PEM+ペムブロリズマブ

CBDCA+nab-PTX
カルボプラチン AUC5 点滴静注 1時間 d1

ペメトレキセド 500 mg/㎡ 点滴静注 10分

d1

1時間 d1

21日

パクリタキセル 180-210 mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

ベバシズマブ 15 mg/㎏ 点滴静注

初回90分

d12回目60分

以降30分

カルボプラチン AUC5 点滴静注 1時間 d1
21日

ペメトレキセド 500 mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

テガフール/ギメラシル /オテラシルカリウム

AUC2 点滴静注 1時間 d1,8,15,22,29,36
56日

パクリタキセル 40 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15,22,29,36

CBDCA+PEM+Bmab

カルボプラチン AUC5 点滴静注 1時間 d1

21日

ペメトレキセド 500 mg/㎡ 点滴静注

15 mg/㎏ 点滴静注

初回90分

d12回目60分

以降30分

CBDCA+PTX+Bmab

カルボプラチン AUC5 点滴静注

CBDCA+PEM

CBDCA+S-1



d1
21日

ドセタキセル 60 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1
RAM+DTX

ラムシルマブ 10 mg/㎏ 1時間

d1

アテゾリズマブ 1200 mg/body 点滴静注 1時間 d1

21日

アテゾリズマブ 1200 mg/body 点滴静注 1時間

d1

パクリタキセル 180-210 mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

初回90分

d1

21日パクリタキセル（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁） 100 mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8,15

ペムブロリズマブ 200 mg/body 点滴静注 1時間 d1

CBDCA+PTX+Bmab+アテゾリズマブ 21日

Bmab+アテゾリズマブ
ベバシズマブ 15 mg/㎏ 点滴静注

初回90分

d12回目60分

以降30分

ベバシズマブ 15 mg/㎏ 点滴静注 d12回目60分

以降30分

カルボプラチン AUC5 点滴静注 1時間

点滴静注 1時間 d1

21日パクリタキセル 180-210 mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

ペムブロリズマブ 200 mg/body 点滴静注 1時間 d1

ペムブロリズマブ 200 mg/body

CBDCA+PTX+ペムブロリズマブ

カルボプラチン AUC5

CBDCA+nab-PTX+ペムブロリズマブ

カルボプラチン AUC5 点滴静注 1時間

CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ 21日ペメトレキセド 500 mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

d1

ドセタキセル 60 mg/㎡ 点滴静注

点滴静注 1時間 d1

ベバシズマブ 15 mg/㎏ 点滴静注

初回90分

d12回目60分

以降30分

21日PEM+Bmab

1時間 d1DTX 21日

ペメトレキセド 500 mg/㎡ 点滴静注 10分

点滴静注



小細胞肺がん

診療科: 泌尿器科

1時間 d1 28日

イリノテカン 60 mg/㎡ 点滴静注 90分 d1,8,15CPT-11 28日

PEM

点滴静注

ニボルマブ ニボルマブ 240 mg/body 点滴静注 1時間 d1 14日

デュルバルマブ デュルバルマブ 10 mg/㎏ 点滴静注 1時間 d1 21日

VNR ビノレルビン 25 mg/㎡ 点滴静注 10分 d1,8 21日

ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 400 mg/body 点滴静注

ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 200 mg/body 点滴静注 1時間 d1 21日

アテゾリズマブ アテゾリズマブ 1200 mg/body 点滴静注 1時間 d1 21日

CBDCA+CPT-11
カルボプラチン AUC5 点滴静注 1時間 d1

28日
イリノテカン 60 mg/㎡ 点滴静注 90分 d1,8,15

CDDP+CPT-11
シスプラチン 60 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

28日
イリノテカン 60 mg/㎡ 点滴静注 90分 d1,8,15

癌種: 肺がん

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

ペメトレキセド 500 mg/㎡ 点滴静注 10分 d1 21日

1時間 d1 42日

ニボルマブ ニボルマブ 480 mg/body



尿路上皮癌

前立腺癌

腎細胞がん

ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 400mg/body 点滴静注 30分 d1 42日

ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 d1 21日

ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 400mg/body 点滴静注 30分 d1 42日

テムシロリムス 25 mg/body 点滴静注 1時間 d1 7日

ニボルマブ ニボルマブ 240mg/body 点滴静注 30分 d1 14日

トーリセル

ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 d1 21日

カバジタキセル 25mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1 21日カバジタキセル

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

DP
ドセタキセル 70 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

28日
プレドニゾロン 20 mg/body 内服 d1-21

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

GC
ゲムシタビン 1000 mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8,15

28日
シスプラチン 70 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

癌種: 泌尿器がん



診療科: 口腔外科

CBDCA+5-FU+Cmab

カルボプラチン AUC 5 点滴静注 1時間 d1

21日

5-FU 1000 mg/㎡ 点滴静注 24時間 d1-4

セツキシマブ
初回400 mg/㎡

2回目以降250 mg/㎡
点滴静注

初回120分

d1.8.152回目以降

60分

癌種: 口腔がん

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

CBDCA+PTX+Cmab

カルボプラチン AUC2.5 点滴静注 1時間 d1.8

21日

パクリタキセル 100 mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1.8

セツキシマブ
初回400 mg/㎡

2回目以降250 mg/㎡
点滴静注

初回120分

d1.8.152回目以降

60分

ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 400mg/body 点滴静注 30分 d1 42日

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

癌種: MSI-High固形がん

ニボルマブ ニボルマブ 240mg/body 点滴静注 30分 d1 14日

ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 d1 21日



診療科: 血液腫瘍内科

DKd（1-2サイクル目）

カルフィルゾミブ
56 mg/㎡

(初回day1,2のみ20 mg/㎡）
点滴静注

d1-2,8-9,

15-16

28日

ボルテゾミブ 1.3 mg/㎡ 皮下注射 d1,4,8,11

21日デキサメタゾン 20 mg/day 内服/点滴静注
ｄ1-2、4-5、

8-9、11-12、

ダラツムマブ 1800 mg 皮下注射 d1

DBd（9サイクル以降）
デキサメタゾン 20 mg/day 内服/点滴静注 d1

21日
ダラツムマブ 1800 mg 皮下注射 d1

DBd（4-8サイクル目）

癌種: 多発性骨髄腫

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

DBd（1-3サイクル目）

ボルテゾミブ 1.3 mg/㎡ 皮下注射 d1,4,8,11

21日デキサメタゾン 20 mg/day 内服/点滴静注

ｄ1-2、4-5、

8-9、11-12、

15

ダラツムマブ 1800 mg 皮下注射 d1,8,15

ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 d1 21日

ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 400mg/body 点滴静注 30分 d1 42日

CBDCA+5-FU+Cmab 21日

セツキシマブ
初回400 mg/㎡

2回目以降250 mg/㎡
点滴静注 d1.8.152回目以降

60分



d1-21

28日デキサメタゾン
20 mg/day×2日又は

40ｍｇ/day×1日
内服/点滴静注

d1-2,8

15-16,22

ダラツムマブ 1800 mg 皮下注射 d1,15

DRd（7サイクル目以降）

レナリドミド 25mg/day 内服 d1-21

28日

DRd（3-6サイクル目）

レナリドミド 25mg/day 内服

d1-2,8-9,

15-16

28日
デキサメタゾン

20 mg/day

(day22は40mg)
内服/点滴静注

d1-2,8-9,

15-16,22

ダラツムマブ 1800 mg 皮下注射 d1

DRd（1-2サイクル目）

レナリドミド 25mg/day 内服 d1-21

28日デキサメタゾン 20 mg/day（週40ｍｇ） 内服/点滴静注
d1-2,8-9,

15-16,22-23

ダラツムマブ 1800 mg/day 皮下注射 d1,8,15,22

DKd（7サイクル以降）

カルフィルゾミブ 56mg/㎡ 点滴静注

内服/点滴静注
d1-2,8-9,

15-16,22

ダラツムマブ 1800 mg 皮下注射 d1,8,15,22

DKd（3-6サイクル目）

カルフィルゾミブ 56mg/㎡ 点滴静注
d1-2,8-9,

15-16

28日
デキサメタゾン

20 mg/day

(day22は40mg)
内服/点滴静注

d1-2,8-9,

15-16,22

ダラツムマブ 1800 mg 皮下注射 d1,15

DKd（1-2サイクル目） 28日
デキサメタゾン

20 mg/day

(day22は40mg)



d1-21

28日デキサメタゾン 40 mg 点滴静注 d1,8,15,22

エロツズマブ

VMP

メルファラン 7 mg/㎡ 内服 d1-4

35日
プレドニゾロン 60 mg/㎡ 内服 d1-4

デキサメタゾン 20 mg/day 内服 d8-9,15-16

ボルテゾミブ 1.3 mg/㎡ 皮下注射 d1,8,15,22

10 mg/kg 点滴静注 d1,8,15,22

EPd（3サイクル目以降）

ポマリドミド 4mg/day 内服 d1-21

28日デキサメタゾン 40 mg 点滴静注又は内服 d1,8,15,22

エロツズマブ 20 mg/kg 点滴静注 d1

EPd（1-2サイクル目）

ポマリドミド 4mg/day 内服

DRd（7サイクル目以降） 28日デキサメタゾン
20 mg/day×2日又は

40ｍｇ/day×1日
内服/点滴静注 d1-2,8,15,22

ダラツムマブ 1800 mg 皮下注射 d1

Kd(週1回投与）
カルフィルゾミブ

70 mg/㎡

(1コースday1のみ

20 mg/㎡

点滴静注 d1,8,15
28日

デキサメタゾン 40 mg/day 内服 d1,8,15,22

Kd(週2回投与）

カルフィルゾミブ

56 mg/㎡

(1コースday1,2のみ

20 mg/㎡）

点滴静注
d1-2,8-9,

15-16

28日

デキサメタゾン 20 mg/day 内服
d1-2,8-9,

15-16,22-23



骨髄異形成症候群

悪性リンパ腫

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

RVP 28日

癌種:

レジメン名 一般名 推奨投与量 投与時間 投与日 投与間隔

d1-7

エトポシドカプセル 50 mg/分2 内服 d1-7

AZA アザシチジン 75 mg/㎡ 皮下/静注 d1-7 28日

リツキシマブ 375 mg/㎡ 点滴静注 d1

プレドニゾロン 30 mg/分2 内服

癌種:


