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消化器 

[ 大腸癌 ][ 食道癌 ][ 胃癌 ][ 膵臓癌 ][ 胆道癌 ][ 肝細胞癌 ] 

大腸癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

CPT-11＋Cmab 
アービタックス セツキシマブ 

250 mg/m2 

(初回 400mg/m2) 

点滴静注 60分 

初回 2時間 
d1,8 

14日 大腸癌 

トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

CPT-11＋Pmab 
ベクティビックス パニツムマブ 6 mg/kg 点滴静注 60分 d1 

14日 大腸癌 
トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

CPT-11単剤 トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 14日 大腸癌 

Cmab単剤 アービタックス セツキシマブ 
250 mg/m2 

(初回 400mg/m2) 

点滴静注 60分 

初回 2時間 
d1 7日 大腸癌 

Pmab単剤 ベクティビックス パニツムマブ 6 mg/kg 点滴静注 60分 d1 14日 大腸癌 

FOLFOXIRI 

トポテシン イリノテカン 165 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

14日 大腸癌 
エルプラット オキサリプラチン 85 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 3000 mg/m2 点滴静注 48時間 d1 

FOLFOXIRI+BV 

アバスチン ベバシツマブ 5 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

14日 大腸癌 

トポテシン イリノテカン 
150 mg/m2 

(max 165 mg/m2) 
点滴静注 90分 d1 

エルプラット オキサリプラチン 85 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 
3000 mg/m2 

(max 3200 mg/m2) 
点滴静注 48時間 d1 

FOLFIRI 

トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

14日 大腸癌 アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 



5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

FOLFIRI＋BV 

アバスチン ベバシツマブ 5 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

14日 大腸癌 
トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

FOLFIRI＋Cmab 

アービタックス セツキシマブ 
250 mg/m2 

(初回 400mg/m2) 

点滴静注 60分 

初回 2時間 
d1,8 

14日 大腸癌 

トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

FOLFIRI＋Pmab 

ベクティビックス パニツムマブ 6 mg/kg 点滴静注 60分 d1 

14日 大腸癌 

トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

FOLFIRI＋RAM 

サイラムザ ラムシルマブ 8 mg/kg 点滴静注 1時間 d1 

14日 大腸癌 

トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

FOLFIRI+AFL 

ザルトラップ アフリベルセプト 4 mg/kg 点滴静注 1時間 d1 

14日 大腸癌 

トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

IRIS トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 21日 大腸癌 



ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

IRIS＋BV 

アバスチン ベバシツマブ 7.5 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

21日 大腸癌 トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

SOX(130) 

エルプラット オキサリプラチン 130 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

21日 大腸癌 
ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

SOX(130)+BV 

アバスチン ベバシツマブ 7.5 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

21日 大腸癌 エルプラット オキサリプラチン 130 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

XELOX 
エルプラット オキサリプラチン 130 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

21日 大腸癌 
ゼローダ カペシタビン 2000 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

XELOX＋BV 

アバスチン ベバシツマブ 7.5 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

21日 大腸癌 
エルプラット オキサリプラチン 130 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

ゼローダ カペシタビン 2000 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

Cape+ BV 
アバスチン ベバシツマブ 7.5 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 
21日 大腸癌 

ゼローダ カペシタビン 2000 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

XELOX＋Cmab 

アービタックス セツキシマブ 
250 mg/m2 

(初回 400mg/m2) 

点滴静注 60分 

初回 2時間 
d1,8,15 

21日 大腸癌 エルプラット オキサリプラチン 130 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

ゼローダ カペシタビン 2000 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

mFOLFOX6 エルプラット オキサリプラチン 85 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 14日 大腸癌 



アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

mFOLFOX6＋BV 

アバスチン ベバシツマブ 5 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

14日 大腸癌 
エルプラット オキサリプラチン 85 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

mFOLFOX6＋Cmab 

アービタックス セツキシマブ 
250 mg/m2 

(初回 400mg/m2) 

点滴静注 60分 

初回 2時間 
d1,8 

14日 大腸癌 

エルプラット オキサリプラチン 85 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

mFOLFOX6＋Pmab 

ベクティビックス パニツムマブ 6 mg/kg 点滴静注 60分 d1 

14日 大腸癌 

エルプラット オキサリプラチン 85 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

FLOX 

エルプラット オキサリプラチン 85 mg/m2 点滴静注 2時間 d1,15,29 

56日 大腸癌術後補助化学療法 アイソボリン レボホリナート Ca 500 mg/m2 点滴静注 2時間 d1,8,15,22,29,36 

5-FU 5-フルオロウラシル 500 mg/m2 急速静注 d1,8,15,22,29,36 

RPMI+BV 

アバスチン ベバシツマブ 5 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

14日 大腸癌 
アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1,8 

5-FU 5-フルオロウラシル 500 mg/m2 急速静注 d1,8 

wHF肝動注 5-FU 5-フルオロウラシル 1000 mg/m2 肝動注 2時間 d1 7日 大腸癌肝転移 

 



消化器へ戻る 

 
Topへ戻る 
 

食道癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

DCF 

ワンタキソテー

ル 
ドセタキセル 60 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

28日 食道癌 ランダ シスプラチン 60 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 600 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

FP(800/80) 
ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 28日 

(術前：21日) 
食道癌 

5-FU 5-フルオロウラシル 800 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

FU＋CDGP 
アクプラ ネダプラチン 90 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

28日 食道癌 
5-FU 5-フルオロウラシル 800 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

FP(700/70)＋RT 
ランダ シスプラチン 70 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

28日 食道癌 
5-FU 5-フルオロウラシル 700 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-4 

Low dose FP(500/10) 
ランダ シスプラチン 10 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-5 

7日 食道癌 
5-FU 5-フルオロウラシル 500 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-5 

CDDP(20)+5FU(2000) 46h持

続 

ランダ シスプラチン 20 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 
7日 食道癌 

5-FU 5-フルオロウラシル 2000 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

DOC(70)単剤 
ワンタキソテー

ル 
ドセタキセル 70 mg/m2 点滴静注 60分 d1 21日 食道癌 

wPTX(100)食道 パクリタキセル パクリタキセル 100 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,15,22,29,36 49日 食道癌 

 
消化器へ戻る 

 
Topへ戻る 

 

胃癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 



HXP 

ハーセプチン トラスツズマブ 
6 mg/kg 

(初回 8mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 

21日 胃癌 ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

ゼローダ カペシタビン 2000 mg/m2/day 1日 2回朝夕食後 d1-14 

FP+HER 

ハーセプチン トラスツズマブ 
6 mg/kg 

(初回 8mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 

21日 胃癌 ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 800 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

XELOX+HER 

ハーセプチン トラスツズマブ 
6 mg/kg 

(初回 8mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 

21日 胃癌 エルプラット オキサリプラチン 130 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

ゼローダ カペシタビン 2000 mg/m2/day 1日 2回朝夕食後 d1-14 

XEL＋CDDP(80) 
ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

21日 胃癌 
ゼローダ カペシタビン 2000 mg/m2/day 1日 2回朝夕食後 d1-14 

S1＋CDDP(60) 

ランダ シスプラチン 60 mg/m2 点滴静注 2時間 d8 

35日 胃癌 
ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-21 

S1(2投 1休)＋CDDP(60) 

ランダ シスプラチン 60 mg/m2 点滴静注 2時間 d8 

21日 胃癌 
ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

SOX 100 

エルプラット オキサリプラチン 100 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

21日 胃癌 
ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

XELOX 
エルプラット オキサリプラチン 130 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

21日 胃癌 
ゼローダ カペシタビン 2000 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

wPAC80+RAM 
サイラムザ ラムシルマブ 8 mg/kg 点滴静注 1時間 d1,15 

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

IRIS 

トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

21日 胃癌 
ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 



DCS 

ワンタキソテー

ル 
ドセタキセル 40mg/m2 点滴静注 60分 d1 

28日 

胃癌 

(全身状態の良好

な患者に限る) 
シスプラチン シスプラチン 60mg/m2 点滴静注 120分 d1 

ティーエスワン ティーエスワン 80mg/m2/日 1日 2回 朝夕食後 d1-d14 

DTX＋S1 

ワンタキソテー

ル 
ドセタキセル 40 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

21日 胃癌 

ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

Biweeky PTX＋S1 

パクリタキセル パクリタキセル 120 mg/m2 点滴静注 2時間 d1,15 

28日 胃癌 
ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

nab-PTX アブラキサン パクリタキセル 260 mg/m2 点滴静注 30分 d1 21日 胃癌 

weekly-nab-PTX アブラキサン パクリタキセル 100 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 21日 胃癌 

wPTX(80)胃 パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,15 28日 胃癌 

DOC(60)胃 
ワンタキソテー

ル 
ドセタキセル 60 mg/m2 点滴静注 60分 d1 21日 胃癌 

CPT-11 トポテシン イリノテカン 150 mg/m2 点滴静注 90分 d1 14日 胃癌 

CDDP(70)胃 ランダ シスプラチン 70 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 21日 胃癌 

RAM サイラムザ ラムシルマブ 8 mg/kg 点滴静注 1時間 d1 14日 胃癌 

nivolumab オプジーボ ニボルマブ 3mg/kg 点滴静注 1時間 d1 14日 胃癌 

 
消化器へ戻る 

 
Topへ戻る 

 

膵臓癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

GEM+nabPTX weekly 
アブラキサン 

パクリタキセル(アル

ブミン懸濁型) 
125 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 

28日 膵臓癌 

ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 

FOLFIRINOX エルプラット オキサリプラチン 85 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 14日 膵臓癌 



トポテシン イリノテカン 180 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

アイソボリン レボホリナート Ca 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 400 mg/m2 急速静注 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 2400 mg/m2 点滴静注 46時間 d1 

GEM＋TAR 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 

28日 膵臓癌 
タルセバ エルロチニブ 100 mg/body/day 1日 1回空腹時 d1-28 

S1＋GEM 

ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

21日 膵臓癌 
ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 1日 2回 朝夕食後 d1-14 

GEM単剤 ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 28日 膵臓癌 

 
Topへ戻る 

 

胆道癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

GEM＋CDDP 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

21日 胆道癌 
ランダ シスプラチン 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8 

GEM単剤 ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 28日 胆道癌 

 
Topへ戻る 
 

肝細胞癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

5-FU＋MMC 
5-FU 5-フルオロウラシル 500 mg/body 肝動注  d1 

7日 肝細胞癌 
マイトマイシン マイトマイシン C 6 mg/body 肝動注  d1 

FEM 

ファルモルビシ

ン 
エピルビシン 40 mg/m2 肝動注 30分 d1 

14日 肝細胞癌 マイトマイシン マイトマイシン C 4 mg/m2 肝動注 30分 d1 

5-FU 5-フルオロウラシル 250 mg/m2 肝動注 2時間 d1 



Low dose FP(170/7)肝動注 
ランダ シスプラチン 7 mg/m2 肝動注 1時間 d1-5 

7日 肝細胞癌 
5-FU 5-フルオロウラシル 170 mg/m2 肝動注 5時間 d1-5 

CDDP肝動注 アイエーコール シスプラチン 65 mg/m2 肝動注 20-40分 d1- 28-42日 肝細胞癌 

 
消化器へ戻る 

 
Topへ戻る 

 

血液内科 

[ ホジキン病 ][ 非ホジキンリンパ腫 ][ ALL ][ AML ] [ APL ] [ 自家移植 ] [ 同種移植 ][ 骨髄腫 ][ 骨髄異形成症候群 ] 

《Hodgkin's》 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

ABVd 

エクザール ビンブラスチン 6 mg/m2 静注 1分 d1,15 

28日 
ホジキンリンパ

腫 

アドリアシン ドキソルビシン 25 mg/m2 点滴静注 30分 d1,15 

ブレオ ブレオマイシン 9 mg/m2 点滴静注 30分 d1,15 

ダカルバジン ダカルバジン 250 mg/m2 点滴静注 30分 d1,15 

ABVD 

エクザール ビンブラスチン 6 mg/m2 静注 1分 d1,15 

28日 
ホジキンリンパ

腫 

アドリアシン ドキソルビシン 25 mg/m2 点滴静注 30分 d1,15 

ブレオ ブレオマイシン 10 mg/m2 点滴静注 30分 d1,15 

ダカルバジン ダカルバジン 375 mg/m2 点滴静注 30分 d1,15 

Nivolumab 3mg/kg 

q2w 
オプジーボ ニボルマブ 3mg/kg 点滴静注 1時間 d1 14日 

古典的ホジキン

リンパ腫 

再発難治 

アドセトリス療法 アドセトリス 
ブレンツキシマブ ベ

ドチン 
1.8 mg/kg 点滴静注 30分 d1 21日 

再発・難治性の

CD30陽性 

ホジキンリンパ

腫 

未分化大細胞

リンパ腫 

 
Topへ戻る 



 

《Non-Hodgkin's》 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

BR 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8hr d1 

21日 

(8 ｺｰｽ) 

非ホジキンリン

パ腫 

（未治療低悪性

度 B細胞性

NHL、マントル

細胞リンパ腫） 

トレアキシン ベンダムスチン 90 mg/m2 点滴静注 1hr 
d2,3 

(2 ｺｰｽ目以降 d1,2) 

R-CHOP 

R-CHOP(rapid) 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8時間 d1 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 

オンコビン ビンクリスチン 1.4 mg/m2 全開 d1 

アドリアシン ドキソルビシン 50 mg/m2 点滴静注 30分 d1 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
750 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 
点滴静注 30分 

または 内服 
d1-5 

CHOEP 

オンコビン ビンクリスチン 1.4 mg/m2 全開 d1 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 

アドリアシン ドキソルビシン 50 mg/m2 点滴静注 30分 d1 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
750 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 または 内服 d1-5 

ベプシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-3 

R-THP-COP 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8時間 d1 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 

オンコビン ビンクリスチン 1.4 mg/m2 全開 d1 

テラルビシン ピラルビシン 50 mg/m2 点滴静注 30分 d1 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
750 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 
点滴静注 30分 

または 内服 
d1-5 

R-DeVIC 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8時間 d1 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 

カルボプラチン パラプラチン 300 mg/m2 点滴静注 1時間 d2 

イホマイド イホスファミド 1500 mg/m2 点滴静注 2時間 d2-4 

ベプシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 2時間 d2-4 

デキサート デキサメタゾン 33 mg/body 点滴静注 30分 d2-4 



CHASER 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4～8hr d1 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
1200mg/m2 点滴静注 3時間 d2 

エトポシド エトポシド 100mg/m2 点滴静注 2時間 d2-4 

キロサイド シタラビン 2000mg/m2 点滴静注 3時間 d3,4 

デキサート デキサメタゾン 33mg/body 点滴静注 1時間 d2-4 

R-ESHAP 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4～8hr d1 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 

シスプラチン シスプラチン 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d2-5 

エトポシド エトポシド 40mg/m2 点滴静注 1時間 d2-5 

シタラビン シタラビン 2000mg/m2 点滴静注 2時間 d6 

ソル・メドロール 
メチルプレドニゾ

ロン 
500mg/body 点滴静注 15分 d2-6 

VR-CAP 

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3 mg/m2 点滴静注 30分 d1,4,8,11 

21日 
マントル細胞リ

ンパ腫 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4～8時間 d1 

アドリアシン ドキソルビシン 50 mg/m2 点滴静注 30分 d1 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
750 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

プレドニン プレドニゾロン 100 mg/m2  内服 d1-5 

CHASE 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
1200mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 

エトポシド エトポシド 100mg/m2 点滴静注 2時間 d1-3 

キロサイド シタラビン 2000mg/m2 点滴静注 3時間 d2,3 

デキサート デキサメタゾン 33mg/body 点滴静注 1時間 d1-3 

EPOCH 

エトポシド エトポシド 50 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-4 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 

オンコビン ビンクリスチン 0.4 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-4 

アドリアシン ドキソルビシン 10 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-4 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
750 mg/m2 点滴静注 2時間 d5 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 1日 2-3回 内服 d1-5 

DA-EPOCH 

エトポシド エトポシド 50 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-4 

21日 

6 ｺｰｽ 

非ホジキンリン

パ腫 
オンコビン ビンクリスチン 0.4 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-4 

アドリアシン ドキソルビシン 10 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-4 



エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
750 mg/m2 点滴静注 2時間 d5 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2  内服 d1-5 

SMILE 

メソトレキセート メトトレキサート 2000 mg/m2 点滴静注 6hr d1 

28日 
非ホジキンリン

パ腫 

イホマイド イホスファミド 1500 mg/m2 点滴静注 3時間 d2-4 

デキサート デキサメタゾン 33 mg/body 点滴静注 30分 d2-4 

エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 2時間 d2-4 

ロイナーゼ 
アスパラギナー

ゼ 
6000 U/m2 点滴静注 2時間 d8,10,12,14,16,18,20 

リツキサン単剤 weekly 
リツキサン(Rapid) 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8hr d1 7日 
非ホジキンリン

パ腫 

リツキサン単剤monthly リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8hr d1 28日 
非ホジキンリン

パ腫 

リツキサン単剤 3month リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8hr d1 84日 
非ホジキンリン

パ腫 

R-Benda 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8hr d1 

28日 

低悪性度 B細

胞性非ホジキン

リンパ腫・マント

ル細胞リンパ腫 
トレアキシン ベンダムスチン 90 mg/m2 点滴静注 1hr d1,2 

Bend単剤 トレアキシン ベンダムスチン 90 mg/m2 点滴静注 1hr d1,2 21日 

低悪性度 B細

胞性非ホジキン

リンパ腫・マント

ル細胞リンパ腫 

R-GDP 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8時間 d1 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 

デキサート デキサメタゾン 33mg/body 点滴静注 15分 d2-5 

ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d2,9 

ランダ シスプラチン 75 mg/m2 点滴静注 2時間 d2 

R-ICE 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8時間 d1 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 

パラプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 1時間 d2 

イホマイド イホスファミド 5g/m2 点滴静 24時間 d2 

ベプシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 2時間 d2-4 

FCR 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8時間 d1 

28日 

非ホジキンリン

パ腫 

(CD20陽性小

リンパ球性リン

パ腫) 

フルダラ フルダラビン 25 mg/m2 30min d1-3 (1 ｺｰｽ目は d2-4) 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
250 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-3 (1 ｺｰｽ目は d2-4) 



アドセトリス療法 アドセトリス 
ブレンツキシマブ 

ベドチン 
1.8 mg/kg 点滴静注 30分 d1 21日 

再発・難治性の

CD30陽性の 

未分化大細胞

リンパ腫 

ホジキンリンパ

腫 

GDP 

デキサート デキサメタゾン 33mg/body 点滴静注 15分 d1-4 

21日 
非ホジキンリン

パ腫 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

ランダ シスプラチン 75 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

R-GEM / DEX 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8時間 d1 

28日 
非ホジキンリン

パ腫 
デキサート デキサメタゾン 33mg/body 点滴静注 30分 d1,8,15 

ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 

GEM / DEX 
デキサート デキサメタゾン 33mg/body 点滴静注 30分 d1,8,15 

28日 
非ホジキンリン

パ腫 ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 

R-hyperC-VAD 

/MA交替療法 

R-hyperC-

VAD 

cycle1,3,5,7 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 2-6時間 d1-3 

21日毎に hyperC-

VADとMAを交互に

実施 

非ホジキンリンパ腫 

21日毎に

hyperC-VAD

とMAを交互

に実施 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
300 mg/m2×2 点滴静注 2hr d4,11 

オンコビン ビンクリスチン 2 mg/body 静注 d4 

アドリアシン ドキソルビシン 50 mg/m2 点滴静注 24hr d1-4,d11-14 

デキサート デキサメタゾン 33 mg/body 点滴静注 30min d2,8 

バーキットリン

パ腫 R-MA 

cycle2,4,6,8 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 2-6hr d1 

メソトレキセート メトトレキサート 1000 mg/m2 点滴静注 24hr d2,3 

キロサイド シタラビン 2000 mg/m2×2 点滴静注 3hr 28日 

mLSG-15 

(VCAP-AMP-VECP) 

プレドニン プレドニゾロン 40 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15-17 

28日 
非ホジキンリン

パ腫 

オンコビン ビンクリスチン 1 mg/m2 静注 d1,15 

アドリアシン ドキソルビシン 40 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
350 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

サイメリン ラニムスチン 60 mg/m2 点滴静注 30分 d8 

フィルデシン ビンデシン 2.4 mg/m2 静注 d15 

カルボプラチン カルボプラチン 250 mg/m2 点滴静注 1時間 d15 

エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 2時間 d15-17 



大量 Ara-C(PCNSL) キロサイド シタラビン 3000mg/m2 点滴静注 3時間 d1,2 
28日 

(2コース) 

中枢神経悪性

リンパ腫 

(再発難治性) 

 
血液内科へ戻る 

 
Topへ戻る 

 

《ALL》 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

ALL-202O寛解導入 

(25-60歳未満) 

エンドキサン シクロホスファミド 1200 mg/m2 点滴静注 3hr d1 

－ 
Ph(-)急性リンパ

性白血病 

ダウノマイシン ダウノルビシン 60 mg/m2 点滴静注 1hr d1-3 

オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1,8,15,22 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 3000 U/m2 点滴静注 2hr d9,11,13,16,18,20 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 内服 d1-21 

ALL-202O寛解導入 

(60歳以上) 

エンドキサン シクロホスファミド 800 mg/m2 点滴静注 3hr d1 

－ 
Ph(-)急性リンパ

性白血病 

ダウノマイシン ダウノルビシン 30 mg/m2 点滴静注 1hr d1-3 

オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1,8,15,22 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 3000 U/m2 点滴静注 2hr d9,11,13,16,18,20 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 内服 d1-7 

ALL202O地固め 1コース 

(25-59歳) 

キロサイド シタラビン 2000 mg/m2×2 点滴静注 3hr d1-3 

－ 
Ph(-)急性リンパ

性白血病 

エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 1hr d1-3 

デキサート デキサメタゾン 33 mg/body 点滴静注 1hr d1-3 

メソトレキセート メトトレキサート 15 mg/body 髄注 d1 

デキサート デキサメタゾン 3.3 mg/body 髄注 d1 

ALL202O地固め 1コース 

(60歳以上) 

キロサイド シタラビン 1000 mg/m2×2 点滴静注 3hr d1-3 

－ 
Ph(-)急性リンパ

性白血病 

エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 1hr d1-3 

デキサート デキサメタゾン 33 mg/body 点滴静注 1hr d1-3 

メソトレキセート メトトレキサート 15 mg/body 髄注 d1 

デキサート デキサメタゾン 3.3 mg/body 髄注 d1 



ALL202O地固め 2コース 

(25歳以上-50歳未満) 

メソトレキセート メトトレキサート 3000 mg/m2 点滴静注 24hr d1,15 

－ 
Ph(-)急性リンパ

性白血病 
オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1,15 

ロイケリン メルカプトプリン 25 mg/m2 内服 d1-21 

ALL202O地固め 2コース 

(50歳以上) 

メソトレキセート メトトレキサート 1500 mg/m2 点滴静注 24hr d1,15 

－ 
Ph(-)急性リンパ

性白血病 
オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1,15 

ロイケリン メルカプトプリン 25 mg/m2 内服 d1-21 

ALL202O地固め 3コース 

アドリアシン ドキソルビシン 30 mg/m2 点滴静注 1hr d1,8,15 

－ 
Ph(-)急性リンパ

性白血病 

オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1,8,15 

デキサート デキサメタゾン 10 mg/m2 内服 d1-8,15-22 

エンドキサン シクロホスファミド 1000 mg/m2 点滴静注 3hr d29 

キロサイド シタラビン 75 mg/m2 点滴静注 1hr d29-33,36-40 

ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2 内服 d29-42 

ALL-202U寛解導入 
(15-25歳未満) 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 内服 d1-7 

35日 

Ph(-)急性リンパ

性白血病 

(15-25歳未満) 

プレドニン プレドニゾロン 40 mg/m2 内服 d15-28 

メソトレキセート メトトレキサート 12 mg/body 髄注 d1 

デキサート デキサメタゾン 10 mg/m2 点滴静注 1hr d8-14 

エンドキサン シクロホスファミド 1200 mg/m2 点滴静注 1hr d10 

テラルビシン ピラルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1hr d8,9 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 10分 d8,15,22,29 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 6000 U/m2 点滴静注 4hr d15,17,19,21,23,25,27,29 

メソトレキセート メトトレキサート 12 mg/body 髄注 d8,(11,15),22 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 25 mg/body 髄注 d8,(11,15),22 

キロサイド シタラビン 30 mg/body 髄注 d8,(11,15),22 

ALL-202U地固め 1コース 
(15-25歳未満) 

エンドキサン シクロホスファミド 750 mg/m2 点滴静注 1hr d1,8 

28日 

Ph(-)急性リンパ

性白血病 

(15-25歳未満) 

テラルビシン ピラルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1hr d1,2 

キロサイド シタラビン 75 mg/m2 点滴静注 1hr d1-6,8-13 

ロイケリン メルカプトプリン 50 mg/m2 内服 d1-14 

メソトレキセート メトトレキサート 12 mg/body 髄注 d1,8 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 25 mg/body 髄注 d1,8 



キロサイド シタラビン 30 mg/body 髄注 d1,8 

ALL-202U地固め 2コース 
(Sanctuary Therapy) 

(15-25歳未満) 

メソトレキセート メトトレキサート 3000 mg/m2 点滴静注 24hr d1,8 

28日 

Ph(-)急性リンパ

性白血病 

(15-25歳未満) 

メソトレキセート メトトレキサート 12 mg/body 髄注 d2,9 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 25 mg/body 髄注 d2,9 

キロサイド シタラビン 30 mg/body 髄注 d2,9 

ALL-202U地固め 3コース 
(Reinduction Therapy) 

(15-25歳未満) 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 10分 d1,8,15 

21日 

Ph(-)急性リンパ

性白血病 

(15-25歳未満) 

テラルビシン ピラルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1hr d1,8 

エンドキサン シクロホスファミド 500 mg/m2 点滴静注 1hr d1,8 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 6000 U/m2 筋注 d1,3,5,8,10,12 

プレドニン プレドニゾロン 40 mg/m2 内服 d1-14 

メソトレキセート メトトレキサート 12 mg/body 髄注 d1 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 25 mg/body 髄注 d1 

キロサイド シタラビン 30 mg/body 髄注 d1 

ALL-202U維持 1コース 

(初診時中枢神経病変陰性) 
(Maintenance Therapy①③) 

(15-25歳未満) 

メソトレキセート メトトレキサート 150 mg/m2 点滴静注 10分 d1,15,29 

28日 

Ph(-)急性リンパ

性白血病 

(15-25歳未満) 

(初診時中枢神経

病変陰性) 

ロイケリン メルカプトプリン 50 mg/m2 内服 d1-28 

メソトレキセート メトトレキサート 12 mg/body 髄注 d29 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 25 mg/body 髄注 d29 

キロサイド シタラビン 30 mg/body 髄注 d29 

ALL-202U維持 1コース 

(初診時中枢神経病変陽性) 
(Maintenance Therapy①③) 

(15-25歳未満) 

メソトレキセート メトトレキサート 150 mg/m2 点滴静注 10分 d29 

42日 

Ph(-)急性リンパ

性白血病 

(15-25歳未満) 

(初診時中枢神経

病変陽性) 

ロイケリン メルカプトプリン 50 mg/m2 内服 d1-28 

メソトレキセート メトトレキサート 12 mg/body 髄注 d1,8 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 25 mg/body 髄注 d1,8 

キロサイド シタラビン 30 mg/body 髄注 d1,8 

ALL-202U維持 2コース 

(Maintenance Therapy②) 

(15-25歳未満) 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 10分 d1,8,15 

21日 

Ph(-)急性リンパ

性白血病 

(15-25歳未満) 

エンドキサン シクロホスファミド 500 mg/m2 点滴静注 1hr d8 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 10000 U/m2 筋注 d1,8,15 

プレドニン プレドニゾロン 40 mg/m2 内服 d1-14 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 10分 d1,8,15 
21日 

Ph(-)急性リンパ

性白血病 テラルビシン ピラルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1hr d8 



ALL-202U維持 4コース 

(Maintenance Therapy④) 

(15-25歳未満) 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 10000 U/m2 筋注 d1,8,15 (15-25歳未満) 

プレドニン プレドニゾロン 40 mg/m2 内服 d1-14 

Ph+ ALL208 寛解導入療法 

(15-59歳) 

エンドキサン シクロホスファミド 1200 mg/m2 点滴静注 3hr d1 

42日 
Ph(+)急性リンパ

性白血病 

ダウノマイシン ダウノルビシン 60 mg/m2 点滴静注 1hr d1-3 

オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1,8,15,22 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 内服 d1-21 

グリベック イマチニブ 600 mg/body 内服 d8-42 

Ph+ ALL208 寛解導入療法 

(60歳以上) 

エンドキサン シクロホスファミド 800 mg/m2 点滴静注 3hr d1 

42日 
Ph(+)急性リンパ

性白血病 

ダウノマイシン ダウノルビシン 30 mg/m2 点滴静注 1hr d1-3 

オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1,8,15,22 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 内服 d1-7 

グリベック イマチニブ 600 mg/body 内服 d8-42 

Ph+ ALL208 C1 (15-59歳) 
メソトレキセート メトトレキサート 1000 mg/m2 点滴静注 24hr d1 

28日 
Ph(+)急性リンパ

性白血病 キロサイド シタラビン 2000 mg/m2×2 3hr d2-3 

Ph+ ALL208 C1 (60歳以上) 
メソトレキセート メトトレキサート 1000 mg/m2 点滴静注 24hr d1 

28日 
Ph(+)急性リンパ

性白血病 キロサイド シタラビン 1000 mg/m2×2 3hr d2-3 

Ph+ ALL208 C2 

オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1 

21日 
Ph(+)急性リンパ

性白血病 

ダウノマイシン ダウノルビシン 60 mg/m2 点滴静注 1hr d1 

エンドキサン シクロホスファミド 1200 mg/m2 点滴静注 3hr d1 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 内服 d1-7 

グリベック イマチニブ 600 mg/body 内服 d2-21 

Ph+ ALL208 維持療法 オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1 28日 
Ph(+)急性リンパ

性白血病 

Ph+ ALL213寛解導入療法 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 内服 d1-21 

42日 
Ph(+)急性リンパ

性白血病 

スプリセル ダサチニブ 140 mg/body/日 内服 d8-35 

メソトレキセート メトトレキサート 15 mg/body 髄注 d22 

デキサート デキサメタゾン 3.3 mg/body 髄注 d22 

Ph+ALL213強化地固め療法 エンドキサン シクロホスファミド 

1200 mg/m2 (15-59

歳) 

900 mg/m2 (60-65

歳) 

点滴静注 3hr d1 42日 
Ph(+)急性リンパ

性白血病 



ダウノマイシン ダウノルビシン 
45 mg/m2 (15-59歳) 

30 mg/m2 (60-65歳) 
点滴静注 1hr d1, 2, 3 

オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1, 8, 15, 22 

スプリセル ダサチニブ 100 mg/body/日 内服 d4-31 

プレドニン プレドニゾロン 
60 mg/m2 (15-59歳) 

45 mg/m2 (60-65歳) 
内服 d1-21 

メソトレキセート メトトレキサート 15 mg/body 髄注 d1 

デキサート デキサメタゾン 3.3 mg/body 髄注 d1 

Ph+ALL213 C1療法 

メソトレキセート メトトレキサート 1000 mg/m2 点滴静注 24hr d1 

28日 

4 ｺｰｽ 

Ph(+)急性リンパ

性白血病 

キロサイド シタラビン 

2000 mg/m2×2 (15-

59歳) 

1000 mg/m2×2 (60-

65歳) 

点滴静注 3hr d2-3 

ソルメドロール 
メチルプレドニゾ

ロン 
50mg/body×2 点滴静注 30分 d1,2,3 

スプリセル ダサチニブ 100 mg/body/日 内服 d4-24 

メソトレキセート メトトレキサート 15 mg/body 髄注 d1 

デキサート デキサメタゾン 3.3 mg/body 髄注 d1 

Ph+ALL213 C2療法 

(15-64歳) 

エンドキサン シクロホスファミド 1200 mg/m2  点滴静注 3hr d1 

28日 

4 ｺｰｽ 

Ph(+)急性リンパ

性白血病 

ダウノマイシン ダウノルビシン 45 mg/m2  点滴静注 1hr d1 

オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2  内服 d1-14 

スプリセル ダサチニブ 100 mg/body/日 内服 d2-22 

メソトレキセート メトトレキサート 15 mg/body 髄注 d1 

デキサート デキサメタゾン 3.3 mg/body 髄注 d1 

Ph+ALL213 維持療法 

オンコビン ビンクリスチン 1.3 mg/m2 静注 d1 

35日 
Ph(+)急性リンパ

性白血病 
プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2  内服 d1-7 

スプリセル ダサチニブ 100 mg/body/日 内服 1日 1回 d1-28 

T-ALL213-O 寛解導入療法 

エンドキサン シクロホスファミド 

1200 mg/m2 

(60-65歳：800 

mg/m2) 

点滴静注 3hr d8 

29日 
T細胞性急性リン

パ性白血病 

ダウノマイシン ダウノルビシン 
45 mg/m2 

(60-65歳：30mg/m2) 
点滴静注 1hr d8-10 



オンコビン ビンクリスチン 
1.3 mg/m2 

(max 2mg) 
静注 d1,8,15,22,29 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 

5000 KU/m2 

(60-65歳：3000 

KU/m2) 

点滴静注 2hr d15,17,19,21,23,25,27,29 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 内服 

45歳未満：d8-28 

45-59歳：d8-21 

60歳以上：d8-14 

IT-Triple   髄注 d8,d15 

T-ALL213-O IT-Triple 

メソトレキセート メトトレキサート 15 mg/body 髄注  

  キロサイド シタラビン 40 mg/body 髄注  

デキサート デキサメタゾン 3.3 mg/body 髄注  

T-ALL213-O 再寛解導入療法 

アラノンジー ネララビン 1500 mg/m2 点滴静注 2hr d1,3,5 

42日 
T細胞性急性リン

パ性白血病 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 

1000 mg/m2 

(60-65歳：800 

mg/m2) 

点滴静注 3hr d8 

ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2 内服 d8-21 

キロサイド シタラビン 75 mg/m2 点滴静注 1hr d8-12,15-19 

IT-Triple   髄注 d8 

T-ALL213-O地固め 1,4 ｺｰｽ 

キロサイド シタラビン 

2000 mg/m2×2 

(60歳以上： 

1000 mg/m2 ×2) 

点滴静注 3hr d1-3 

28日 
T細胞性急性リン

パ性白血病 
ベプシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 1hr d1-3 

デキサート デキサメタゾン 33 mg/body 点滴静注 1hr d1-3 

IT-Triple   髄注 d1 

T-ALL213-O地固め 2 ｺｰｽ 

メソトレキセート メトトレキサート 

3000 mg/m2 

(50歳以上：1500 

mg/m2) 

点滴静注 24hr d1,15 

28日 
T細胞性急性リン

パ性白血病 
オンコビン ビンクリスチン 

1.3 mg/m2 

(max 2mg) 
静注 d1,15 

ロイケリン メルカプトプリン 25 mg/m2 内服 眠前 d1-21 

IT-Triple   髄注 d1,15 

T-ALL213-O地固め 3 ｺｰｽ 
オンコビン ビンクリスチン 

1.3 mg/m2 

(max 2mg) 
静注 d1,8,15 

49日 
T細胞性急性リン

パ性白血病 
アドリアシン ドキソルビシン 30 mg/m2 点滴静注 1hr d1,8,15 



デキサート デキサメタゾン 10 mg/m2 内服 d1-8,15-22 

アラノンジー ネララビン 1500 mg/m2 点滴静注 2hr d29,31,33 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 

1200 mg/m2 

(60-65歳：800 

mg/m2) 

点滴静注 3hr d36 

ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2 内服 眠前 d36-49 

キロサイド シタラビン 

75 mg/m2×2 

(60歳以上： 

 mg/m2 ×2) 

点滴静注 3hr d36-40,43-47 

IT-Triple   髄注 d1,36 

T-ALL213-O地固め 5 ｺｰｽ 

メソトレキセート メトトレキサート 

3000 mg/m2 

(50歳以上：1500 

mg/m2) 

点滴静注 24hr d1,15 

33日 
T細胞性急性リン

パ性白血病 

オンコビン ビンクリスチン 
1.3 mg/m2 

(max 2mg) 
静注 d1,15 

ロイケリン メルカプトプリン 25 mg/m2 内服 眠前 d1-21 

アラノンジー ネララビン 1500 mg/m2 点滴静注 2hr d29,31,33 

IT-Triple   髄注 d1,15 

ネララビン アラノンジー ネララビン 1500 mg/m2 点滴静注 2.5hr d1, 3, 5 21日 

T細胞性急性リ

ンパ性白血病 

(再発・難治) 

T細胞リンパ芽

球性リンパ腫 

CFB+CY+ETP 

エボルトラ クロファラビン 40 mg/m2 点滴静注 2hr d1-5 

－ 

再発・難治上

に、若年者

ALL再寛解導

入 

(21歳以下) 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
400 mg/m2 点滴静注 1hr d1-5 

ベプシド エトポシド 150 mg/m2 点滴静注 2hr d1-5 

 

血液内科へ戻る 

 
Topへ戻る 

 

《AML》 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 



IDA+Ara-C(3-7set) 

(AML201寛解導入) 

イダマイシン イダルビシン 12 mg/m2 点滴静注 30分 d1-3 
28日 

急性骨髄性白

血病 

寛解導入療法 キロサイド シタラビン 100 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-7 

DNR+Ara-C(5-7set) 

(AML201寛解導入) 

ダウノマイシン ダウノルビシン 50 mg/m2 点滴静注 30分 d1-5 
28日 

急性骨髄性白

血病 

寛解導入療法 キロサイド シタラビン 100 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-7 

HD-Ara-C 

(AML201地固め) 
キロサイド シタラビン 2000 mg/m2×2 点滴静注 3時間 d1-5 28日 

急性骨髄性白

血病 

寛解後療法 

MIT+Ara-C 

(AML201地固め 1 ｺｰｽ) 

ノバントロン ミトキサントロン 7 mg/m2 点滴静注 30分 d1-3 
28日 

急性骨髄性白

血病 

地固め療法 キロサイド シタラビン 200 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

DNR+Ara-C 

(AML201地固め 2 ｺｰｽ)  

ダウノマイシン ダウノルビシン 50 mg/m2 点滴静注 30分 d1-3 
28日 

急性骨髄性白

血病 

地固め療法 キロサイド シタラビン 200 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

ACR+Ara-C 

(AML201地固め 3 ｺｰｽ) 

アクラシノン アクラルビシン 20 mg/m2 点滴静注 30分 d1-5 
28日 

急性骨髄性白

血病 

地固め療法 キロサイド シタラビン 200 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

A triple V 

(AML201地固め 4 ｺｰｽ) 

キロサイド シタラビン 200 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

28日 

急性骨髄性白

血病 

地固め療法 

エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 3時間 d1-5 

オンコビン ビンクリスチン 0.8 mg/m2 点滴静注 15分 d8 

フィルデシン ビンデシン 2 mg/m2 点滴静注 15分 d10 

CAG(Ara-C持続) 

アクラシノン アクラルビシン 14 mg/m2 点滴静注 30分 d1-4 

28日 

急性骨髄性白

血病 

寛解導入療法 

キロサイド シタラビン 20 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-14 

G-CSF   皮下注 d1-14 

CAG(Ara-C皮下注) 

アクラシノン アクラルビシン 14 mg/m2 点滴静注 30分 d1-4 

28日 

急性骨髄性白

血病 

寛解導入療法 

キロサイド シタラビン 10 mg/m2×2 皮下注 d1-14 

G-CSF   皮下注 d1-14 

BHAC+DNR 

(GML200寛解導入) 

サンラビン エノシタビン 200 mg/m2 点滴静注 3時間 d1-8 
28日 

急性骨髄性白

血病 

寛解導入療法 ダウノマイシン ダウノルビシン 40 mg/m2 点滴静注 30分 d1-3 

BHAC+MIT 
(GML200地固め 1 ｺｰｽ) 

サンラビン エノシタビン 200 mg/m2 点滴静注 3時間 d1-5 

28日 

急性骨髄性白

血病 

地固め療法 ノバントロン ミトキサントロン 

7 mg/m2 

(70歳以上：

5mg/m2) 

点滴静注 30分 d1-3 

BHAC+DNR+ETP サンラビン エノシタビン 200 mg/m2 点滴静注 3時間 d1-5 28日 



(GML200地固め 2 ｺｰｽ) 
ダウノマイシン ダウノルビシン 

30 mg/m2 

(70歳以上：

25mg/m2) 

点滴静注 30分 d1-2 
急性骨髄性白

血病 

地固め療法 
エトポシド エトポシド 

100 mg/m2 

(70歳以上：

75mg/m2) 

点滴静注 2時間 d1-3 

BHAC+ACR 

(GML200地固め 3 ｺｰｽ) 

サンラビン エノシタビン 200 mg/m2 点滴静注 3時間 d1-5 
28日 

急性骨髄性白

血病 

地固め療法 アクラシノン アクラルビシン 14 mg/m2 点滴静注 30分 d1-5 

MEC (低用量 Ara-C) 

ノバントロン ミトキサントロン 8 mg/m2 点滴静注 30分 d1-3 

28日 

急性骨髄性白

血病 

地固め療法 

エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 3時間 d1-5 

シタラビン シタラビン 100 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-7 

MEC (中等量 Ara-C) 

ノバントロン ミトキサントロン 8 mg/m2 点滴静注 30分 d1-5 

28日 
再発難治急性

骨髄性白血病 
エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-5 

シタラビン シタラビン 1000 mg/m2 点滴静注 3時間 d1-5 

GO マイロターグ 
ゲムツズマブ 

オゾガマイシン 
9 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 14日 

再発難治

CD33陽性急

性骨髄性白血

病 

FLAG-IDA 

ノイトロジン 
フィルグラスチ

ム 
300 μg/m2 点滴静注 60分 d1-6 

28日 
難治性急性骨

髄性白血病 

フルダラ フルダラビン 30 mg/m2 点滴静注 30分 d2-6 

シタラビン シタラビン 2000 mg/m2 点滴静注 3時間 d2-6 

イダマイシン イダルビシン 10 mg/m2 点滴静注 60分 d2-4 

 

血液内科へ戻る 

 
Topへ戻る 
 

《APL》 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

APL212寛解導入療法

(A→D群) 

イダマイシン イダルビシン 12 mg/m2 点滴静注 30分 d1-3 
 

急性前骨髄性

白血病 キロサイド シタラビン 100 mg/m2 持続静注 24時間 d1-7 



ベサノイド トレチノイン 45 mg/m2 内服 d1- 

非高齢者（16-

64歳） 

寛解導入療法 

APL212寛解導入療法 

(B群) 

イダマイシン イダルビシン 12 mg/m2 点滴静注 30分 d1,2 

 

急性前骨髄性

白血病 

非高齢者（16-

64歳） 

寛解導入療法 

キロサイド シタラビン 100 mg/m2 持続静注 24時間 d1-5 

ベサノイド トレチノイン 45 mg/m2 内服 d1- 

APL212寛解導入療法

(B→D群) 

イダマイシン イダルビシン 12 mg/m2 点滴静注 30分 d1 

 

急性前骨髄性

白血病 

非高齢者（16-

64歳） 

寛解導入療法 

キロサイド シタラビン 100 mg/m2 持続静注 24時間 d1,2 

ベサノイド トレチノイン 45 mg/m2 内服 d1- 

APL212寛解導入療法(C

群) 

イダマイシン イダルビシン 12 mg/m2 点滴静注 30分 d1-3 

 

急性前骨髄性

白血病 

非高齢者（16-

64歳） 

寛解導入療法 

キロサイド シタラビン 100 mg/m2 持続静注 24時間 d1-7 

ベサノイド トレチノイン 45 mg/m2 内服 d1- 

APL212寛解導入療法

(C→D群) 

イダマイシン イダルビシン 12 mg/m2 点滴静注 30分 d1 

 

急性前骨髄性

白血病 

非高齢者（16-

64歳） 

寛解導入療法 

ベサノイド トレチノイン 45 mg/m2 内服 d1- 

ATO 

(APL212地固め 

第 1,3 ｺｰｽ) 

トリセノックス 三酸化ヒ素 0.15 mg/kg 点滴静注 2時間 1週間に 5日間 

35日 

急性前骨髄性

白血病 

非高齢者（16-

64歳） 

地固め療法 

メトトレキセート メソトレキサート 15mg/body 髄注 C2終了後 

キロサイド シタラビン 40 mg/body 髄注 C2終了後 

プレドニン プレドニゾロン 10 mg/body 髄注 C2終了後 

DNR+Ara-C(3-5set) 

(APL212地固め第 2 ｺｰｽ) 

ダウノマイシン ダウノルビシン 50 mg/m2 点滴静注 30分 d1-3 

28日 

急性前骨髄性

白血病 

非高齢者（16-

64歳） 

地固め療法 

キロサイド シタラビン 200 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

GO 
(APL212地固め第 4 ｺｰｽ) 

マイロターグ 
ゲムツズマブ 

オゾガマイシン 
4 mg/m2 点滴静注 2時間 d1,15 28日 

急性前骨髄性

白血病 

非高齢者（16-

64歳） 

地固め療法 

APL212G寛解導入療法 

(A→D群) 

イダマイシン イダルビシン 12 mg/m2 点滴静注 30分 d1-3 
 

急性前骨髄性

白血病 ベサノイド トレチノイン 45 mg/m2 内服 d1- 



高齢者（65歳

以上） 

寛解導入療法 

APL212G寛解導入療法 

(B群) 

イダマイシン イダルビシン 12 mg/m2 点滴静注 30分 d1,2 

 

急性前骨髄性

白血病 

高齢者（65歳

以上） 

寛解導入療法 

ベサノイド トレチノイン 45 mg/m2 内服 d1- 

APL212G寛解導入療法 

(C群) 

イダマイシン イダルビシン 8 mg/m2 点滴静注 30分 d1-3 

 

急性前骨髄性

白血病 

高齢者（65歳

以上） 

寛解導入療法 

ベサノイド トレチノイン 45 mg/m2 内服 d1- 

APL212G寛解導入療法 

(B,C→D群) 

イダマイシン イダルビシン 12 mg/m2 点滴静注 30分 d1 

 

急性前骨髄性

白血病 

高齢者（65歳

以上） 

寛解導入療法 

ベサノイド トレチノイン 45 mg/m2 内服 d1- 

ATO 

(APL212G地固め 

第 1,2 ｺｰｽ) 

トリセノックス 三酸化ヒ素 0.15 mg/kg 点滴静注 2時間 1週間に 5日間 

35日 

急性前骨髄性

白血病 

高齢者（65歳

以上） 

地固め療法 

メトトレキセート メソトレキサート 15mg/body 髄注 C2終了後 

キロサイド シタラビン 40 mg/body 髄注 C2終了後 

プレドニン プレドニゾロン 10 mg/body 髄注 C2終了後 

APL205R 寛解導入 

トリセノックス 三酸化ヒ素 0.15 mg/kg 点滴静注 2時間 d1- 
寛解が得られるまで最

大 60回 

急性前骨髄性

白血病 

寛解導入療法 イダマイシン イダルビシン 12 mg/m2 点滴静注 30分 (d1,2) 

（WBC＞20000/µL 

or  

APL細胞＞

5000/µL or  

ブラストーマのある

場合） 

 
血液内科へ戻る 

 
Topへ戻る 
 

《自家移植》 



レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

LEED 

アルケラン メルファラン 130 mg/m2 3時間 d4 

－ 

自家造血幹細胞

移植前処置 

悪性リンパ腫 

エンドキサン シクロホスファミド 60 mg/kg 2時間 d1,2 

エトポシド エトポシド 500 mg/m2 8時間 d1,2,3,4 

デキサート デキサメタゾン 40 mg/body 1時間 d1,2,3,4 

MEAM 

サイメリン ラニムスチン 300mg/m2 30分 d1 

－ 

自家造血幹細胞

移植前処置 

悪性リンパ腫 

ベプシド エトポシド 200mg/m2 3時間 d2,3,4,5 

キロサイド シタラビン 200mg/m2×2 1時間 d2,3,4,5 

アルケラン メルファラン 140mg/m2 30分 d6 

BU+MEL 
アルケラン メルファラン 140mg/m2 30分 d1 

 

自家造血幹細胞

移植前処置 

AML ブスルフェクス ブスルファン 0.8 mg/kg×4 2hr d2,3,4,5 

アルケラン大量 アルケラン メルファラン 100mg/m2 30分 d1,2 － 

自家造血幹細胞

移植前処置 

多発性骨髄腫 

エンドキサン大量 エンドキサン シクロホスファミド 2000mg/m2 2時間 d1,2 － 
末梢血幹細胞採

取前処置 

 

Topへ戻る 

 

 

《同種移植》 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

BU+CY 
エンドキサン シクロホスファミド 60 mg/kg 2hr d1,2,3,4, 

－ 
同種造血細胞移

植前処置 ブスルフェクス ブスルファン 0.8 mg/kg×4 2hr d5,6 

Flu+BU4  

フルダラ フルダラビン 30 mg/m2 30min d1-6 

－ 
同種造血細胞移

植前処置 
ブスルフェックス ブスルファン 0.8 mg/kg×4 2hr d5,6 

±TBI  2-4Gy   

Flu+Mel 180  
フルダラ フルダラビン 25 mg/m2 30min d1,2,3,4,5 

－ 
同種造血細胞移

植前処置 アルケラン メルファラン 90 mg/m2 30min d4,5 

ETP-CY-TBI(前処置) ベプシド エトポシド 15 mg/kg 6hr d1,2 － 



エンドキサン シクロホスファミド 60 mg/kg 2hr d3, 4 急性骨髄性白血

病 

移植前処置 TBI    d-3,-2 

CY-TBI(前処置) 
エンドキサン シクロホスファミド 60 mg/kg 2hr d-1,2 

－ 
同種造血細胞移

植前処置 TBI     

G-combined Ara-C+CY 
キロサイド シタラビン 2 g/m2×2 2hr d-5,d-4 

－ 

急性骨髄性白血

病 

移植前処置 エンドキサン シクロホスファミド 60 mg/kg 2hr d-3,d-2 

Flu+CY+ATG 

フルダラ フルダラビン 30 mg/m2 30min d1,2,3,4 

－ 

同種造血幹細胞

移植前処置 

（主に再生不良性

貧血） 

サイモグロブリン 
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫

グロブリン 
3.75 mg/kg 

点滴静注 

6時間以上 
d1,2,3,4 

エンドキサン シクロホスファミド 300 mg/m2 1hr d1,2,3,4 

Flu+Mel4+BU 

フルダラ フルダラビン 30 mg/m2 点滴静注 30分 d-7,-6,-5,-4,-3,-2 

7日 
同種造血幹細胞

移植前処置 
ブスルフェクス ブスルファン 0.8 mg/kg×4 点滴静注 2hr d-7,-6,-5,-4 

アルケラン メルファラン 40 mg/m2 点滴静注 3分 d-3,-2 

 

《移植後 GVHD予防》 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

PTCY エンドキサン シクロホスファミド 60 mg/kg 2時間 D3,4 2日 造血幹細胞移植後 

short MTX (10-7-7) メソトレキセート メトトレキサート 

10 mg/m2 (d1) 

7 mg/m2 (d3) 

7 mg/m2 (d6) 

10分 d1,3,6 － 造血幹細胞移植後 

short MTX (15-10-10-10) メソトレキセート メトトレキサート 

15 mg/m2 (d1) 

10 mg/m2 (d3) 

10 mg/m2 (d6) 

10 mg/m2 (d11) 

10分 d1,3,6,11 － 造血幹細胞移植後 
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《骨髄腫》 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 



MPB 

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3 mg/m2 

点滴静注 30分 

または 

皮下注 

1-4サイクル：

d1,4,8,11,22,25,29,32 

5サイクル以降： 

d1,8,22,29 42日 
多発性骨髄腫 

初回治療 
プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 内服 d1-4 

アルケラン メルファラン 9 mg/m2 内服 d1-4 

VTD 

レナデックス デキサメタゾン 40 mg/body 内服 d1,4,8,11 

21日 多発性骨髄腫 ベルケイド ボルテゾミブ 1.3 mg/m2 皮下注 d1,4,8,11 

サレド サリドマイド 200 mg/body 内服 連日 

VRD 

レナデックス デキサメタゾン 40 mg/body 内服 d1,4,8,11 

21日 多発性骨髄腫 ベルケイド ボルテゾミブ 1.3 mg/m2 皮下注 d1,4,8,11 

レブラミド レナリドマイド 25 mg/body 内服 連日 

Kd 
カイプロリス カルフィゾミブ 56mg/m2 点滴静注 30分 d1,2,8,9,15,16 

28日 多発性骨髄腫 
デカドロン デキサメタゾン 20 mg/body 内服 d1,2,8,9,15,16,22,23 

KRd 

カイプロリス カルフィゾミブ 27mg/m2 点滴静注 10分 d1,2,8,9,15,16 

28日 多発性骨髄腫 デカドロン デキサメタゾン 40 mg/body 内服 d1,8,15,22 

レブラミド レナリドマイド 25 mg/body 内服 d1-21 

ERd 

エムプリシティ エロツズマブ 10mg/kg 点滴静注 
d1,8,15,22(1-2 ｺｰｽ) 

d1,15(3 ｺｰｽ以降) 

28日 
多発性骨髄腫 

(再発難治) デカドロン デキサメタゾン 40 mg/body 内服 or注射 
d1,8,15,22(1-2 ｺｰｽ) 

d8,22(3 ｺｰｽ以降) 

レブラミド レナリドマイド 25 mg/body 内服 d1-21 

Bor/Dex 

デキサート デキサメタゾン 16.5 mg/body 

点滴静注 15分 

または 

内服 

d1,4,8,11 

21日 多発性骨髄腫 

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3 mg/m2 

点滴静注 30分 

または 

皮下注 

d1,4,8,11 

Bor/Dex 

weekly (4投 1

休) 

デキサート デキサメタゾン 16.5 mg/body 

点滴静注 15分 

または 

内服 

d1,8,15,22 

35日 多発性骨髄腫 

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3 mg/m2 

点滴静注 30分 

または 

皮下注 

d1,8,15,22 

CyBorD weekly デキサート デキサメタゾン 40 mg/body 点滴静注 15分 d1,8,15,22 28日 多発性骨髄腫 



または 

内服 

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3 mg/m2 

点滴静注 30分 

または 

皮下注 

d1,8,15,22 

エンドキサン シクロホスファミド 300 mg/m2 

点滴静注 30分 

または 

内服 

d1,8,15,22 

iPAD 

デキサート デキサメタゾン 20 mg/body 内服 d1,2,4,5,8,9,11,12 

21日 

6コース 

多発性骨髄腫 

再発難治 
ベルケイド ボルテゾミブ 1.0 mg/m2 皮下注 d1,4,8,11 

アドリアシン ドキソルビシン 9 mg/m2 点滴静注 30分 d1-4 

VAD 

オンコビン ビンクリスチン 0.4 mg/body 24hr d1-4 

28日 多発性骨髄腫 アドリアシン ドキソルビシン 9 mg/m2 24hr d1-4 

デキサート デキサメタゾン 20 mg/body p.o. d1-4,d9-12,d17-20 

C-VAD 

エンドキサン シクロホスファミド 500 mg/m2 1hr d1,8 

21日 多発性骨髄腫 
オンコビン ビンクリスチン 0.5 mg/body 24hr d1-4 

アドリアシン ドキソルビシン 10 mg/m2 24hr d1-4 

デキサート デキサメタゾン 40 mg/body p.o. d1-4,d9-12 

 
血液内科へ戻る 
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《骨髄異形成症候群》 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

AZA5-2 ビダーザ アザシチジン 75 mg/m2 

点滴静注 10分 

または 

皮下注 

d1-5,8,9 28日 骨髄異形成症候群 

 

《その他》 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

MIT単剤 ノバントロン ミトキサントロン 14mg/m2 1hr d1 21-28日 悪性リンパ腫 



急性白血病 

サイメリン単剤 サイメリン ラニムスチン 90 mg/m2 点滴静注 30分 d1 28日 骨髄増殖性疾患 

リツキサン単剤 weekly リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 4-8hr d1 7日 ITP 

Triple髄注 

デキサート デカドロン 3.3 mg/body 髄注 d1 

  メソトレキセート メトトレキサート 15 mg/body 髄注 d1 

キロサイド シタラビン 40 mg/body 髄注 d1 

抗 CCR4抗体療法 ポテリジオ モガリズマブ 1 mg/kg 点滴静注 2時間 d1 
7日間隔、8

回 

CCR4抗体陽性 

成人 T細胞性白血病リ

ンパ腫 

DEX+VP-16+CyA 

ベプシド エトポシド 150mg/m2 点滴静注 3時間 d1,4,8,11,15,22,29,36,43,50 

52日間 血球貪食症候群 

サンディミュン シクロスポリン 6mg/kg 内服 d1-52 

デキサート デキサメタゾン 

10mg/m2 

5mg/m2 

2.5mg/m2 

1.25mg/m2 

点滴静注 30分 

d1-14 

d15-29 

d30-44 

d45-52 

Benda療法 (CLL) トレアキシン ベンダムスチン 100 mg/m2 点滴静注 1hr d1,2 (8 ｺｰｽ) 21日 
慢性リンパ性白血病 

 

 

血液内科へ戻る 
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呼吸器 

 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

CDDP+CPT-11 (small) 
トポテシン イリノテカン 60 mg/m2 点滴静注 90分 d1,8,15 

28日 小細胞肺癌 
ランダ シスプラチン 60 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

CDDP+CPT-11 (non-small) 
トポテシン イリノテカン 60 mg/m2 点滴静注 90分 d1,8,15 

28日 非小細胞肺癌 
ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

CDDP+VP-16 
エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 60分 d1,2,3 

21日 肺癌 
ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

CDDP+VNR ナベルビン ビノレルビン 25 mg/m2 
急速静注 5分以

内 
d1,8 21日 非小細胞肺癌 



ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

CDDP+VNR RT併用 
ナベルビン ビノレルビン 20 mg/m2 

急速静注 5分以

内 
d1,8 

28日 非小細胞肺癌 

ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

CDDP+GEM 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

21日 非小細胞肺癌 
ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

CDDP+GEM+Bev 

ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

21日 
非小細胞肺癌 

非扁平上皮癌 

ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

アバスチン ベバシズマブ 15 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

CDDP+MTA 
アリムタ ペメトレキセド 500 mg/m2 点滴静注 10分 d1 

21日 
非小細胞肺癌 

非扁平上皮癌 ランダ シスプラチン 75 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

CDDP+MTA+Bev 

アリムタ ペメトレキセド 500 mg/m2 点滴静注 10分 d1 

21日 
非小細胞肺癌 

非扁平上皮癌 

ランダ シスプラチン 75 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

アバスチン ベバシズマブ 7.5 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

CDDP+TS-1 
ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 
経口  

1日 2回朝夕食後 
d1-21 

35日 非小細胞肺癌 

ランダ シスプラチン 60 mg/m2 点滴静注 60分 d8 

CDDP+DTX 
ワンタキソテール ドセタキセル 60 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

21日 非小細胞肺癌 
ランダ シスプラチン 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

CDDP+DTX RT併用 
ワンタキソテール ドセタキセル 40 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,29,36 

56日 非小細胞肺癌 
ランダ シスプラチン 40 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,29,36 

CBDCA+VP-16 
エトポシド エトポシド 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1,2,3 

21日 小細胞肺癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 60分 d1 

CBDCA(AUC5)+CPT-11 
トポテシン イリノテカン 60 mg/m2 点滴静注 90分 d1,8,15 

28日 
小細胞肺癌 

非小細胞肺癌 カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 60分 d1 

CBDCA(AUC2)+CPT-11 
トポテシン イリノテカン 50 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8 

21日 小細胞肺癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 2 点滴静注 30分 d1,8 



CBDCA+3wPTX 
パクリタキセル パクリタキセル 200 mg/m2 点滴静注 180分 d1 

21日 非小細胞肺癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 60分 d1 

CBDCA+wPTX 
パクリタキセル パクリタキセル 70 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,15 

28日 非小細胞肺癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 60分 d1 

wCBDCA(AUC2)+PTX RT併用 
パクリタキセル パクリタキセル 40 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,15,22,29,36 

42日 非小細胞肺癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 2 点滴静注 60分 d1,8,15,22,29,36 

CBDCA+3wPTX+Bev 

パクリタキセル パクリタキセル 200 mg/m2 点滴静注 180分 d1 

21日 
非小細胞肺癌 

非扁平上皮癌 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 60分 d1 

アバスチン ベバシズマブ 15 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

CBDCA+weekly nab-PTX 
アブラキサン 

パクリタキセル

(アルブミン懸濁

型) 

100 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 
21日 非小細胞肺癌 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 60分 d1 

CBDCA+GEM 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

21日 非小細胞肺癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 60分 d1 

CBDCA+GEM+Bev 

ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

21日 
非小細胞肺癌 

非扁平上皮癌 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 60分 d1 

アバスチン ベバシズマブ 15 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

CBDCA+DTX 
ワンタキソテール ドセタキセル 60 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

21-28日 非小細胞肺癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 60分 d1 

CBDCA+MTA 
アリムタ ペメトレキセド 500 mg/m2 点滴静注 10分 d1 

21日 
非小細胞肺癌 

非扁平上皮癌 カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 60分 d1 

CBDCA+MTA+Bev 

アリムタ ペメトレキセド 500 mg/m2 点滴静注 10分 d1 

21日 
非小細胞肺癌 

非扁平上皮癌 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 60分 d1 

アバスチン ベバシズマブ 15 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

CBDCA+S1 ティーエスワン 
テガフール 

ギメラシル 
80 mg/m2/day 

経口  

1日 2回朝夕食後 
d1-14 21日 非小細胞肺癌 



オテラシル 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 60分 d1 

CBDCA+S1+Bev 

ティーエスワン 

テガフール 

ギメラシル 

オテラシル 

80 mg/m2/day 
経口  

1日 2回朝夕食後 
d1-14 

21日 
非小細胞肺癌 

非扁平上皮癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 60分 d1 

アバスチン ベバシズマブ 15 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

GEM+VNR 
ナベルビン ビノレルビン 25 mg/m2 

急速静注 5分以

内 
d1,8 

21日 非小細胞肺癌 

ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

Nivolumab 2W 肺 オプジーボ ニボルマブ 3mg/kg 点滴静注 1時間 d1 14日 非小細胞肺癌 

Pembrolizumab(3W)  キイトルーダ 
ペンブロリズマ

ブ 
200mg/body 点滴静注 30分 d1 21日 非小細胞肺癌 

DTX+RAM 
サイラムザ ラムシルマブ 10 mg/kg 点滴静注 60分 d1 

21日 非小細胞肺癌 
ドセタキセル ドセタキセル 60 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

3wDOC ワンタキソテール ドセタキセル 60 mg/m2 点滴静注 60分 d1 21日 非小細胞肺癌 

wPTX (28d) パクリタキセル パクリタキセル 70 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,15 28日 非小細胞肺癌 

weekly nab-PTX アブラキサン 

パクリタキセル

(アルブミン懸濁

型) 

100mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 28日 非小細胞肺癌 

VNR ナベルビン ビノレルビン 25 mg/m2 
急速静注 5分以

内 
d1,8 21日 非小細胞肺癌 

CPT-11 トポテシン イリノテカン 100 mg/m2 点滴静注 90分 d1,8,15 28日 
非小細胞肺癌 

小細胞肺癌 

AMR カルセド アムルビシン 40 mg/m2 点滴静注 5分 d1,2,3 21日 
非小細胞肺癌 

小細胞肺癌 

MTA アリムタ ペメトレキセド 500 mg/m2 点滴静注 10分 d1 21日 
非小細胞肺癌 

非扁平上皮癌 

Nogitecan ハイカムチン ノギテカン 1.0 mg/m2 点滴静注 30分 d1,2,3,4,5, 21日 非小細胞肺癌 

GEM ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 21日 非小細胞肺癌 

GEM+CAP 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

21日 胸腺腫 
ゼローダ カペシタビン 650 mg/m2/day 1日 2回内服 d1-14 

Erlotinib+Bev アバスチン ベバシズマブ 15 mg/kg 
点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 21日 非小細胞肺癌 



(2回目 60分) 

タルセバ エルロチニブ 150mg/day 食間 d1-21 

BLM心膜癒着 ブレオ ブレオマイシン 
初回 15mg/body 

以降 10mg/body 

心嚢ドレーンより投

与し約 2時間クラ

ンプ 

d1 48時間 がん性心膜炎 

 
Topへ戻る 

 

乳腺・内分泌外科 

 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

EC(90) 
ファルモルビシン エピルビシン 90 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

21日 乳癌 
エンドキサン シクロホスファミド 600 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

EC(75) 
ファルモルビシン エピルビシン 75 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

21日 乳癌 
エンドキサン シクロホスファミド 600 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

AC(60) 
アドリアシン ドキソルビシン 60 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

21日 乳癌 
エンドキサン シクロホスファミド 600 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

3wHER+3wDOC(75) 
ハーセプチン トラスツズマブ 

6mg/kg 

(初回 8mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 

21日 乳癌 

ワンタキソテール ドセタキセル 75 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

wHER+3wDOC(75) 
ハーセプチン トラスツズマブ 

2mg/kg 

(初回 4mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1,8,15 

21日 乳癌 

ワンタキソテール ドセタキセル 75 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

wHER+wPTX(80) 
ハーセプチン トラスツズマブ 

2mg/kg 

(初回 4mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 

7日 乳癌 

パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

3wPER+3wHER+3wDOC(75) 

パージェタ ペルツズマブ 
420 mg/body 

(初回 840 mg/body) 

点滴静注 30分 

(初回 60分) 
d1 

21日 乳癌 ハーセプチン トラスツズマブ 
6mg/kg 

(初回 8mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 

ワンタキソテール ドセタキセル 75 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

3wPER+3wHER+wPTX(80) パージェタ ペルツズマブ 
420 mg/body 

(初回 840 mg/body) 

点滴静注 30分 

(初回 60分) 
d1 21日 乳癌 



ハーセプチン トラスツズマブ 
6mg/kg 

(初回 8mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 

パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,15 

3wTC(75/600) 
エンドキサン シクロホスファミド 600 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

21日 乳癌 
ワンタキソテール ドセタキセル 75 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

XEL+PTX 
パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,15 

28日 乳癌 
ゼローダ カペシタビン 1657mg/m2/day 朝夕食後 d1-21 

wHER+CBDCA+3wPTX 

ハーセプチン トラスツズマブ 
2mg/kg 

(初回 4mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1,8,15 

21日 乳癌 パクリタキセル パクリタキセル 175 mg/m2 点滴静注 180分 d2 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 60分 d2 

wHER+CBDCA+3wDOC 

ハーセプチン トラスツズマブ 
2mg/kg 

(初回 4mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1,8,15 

21日 乳癌 ワンタキソテール ドセタキセル 75 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 60分 d1 

wHER+GEM 
ハーセプチン トラスツズマブ 

2mg/kg 

(初回 4mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1,8,15 

21日 乳癌 

ジェムザール ゲムシタビン 1250 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

wHER+VNB 

ハーセプチン トラスツズマブ 
2mg/kg 

(初回 4mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1,8,15 

21日 乳癌 

ナベルビン ビノレルビン 25 mg/m2 
急速静注 5分以

内 
d1,8 

3wHER+VNB 

ハーセプチン トラスツズマブ 
6mg/kg 

(初回 8mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 

21日 乳癌 

ナベルビン ビノレルビン 25 mg/m2 
急速静注 5分以

内 
d1,8 

3wHER+HAL 
ハーセプチン トラスツズマブ 

6mg/kg 

(初回 8mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 

21日 乳癌 

ハラヴェン エリブリン 1.4mg/m2 点滴静注 5分 d1,8 

3wHER+XEL(B) 
ハーセプチン トラスツズマブ 

6mg/kg 

(初回 8mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 

21日 乳癌 

ゼローダ カペシタビン 2500 mg/m2/day 朝夕食後 d1-14 

wHER+XEL(B) 
ハーセプチン トラスツズマブ 

2mg/kg 

(初回 4mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1,8,15 

21日 乳癌 

ゼローダ カペシタビン 2500 mg/m2/day 朝夕食後 d1-14 



PTX(80)+BEV 
アバスチン ベバシツマブ 10mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1,15 
28日 乳癌 

パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,15 

KAD(3w) カドサイラ 
トラスツズマブ-エム

タンシン 
3.6mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 21日 乳癌 

3wDOC(75) ワンタキソテール ドセタキセル 75 mg/m2 点滴静注 60分 d1 21日 乳癌 

3wDOC(60) ワンタキソテール ドセタキセル 60 mg/m2 点滴静注 60分 d1 21日 乳癌 

3wHER ハーセプチン トラスツズマブ 
6mg/kg 

(初回 8mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 21日 乳癌 

wHER ハーセプチン トラスツズマブ 
2mg/kg 

(初回 4mg/kg) 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 
d1 7日 乳癌 

HAL ハラヴェン エリブリン 1.4mg/m2 点滴静注 5分 d1,8 21日 乳癌 

wPTX(80) パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1 7日 乳癌、頭頸部癌 

GEM+3wPTX 
パクリタキセル パクリタキセル 175 mg/m2 点滴静注 180分 d1 

21日 乳癌 
ジェムザール ゲムシタビン 1250 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

GEM(1250) ジェムザール ゲムシタビン 1250 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 21日 乳癌 

nab-PTX アブラキサン 
パクリタキセル(アル

ブミン懸濁型) 
260 mg/m2 点滴静注 30分 d1 21日 乳癌 

VNB ナベルビン ビノレルビン 25 mg/m2 
急速静注 5分以

内 
d1,8 21日 乳癌 

CPT-11 トポテシン イリノテカン 100 mg/m2 点滴静注 90分 d1,8,15 35日 乳癌 

FAS フェソロデックス フルベストラント 500 mg/body 筋注 d1 

28日 

(初月のみ 14

日) 

乳癌 

FEC(100) 

5-FU 5-フルオロウラシル 500 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

21日 乳癌 ファルモルビシン エピルビシン 100 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

エンドキサン シクロホスファミド 500 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

FEC(75) 

5-FU 5-フルオロウラシル 500 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

21日 乳癌 ファルモルビシン エピルビシン 75 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

エンドキサン シクロホスファミド 500 mg/m2 点滴静注 15分 d1 

cCMF 
エンドキサン シクロホスファミド 

100 or 150 

mg/body/day 
経口 d1-14 

28日 乳癌 

メソトレキセート メソトレキサート 40 mg/m2 点滴静注 15分 d1,8 



5-FU 5-フルオロウラシル 500 mg/m2 点滴静注 15分 d1,8 

BLM心膜癒着 ブレオ ブレオマイシン 
初回 15mg/body 

以降 10mg/body 

心嚢ドレーンより

投与し約 2時間ク

ランプ 

d1 48時間 がん性心膜炎 

 
Topへ戻る 

 

泌尿器科 

 

前立腺癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

DTX(70) ワンタキソテール ドセタキセル 70 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 21日 前立腺癌 

Cabazitaxel ジェブタナ カバジタキセル 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 21日 前立腺癌 

リュープリン SR (11.25) リュープリン SR リュープロレリン 11.25 mg/body 皮下注 d1 12週 前立腺癌 

リュープリン (3.75) リュープリン リュープロレリン 3.75 mg/body 皮下注 d1 28日 前立腺癌 

ゾラデックス LA ゾラデックス LA ゴセレリン 10.8 mg/body 皮下注 d1 12-13週 前立腺癌 

ゴナックス ゴナックス デガレリクス 
初回 240 mg/body 

以降 80 mg/body 
皮下注 d1 28日 前立腺癌 

 

尿路上皮癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

GC 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 

28日 尿路上皮癌 
ランダ シスプラチン 70 mg/m2 点滴静注 2-3時間 d2 

GC(CBDCA) 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 

28日 尿路上皮癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 2時間 d1 or d2 

PG 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

21日 尿路上皮癌 
パクリタキセル パクリタキセル 175 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 

M-VAC 

メソトレキセート メトトレキサート 30 mg/m2 点滴静注 15分 d1,15,22 

28日 尿路上皮癌 エクザール ビンブラスチン 3 mg/m2 点滴静注 15分 d2,15,22 

ランダ シスプラチン 70 mg/m2 点滴静注 3時間 d2 



アドリアシン ドキソルビシン 30 mg/m2 点滴静注 30分 d2 

THP(膀注) テラルビシン ピラルビシン 30 mg 膀胱内注入 d1 7日 尿路上皮癌 

EPI(膀注) ファルモルビシン エピルビシン 40 mg 膀胱内注入 d1 7日 表在性膀胱癌 

BCG(膀注) イムノブラダー 

BCG 

(生カルメット・ゲラン

菌) 

80 mg 
膀胱内注入 

膀胱内保持 1-2時間 
d1 7日 

表在性膀胱癌 

膀胱上皮内癌 

MMC(膀注) マイトマイシン マイトマイシン C 30 mg 

膀胱内注入 

膀胱内保持 30-60

分 

d1 7日 表在性膀胱癌 

CDDP＋THP (動注) 
ランダ シスプラチン 100 mg/m2 動注 d1 

1回のみ 尿路上皮癌 
テラルビシン ピラルビシン 40 mg/m2 動注 d1 

 

精巣腫瘍 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

BEP 

ブレオ ブレオマイシン 30 mg/body 緩徐に静注 d1,8,15 

21日 胚細胞腫瘍 エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-5 

ランダ シスプラチン 20 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-5 

EP 
エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-5 

21日 胚細胞腫瘍 
ランダ シスプラチン 20 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-5 

TIP 

パクリタキセル パクリタキセル 100 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 

21日 精巣腫瘍 イホマイド イホスファミド 1500 mg/m2 点滴静注 3時間 d2-5 

ランダ シスプラチン 25 mg/m2 点滴静注 2時間 d2-5 

 

腎細胞癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

TEM トーリセル テムシロリムス 25 mg/body 点滴静注 1時間 d1 7日 腎細胞癌 

Nivolumab  オプジーボ ニボルマブ 3mg/kg 点滴静注 1時間 d1 14日 腎細胞癌 

 

陰茎癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

FP ランダ シスプラチン 100 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 28日 陰茎癌 



5-FU 5-フルオロウラシル 1000 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

 
Topへ戻る 

 

婦人科 

 

卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌、子宮平滑筋肉腫 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

TriweeklyTP+Bev 

アバスチン ベバシツマブ 15 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

21日 子宮頸癌 
パクリタキセル パクリタキセル 180 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 

ランダ シスプラチン 50 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

TriweeklyTC+Bev 

アバスチン ベバシツマブ 15 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

21日 

卵巣癌 

子宮頸癌 パクリタキセル パクリタキセル 180 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5-6 点滴静注 1時間 d1 

dd-TC+Bev 

アバスチン ベバシツマブ 15 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

21日 

卵巣癌 

(ddTC6コース施行

後、 

Bev継続) 
パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5-6 点滴静注 1時間 d1 

GEM+CBDCA+Bev 

アバスチン ベバシツマブ 15 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 

21日 卵巣癌 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 4 点滴静注 1時間 d1 

Doxil＋CBDCA 
ドキシル 

リポソーム化 

ドキソルビシン  
30 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

28日 卵巣癌 

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 1時間 d1 

Doxil＋Bev アバスチン ベバシツマブ 10 mg/kg 

点滴静注 

初回 90分 

2回目 60分 

d1,15 28日 卵巣癌 



3回目以降 30分 

ドキシル 
リポソーム化 

ドキソルビシン  
40 mg/m2 点滴静注 90分 d1 

CPT-11+Bev 
アバスチン ベバシツマブ 15 mg/kg 

点滴静注 

初回 90分 

2回目 60分 

3回目以降 30分 

d1 
21日 卵巣癌 

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 点滴静注 90分 d1 

AP 
アドリアシン ドキソルビシン 60 mg/m2 点滴静注 10分 d1 

28日 子宮体癌 
ランダ シスプラチン 50 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

dd-TC(3投 0休) 
パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 

21日 卵巣癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 1時間 d1 

dd-TC(3投 1休) 
パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 

28日 

卵巣癌 

子宮体癌 

子宮頸癌 カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 1時間 d1 

Triweekly TC 
パクリタキセル パクリタキセル 180 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 

21日 

卵巣癌 

子宮体癌 

子宮頸癌 カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 1時間 d1 

Monthly TC 
パクリタキセル パクリタキセル 180 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 

28日 

卵巣癌 

子宮体癌 

子宮頸癌 カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 1時間 d1 

Weekly TP 
パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 

21日 子宮頸癌 
ランダ シスプラチン 50 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

Monthly TP 
パクリタキセル パクリタキセル 180 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 

28日 
卵巣癌 

子宮頸癌 ランダ シスプラチン 50 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

Weekly PTX＋NDP 
パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 

28日 子宮頸癌 
アクプラ ネダプラチン 80 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

Triweekly PTX＋NDP 
パクリタキセル パクリタキセル 175 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 

21日 子宮頸癌 
アクプラ ネダプラチン 80 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

Weekly DP 
ワンタキソテール ドセタキセル 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 

28日 
卵巣癌 

子宮体癌 ランダ シスプラチン 60 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

Monthly DP 
ワンタキソテール ドセタキセル 70 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

28日 
卵巣癌 

子宮体癌 ランダ シスプラチン 60 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 



Weekly DC 
ワンタキソテール ドセタキセル 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 

28日 
卵巣癌 

子宮体癌 カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 1時間 d1 

Monthly DC 
ワンタキソテール ドセタキセル 70 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

28日 

卵巣癌 

子宮体癌 

子宮頸癌 カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 1時間 d1 

CPT-11+CDDP 
トポテシン イリノテカン 60 mg/m2 点滴静注 90分 d1,8,15 

28日 
卵巣癌 

神経内分泌腫瘍 ランダ シスプラチン 60 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

CPT-11＋CBDCA 
トポテシン イリノテカン 60 mg/m2 点滴静注 90分 d1,8 

28日 子宮頸癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 1時間 d1 

CPT-11＋NDP 
トポテシン イリノテカン 50 mg/m2 点滴静注 90分 d1,8,15 

28日 子宮頸癌 
アクプラ ネダプラチン 60 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

Nogitecan＋CDDP 
ハイカムチン ノギテカン 0.75 mg/m2 点滴静注 30分 d1-5 

28日 卵巣癌 
ランダ シスプラチン 50 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

GEM＋CBDCA 
ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

28日 卵巣癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 4 点滴静注 1時間 d1 

DOC+GEM 
ワンタキソテール ドセタキセル 60 mg/m2 点滴静注 1時間 d8 

21日 子宮平滑筋肉腫 
ジェムザール ゲムシタビン 600 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8 

Doxil単剤 ドキシル 
リポソーム化 

ドキソルビシン  
50 mg/m2 点滴静注 90分 d1 28日 卵巣癌 

ADM単剤 アドリアシン ドキソルビシン 60 mg/m2 点滴静注 10分 d1 28日 子宮平滑筋肉腫 

Weekly PTX パクリタキセル パクリタキセル 60 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 28日 

卵巣癌 

子宮体癌 

子宮頸癌 

Monthly PTX パクリタキセル パクリタキセル 180 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 28日 

卵巣癌 

子宮頸癌 

子宮体癌 

triweekly PTX パクリタキセル パクリタキセル 180 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 21日 卵巣癌 

CPT-11単剤 トポテシン イリノテカン 100 mg/m2 点滴静注 90分 d1,8,15 28日 

卵巣癌 

子宮体癌 

子宮頸癌 

GEM単剤 ジェムザール ゲムシタビン 1000 mg/m2 点滴静注 30分 d1,8,15 28日 卵巣癌 

Nogitecan単剤 ハイカムチン ノギテカン 1.25 mg/m2 点滴静注 30分 d1-5 28日 卵巣癌 

CCRT(CDDP) ランダ シスプラチン 40 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 7日 子宮頸癌 



WeeklyNDP+RT アクプラ ネダプラチン 35 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 7日 子宮頸癌 

NDP単剤 アクプラ ネダプラチン 
80 mg/m2 

(max 90mg/m2) 
点滴静注 1時間 d1 28日 

卵巣癌 

子宮頸癌 

IFM+CDDP 
イホマイド イホスファミド 5000 mg/m2 点滴静注 24時間 d1 

21日 子宮頸癌 
ランダ シスプラチン 50 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

IFM イホマイド イホスファミド 1200 mg/m2 点滴静注  1時間 d1-5 28日 子宮頸癌 

BEP 

エトポシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-5 

21日 胚細胞腫瘍 ランダ シスプラチン 20 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-5 

ブレオ ブレオマイシン 30 mg/body 緩徐に静注 d2,9,16 

PVB 

エクザール ビンブラスチン 0.15 mg/kg 全開 d1,2 

28日 卵巣顆粒膜細胞腫 
ランダ シスプラチン 20 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-5 

ブレオ ブレオマイシン 30 mg/body 全開 d2 

ブレオ ブレオマイシン 15 mg/body 全開 d15 

IFM 1.5g/m2 イホマイド イホスファミド 1500 mg/m2 点滴静注  1時間 d1-5 28日 子宮平滑筋肉腫 
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絨毛性疾患 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

MEA 

メソトレキセート メトトレキサート 150 mg/body 急速静注 d1 

28日 絨毛性疾患 

メソトレキセート メトトレキサート 300 mg/body 点滴静注 4時間 d1 

エトポシド エトポシド 100 mg/body 点滴静注 1時間 d1-5 

コスメゲン アクチノマイシン D 0.5mg/body 急速静注 d1-5 

ロイコボリン ホリナート Ca 15 mg/body 急速静注 d2,3 

MTX＋CF 
メソトレキセート メトトレキサート 1 mg/kg 筋注 d1,3,5,7 

14日 
絨毛性疾患 

ロイコボリン ホリナート Ca 0.1 mg/kg 筋注 d2,4,6,8  

MTX＋actinomycinD 
メソトレキセート メトトレキサート 20 mg/body 筋注 d1-4 

14日 絨毛性疾患 
コスメゲン アクチノマイシン D 0.5mg/body 急速静注 d1-4 

MTX (50) メソトレキセート メトトレキサート 50 mg/m2 筋注 d1 7日 異所性妊娠 



(d4-7 hCG↑時再

投与) 

MTX単剤 メソトレキセート メトトレキサート 20 mg/body 筋注 d1-5 14日 
絨毛性疾患 

(限定：異所性妊娠) 

ActinomycinD コスメゲン アクチノマイシン D 0.5mg/body 静注 d1-5 14日 絨毛性疾患 
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耳鼻咽喉科 

 

頭頸部癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

FP(700/70) 
ランダ シスプラチン 70 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

28日 頭頸部癌 
5-FU 5-フルオロウラシル 700 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

CBDCA ＋5-FU 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 4 点滴静注 2時間 d1 

28日 頭頸部癌 
5-FU 5-フルオロウラシル 700 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

wPAC80+Cmab 
アービタックス セツキシマブ 

250 mg/m2 

(初回 400mg/m2) 

点滴静注 60分 

(初回 2時間) 
d1 

7日 頭頸部癌 

パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 60分 d1 

Monthly DTX(60) ワンタキソテール ドセタキセル 60 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 28日 頭頸部癌 

Cmab＋RT アービタックス セツキシマブ 
250 mg/m2 

(初回 400mg/m2) 

点滴静注 60分 

初回 2時間 
d1 7日 頭頸部癌 

Daily CDDP＋RT ランダ シスプラチン 5 mg/m2 点滴静注 2時間 

d1-5, d8-12, d15-

19, d22-26, d29-33, 

d36-40, d43-47 

49日 頭頸部癌 

weekly CDDP＋RT ランダ シスプラチン 30 mg/m2 点滴静注 2時間 d1,8,15,22,29,36,43 49日 頭頸部癌 

Monthly CDDP＋RT ランダ シスプラチン 70 mg/m2 点滴静注 2時間 d1,29 49日 頭頸部癌 

Weekly CBDCA＋RT カルボプラチン カルボプラチン AUC 1 点滴静注 2時間 d1,8,15,22,29,36,43 49日 頭頸部癌 

Weekly DTX＋RT ワンタキソテール ドセタキセル 10 mg/m2 点滴静注 2時間 d1,8,15,22,29,36,43 49日 頭頸部癌 

wPTX(100)食道・頭頸部 パクリタキセル パクリタキセル 100 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,15,22,29,36 49日 頭頸部癌 

Nivolumab 2w オプジーボ ニボルマブ 3mg/kg 点滴静注 1時間 d1 14日 頭頸部癌 
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小児科 

[ 小児 ALL ][ 小児 AML ] [ 小児 NHL ] [ その他 ] 

小児 ALL 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

ALL-B12 Ip 

プレドニン プレドニゾロン 15→30→60 mg/m2 内服 

d1 (15mg/m2) 

d2,3 (30mg/m2) 

d4-7 (60mg/m2) 

7日 小児急性リンパ性白血病 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以上 

12mg 
髄注 d1   

ALL-B12 IA2 

ダウノマイシン ダウノルビシン 30 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8 

28日 小児急性リンパ性白血病 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1,8,15,22 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
5,000 U/m2 筋注 d5,8,11,14,17,20,23,26 

プレドニン プレドニゾロン 
60→30→15→

7.5mg/m2 
内服 

d1-21 (60mg/m2) 

d22-24 (30mg/m2) 

d25-27 (15mg/m2) 

d28-30 (7.5mg/m2) 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以上 

12mg 

髄注 d5,(11,20),26   
キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 IA4 

ダウノマイシン ダウノルビシン 30 mg/m2 点滴静注 60分 d1,8,15,22 

28日 小児急性リンパ性白血病 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1,8,15,22 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
5,000 U/m2 筋注 d5,8,11,14,17,20,23,26 

プレドニン プレドニゾロン 
60→30→15→

7.5mg/m2 
内服 

d1-21 (60mg/m2) 

d22-24 (30mg/m2) 

d25-27 (15mg/m2) 

d28-30 (7.5mg/m2) 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以上 

12mg 髄注 d5,(11,20),26   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 



プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 IB 

エンドキサン シクロホスファミド 1000 mg/m2 点滴静注 60分 d1,29 

35日 小児急性リンパ性白血病 キロサイド シタラビンン 75 mg/m2 静注 d3-6,10-13,17-20,24-27 

ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2 内服 d1-28 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d10,24   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 IB+L 

エンドキサン シクロホスファミド 1000 mg/m2 点滴静注 60分 d1,29 

35日 小児急性リンパ性白血病 
ロイナーゼ 

L-アスパラギナー

ゼ 
5,000 U/m2 筋注 d3,6,10,13,17,20,24,27 

キロサイド シタラビンン 75 mg/m2 静注 d3-6,10-13,17-20,24-27 

ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2 内服 d1-28 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d10,24   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 IB+VL 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 点滴静注 d15,22 

35日 小児急性リンパ性白血病 

エンドキサン シクロホスファミド 1000 mg/m2 点滴静注 60分 d1,29 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
5,000 U/m2 筋注 d3,6,10,13,17,20,24,27 

キロサイド シタラビンン 75 mg/m2 静注 d3-6,10-13,17-20,24-27 

ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2 内服 d1-28 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d10,24   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 M2 

メソトレキセート メトトレキサート 200 mg/m2 点滴静注 0.5時間 d8, 22, 36, 50 

56日 小児急性リンパ性白血病 メソトレキセート メトトレキサート 1,800 mg/m2 点滴静注 23.5時間 d8, 22, 36, 50 

ロイケリン メルカプトプリン 25 mg/m2 内服 d1-56 



メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d8, 22, 36, 50   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 M5 

メソトレキセート メトトレキサート 500 mg/m2 点滴静注 0.5時間 d8, 22, 36, 50 

56日 小児急性リンパ性白血病 メソトレキセート メトトレキサート 4,500 mg/m2 点滴静注 23.5時間 d8, 22, 36, 50 

ロイケリン メルカプトプリン 25 mg/m2 内服 d1-56 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d8, 22, 36, 50   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 M5+L 

メソトレキセート メトトレキサート 500 mg/m2 点滴静注 0.5時間 d8, 22, 36, 50 

56日 小児急性リンパ性白血病 

メソトレキセート メトトレキサート 4,500 mg/m2 点滴静注 23.5時間 d8, 22, 36, 50 

ロイケリン メルカプトプリン 25 mg/m2 内服 d1-56 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
12,500 U/m2 筋注 d10, 24, 38, 52 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d8, 22, 36, 50   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 Ⅲ 

デカドロン 

(10歳未満) 
デキサメタゾン 10 mg/m2 内服 d1-14 

35日 

 

2コース 

小児急性リンパ性白血病 

デカドロン 

(10歳未満) 
デキサメタゾン 5-1.25 mg/m2 内服 d15-23 

デカドロン 

(10歳以上) 
デキサメタゾン 10 mg/m2 内服 d1-7,15-21 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1,8 

テラルビシン テラルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
10,000 U/m2 筋注 d1,4,8,11 

エンドキサン シクロホスファミド 500 mg/m2 点滴静注 1時間 d15 

キロサイド シタラビン 75 mg/m2 静注 d17-20,24-27 



ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2/day 経口 1日 1回眠前 d15-28 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d17,24   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 Ⅲ+L 

デカドロン 

(10歳未満) 
デキサメタゾン 10 mg/m2 内服 d1-14 

35日 

 

3コース 

小児急性リンパ性白血病 

デカドロン 

(10歳未満) 
デキサメタゾン 5-1.25 mg/m2 内服 d15-23 

デカドロン 

(10歳以上) 
デキサメタゾン 10 mg/m2 内服 d1-7,15-21 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1,8 

テラルビシン テラルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
10,000 U/m2 筋注 d1,4,8,11,15,18,22,25 

エンドキサン シクロホスファミド 500 mg/m2 点滴静注 1時間 d15 

キロサイド シタラビン 75 mg/m2 静注 d17-20,24-27 

ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2/day 経口 1日 1回眠前 d15-28 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d17,24   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 Ⅲ+VL 

デカドロン 

(10歳未満) 
デキサメタゾン 10 mg/m2 内服 d1-14 

35日 

 

3コース 

小児急性リンパ性白血病 

デカドロン 

(10歳未満) 
デキサメタゾン 5-1.25 mg/m2 内服 d15-23 

デカドロン 

(10歳以上) 
デキサメタゾン 10 mg/m2 内服 d1-7,15-21 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1,8,15,22 

テラルビシン テラルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
10,000 U/m2 筋注 d1,4,8,11,15,18,22,25 

エンドキサン シクロホスファミド 500 mg/m2 点滴静注 1時間 d15 

キロサイド シタラビン 75 mg/m2 静注 d17-20,24-27 



ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2/day 経口 1日 1回眠前 d15-28 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以上 

12mg 

髄注 d17,24   
キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 HR3 

デカドロン デキサメタゾン 20 mg/m2 内服 d1-5 

14日 小児急性リンパ性白血病 

キロサイド シタラビン 2,000 mg/m2 点滴静注 3時間 d1,2 

ベプシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 1時間 d3-5 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
25,000 U/m2 筋注 d6,11 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d5   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 HR2 

デカドロン デキサメタゾン 20 mg/m2 内服 d1-5 

14日 小児急性リンパ性白血病 

フィルデシン ビンデシン 3 mg/m2 静注 d1,6 

メソトレキセート メトトレキサート 500 mg/m2 点滴静注 0.5時間 d1 

メソトレキセート メトトレキサート 4,500 mg/m2 点滴静注 23.5時間 d1 

イホマイド イホスファミド 800 mg/m2 点滴静注 1時間 d2-4 

ダウノマイシン ダウノルビシン 30 mg/m2 点滴静注 24時間 d5 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
25,000 U/m2 筋注 d6,11 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d1   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 HR1 

デカドロン デキサメタゾン 20 mg/m2 内服 d1-5 

14日 小児急性リンパ性白血病 
オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1,6 

メソトレキセート メトトレキサート 500 mg/m2 点滴静注 0.5時間 d1 

メソトレキセート メトトレキサート 4,500 mg/m2 点滴静注 23.5時間 d1 



キロサイド シタラビン 2,000 mg/m2×2 点滴静注 3時間 d5 

エンドキサン シクロホスファミド 200 mg/m2 点滴静注 1時間 d2-4 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
25,000 U/m2 筋注 d6,11 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d1   

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

ALL-B12 IM+VD 

メソトレキセート メトトレキサート 20 mg/m2 内服 d1,8,15,22,29,36,43,50 

70日 小児急性リンパ性白血病 
ロイケリン メルカプトプリン 50 mg/m2 内服 d1-56 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1, 29 

デカドロン デキサメタゾン 6 mg/m2 内服 d1-5, 29-33 

ALL-B12 TIT 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 
髄注 d1 － 小児急性リンパ性白血病 

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

VLPA 

アドリアシン ドキソルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d8,15,22 

42日 小児急性リンパ性白血病 

オンコビン ビンクリスチン 2 mg/m2 静注 d8,15,22,29 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 2000 U/m2 筋注 
d9,11,13,16,18,20, 

23,25,27,30,32,34 

プレドニン プレドニゾロン 60→30→15mg/m2 経口または静注 

d1-28 (60 mg/m2) 

d29-31 (30 mg/m2) 

d32-35 (15 mg/m2) 

TIT (髄注)    d1 

VLPAC 

アドリアシン ドキソルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d8,15,22 

42日 小児急性リンパ性白血病 

オンコビン ビンクリスチン 2 mg/m2 静注 d8,15,22,29 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 2000 U/m2 筋注 
d9,11,13,16,18,20, 

23,25,27,30,32,34 

エンドキサン シクロホスファミド 1200 mg/m2 点滴静注 1時間 d8 

プレドニン プレドニゾロン 60→30→15mg/m2 経口または静注 

d1-28 (60 mg/m2) 

d29-31 (30 mg/m2) 

d32-35 (15 mg/m2) 



TIT (髄注)    d1 

ALL T11 
先行治療相 

メソトレキセート メトトレキサート 
1歳未満 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以上 

12mg 
髄注 d1 

7日 小児急性リンパ性白血病 

プレドニン プレドニゾロン 

15 mg/m2 

30 mg/m2 

45 mg/m2 

60 mg/m2 

経口 

d1 

d2 

d3 

d4-7 

ALL T11 IA 

デカドロン デキサメタゾン 
10歳未満 

10 mg/m2 
経口 d8-28 

35日 小児急性リンパ性白血病 

デカドロン デキサメタゾン 
10歳未満 

10 mg/m2 
経口 d29-37 

デカドロン デキサメタゾン 
10歳以上 

10 mg/m2 
経口 d8-14,22-28 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d8, 15, 22, 29 

ダウノマイシン ダイノルビシン 30 mg/m2 点滴静注 1時間 d8, 15, 22, 29 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 5000 U/m2 筋注 
d12, 15, 18, 21, 24, 27, 

30, 33 

メソトレキセート メトトレキサート 
<1歳 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳 

12mg 

髄注 
d12,33, 

(18),(27) キロサイド シタラビン 16mg 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 4mg 6mg 8mg 10mg 

ALL T11 IB 

エンドキサン シクロホスファミド 1000 mg/m2 点滴静注 1時間 d1, 29 

35日 小児急性リンパ性白血病 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 5000 U/m2 筋注 d3,6,10,13,17,20,24,27 

キロサイド シタラビン 75 mg/m2×2 静注 d3-6,10-13,17-20,24-27 

ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2/day 経口 d1-28 

メソトレキセート メトトレキサート 
<1歳 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳 

12mg 

髄注 d10, 24 キロサイド シタラビン 16mg 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 4mg 6mg 8mg 10mg 

ALL T11 M+L 

メソトレキセート メトトレキサート 500 mg/m2 点滴静注 0.5時間 d8, 22, 36, 50 

56日 T細胞性急性リンパ性白血病 

メソトレキセート メトトレキサート 4,500 mg/m2 点滴静注 23.5時間 d8, 22, 36, 50 

ロイケリン メルカプトプリン 25 mg/m2/day 経口 d 1-56 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 12,500 U/m2 筋注 d 10, 24, 38, 52 

メソトレキセート メトトレキサート 
<1歳 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳 

12mg 
髄注 d8, 22, 36, 50 



キロサイド シタラビン 16mg 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 4mg 6mg 8mg 10mg 

ALL T11 IIA+L 

デカドロン デキサメタゾン 
10歳未満 

10 mg/m2 
経口 d1-21 

35日 小児急性リンパ性白血病 

デカドロン デキサメタゾン 5-1.25 mg/m2 経口 d22-30 

デカドロン デキサメタゾン 
10歳以上 

10 mg/m2 
経口 d1-7, 15-21 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d8, 15, 22, 29 

アドリアシン アドリアマイシン 30 mg/m2 点滴静注 1時間 d8, 15, 22, 29 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 10000 U/m2 筋注 d8,11,15,18 

メソトレキセート メトトレキサート 
<1歳 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳 

12mg 

髄注 d1, 18 シタラビン シタラビン 16mg 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 4mg 6mg 8mg 10mg 

ALL T11 IIB+L 

エンドキサン シクロホスファミド 1000 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

28日 小児急性リンパ性白血病 

ロイナーゼ アスパラギナーゼ 10000 U/m2 筋注 d1,4,8,11 

シタラビン シタラビン 75 mg/m2 静注 d3-6,10-13 

ロイケリン メルカプトプリン 60 mg/m2/day 経口 d1-14 

メソトレキセート メトトレキサート 
<1歳 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳 

12mg 

髄注 d3, 10 シタラビン シタラビン 16mg 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 4mg 6mg 8mg 10mg 

ALL-R08 R1 

デカドロン デキサメタゾン 20 mg/m2 経口 1日 2-3回 d1-5 

21日 

 

4コース 

再発 ALL 

 

（初発 18歳未満、再発 20歳未

満） 

 

（成熟 B細胞性白血病、

Ph+ALL、MLL+乳児白血病を除

く） 

デカドロン デキサメタゾン 10 mg/m2 経口 1日 2-3回 d6 

ロイケリン メルカプトプリン 100 mg/m2/day 経口 1日 1回眠前 d1-5 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1,6 

メソトレキセート メトトレキサート 100 mg/m2 点滴静注 30分 d1 

メソトレキセート メトトレキサート 900 mg/m2 点滴静注 35.5時間 d1 

キロサイド シタラビン 2 g/m2×2 点滴静注 3時間 d5 

ロイナーゼ 
L-アスパラギナー

ゼ 
10,000 U/m2 点滴静注 6時間 d6 

メソトレキセート メトトレキサート 1歳 2歳 3歳 髄注 d1 



8mg 10mg 12mg 

キロサイド シタラビン 20mg 26mg 30mg 

プレドニン プレドニゾロン 6mg 8mg 10mg 

 

 

小児科へ戻る 

 
Topへ戻る 

 

小児 AML 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

*TIT (髄注) 

(AML-05) 

  
3 ヵ月未

満 
1歳未満 1歳 2歳 3歳以上  

－ 小児急性骨髄性白血病 
メソトレキセート メトトレキサート 3 mg 6 mg 8 mg 10 mg 12 mg 

髄注 キロサイド シタラビン 6 mg 15 mg 20 mg 25 mg 30 mg 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 10 mg 10 mg 15 mg 20 mg 25 mg 

IDA-FLAG 

(AML-R11(2歳以上)) 

ノイトロジン レノグラスチム 5µg/kg 点滴静注 1時間 d1-6 

28日 小児急性骨髄性白血病 

フルダラ フルダラビン 30mg/m2 点滴静注 30分 d2-6 

キロサイド シタラビン 2000mg/m2 点滴静注 3時間 d2-6 

イダマイシン イダルビシン 10mg/m2 点滴静注 1時間 d2-4 

  2歳 3歳以上   

メソトレキセート メトトレキサート 10mg 12mg 

髄注 d1 キロサイド シタラビン 25mg 30mg 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 20mg 25mg 

AVC1 (CNS1) 

(AML 9805RE) 

キロサイド シタラビン 160 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-7 

28日 小児急性骨髄性白血病 
テラルビシン ピラルビシン 40 mg/m2 点滴静注 1時間 d2,4 

オンコビン ビンクリスチン 1 mg/m2 静注 d7 

TIT － － － d1 

AVC2 キロサイド シタラビン 160 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 28日 小児急性骨髄性白血病 



(AML 9805RE) テラルビシン ピラルビシン 50 mg/m2 点滴静注 1時間 d2 

オンコビン ビンクリスチン 1 mg/m2 静注 d5 

TIT － － － d1 

VVEC 

(AML 9805RE) 

キロサイド シタラビン 1000 mg/m2×2 点滴静注 2時間 d1-4 

28日 小児急性骨髄性白血病 
エトポシド エトポシド 200 mg/m2 点滴静注 2時間 d2-4 

オンコビン ビンクリスチン 0.8 mg/m2 静注 d7 

フィルデシン ビンデシン 3 mg/m2 静注 d9 

MC 

(AML 9805RE) 

キロサイド シタラビン 160 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 
28日 小児急性骨髄性白血病 

ノバントロン ミトキサントロン 5 mg/m2 点滴静注 1時間 d2-4 

TIT (AML9805RE) 

  3 ヵ月-1歳未満 1歳 2歳 3歳以上  

－ 小児急性骨髄性白血病 
メソトレキセート メトトレキサート 5mg 8mg 10mg 12mg 

髄注 キロサイド シタラビン 10mg 20mg 30mg 40mg 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 10mg 15mg 20mg 25mg 

CET (AML-D05) 

テラルビシン ピラルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,2 

28日 
小児急性骨髄性白血病 

ダウン症 
エトポシド エトポシド 150 mg/m2 点滴静注 2時間 d3-5 

キロサイド シタラビン 100 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-7 

CT (AML-D05) 
テラルビシン ピラルビシン 25 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,2 

28日 
小児急性骨髄性白血病 

ダウン症 キロサイド シタラビン 100 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-7 

GCLAC (寛解導入) 
1-2コース 

クロファラビン エボルトラ 30 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-5 
21日 小児急性骨髄性白血病 

キロサイド シタラビン 2000 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-5 

GCLAC (寛解後) 
3コースまで 

クロファラビン エボルトラ 25 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-4 
21日 小児急性骨髄性白血病 

キロサイド シタラビン 2000 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-4 

AML-12  

ECM 

ベプシド エトポシド 150 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-5 

28日 小児急性骨髄性白血病 
キロサイド シタラビン 200 mg/m2 点滴静注 12時間 d6-12 

ノバントロン ミトキサントロン 5 mg/m2 点滴静注 1時間 d6-10 

TIT (髄注)* － － － d1 

AML-12 

HD-ECM 

ベプシド エトポシド 150 mg/m2 点滴静注 2時間 d2-6 

28日 小児急性骨髄性白血病 キロサイド シタラビン 3g/m2  X2 点滴静注 3時間 d1, 3, 5 

ノバントロン ミトキサントロン 5 mg/m2 点滴静注 1時間 d2-6  



TIT (髄注)* － － － d1 

AML-12 

HCEI 

キロサイド シタラビン 3g/m2  X2 点滴静注 3時間 d1-3 

28日 小児急性骨髄性白血病 
ベプシド エトポシド 100 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-5 

イダマイシン イダルビシン 10mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

TIT (髄注)* － － － d1 

 

小児科へ戻る 

 

Topへ戻る 

 

小児 NHL 

B-NHL 

03 P2-3 

プレドニン プレドニゾロン 30 mg/m2 経口 d1-3 

7日 小児成熟 B細胞性腫瘍 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 経口 d4-7 

オンコビン ビンクリスチン 1 mg/m2 静注 d3 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
150 mg/m2 点滴静注 15分 d4-6 

メソトレキセート メトトレキサート 
3 ヵ月未満 

3mg 

1歳未満 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳 

12mg 
髄注 d1 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 10mg 10mg 15mg 20mg 25mg 髄注 d1 

B-NHL 

03 P4 

プレドニン プレドニゾロン 30 mg/m2 経口 d1-3 

7日 小児成熟 B細胞性腫瘍 

プレドニン プレドニゾロン 60 mg/m2 経口 d4-7 

オンコビン ビンクリスチン 1 mg/m2 静注 d3 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
150 mg/m2 点滴静注 15分 d4-6 

メソトレキセート メトトレキサート 
3 ヵ月未満 

3mg 

1歳未満 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 

髄注 d1,(4) 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 10mg 10mg 15mg 20mg 25mg 髄注 d1,(4) 

キロサイド シタラビン 6mg 15mg 20mg 25mg 30mg 髄注 (d4) 

B-NHL 

03 3B 

メソトレキセート メトトレキサート 500mg/m2 点滴静注 6時間 day 1 
14日 小児成熟 B細胞性腫瘍 

キロサイド シタラビン 150mg/m2 点滴静注 24時間 day 1-5 



ベプシド エトポシド 100mg/m2 点滴静注 2時間 day 3-5 

メソトレキセート メトトレキサート 
3 ヵ月未満 

3mg 

1歳未満 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 

髄注 d1 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 10mg 10mg 15mg 20mg 25mg 髄注 d1 

キロサイド シタラビン 6mg 15mg 20mg 25mg 30mg 髄注 d1 

B-NHL 

03 4A1 

デカドロン デキサメタゾン 10mg/m2 内服 分 3 day 1-7 

14日 小児成熟 B細胞性腫瘍 

メソトレキセート メトトレキサート 5g/m2 点滴静注 24時間 day 1 

オンコビン ビンクリスチン 1.5mg/m2 静注 day 2 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
250g/m2 ×2 点滴静注 30分 day 2-4 

テラルビシン ピラルビシン 30mg/m2 点滴静注 1時間 day 3,4 

メソトレキセート メトトレキサート 
3 ヵ月未満 

3mg 

1歳未満 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 

髄注 d1,(5),8 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 10mg 10mg 15mg 20mg 25mg 髄注 d1,(5),8 

キロサイド シタラビン 6mg 15mg 20mg 25mg 30mg 髄注 d1,(5),8 

B-NHL 

03 4A2 

デカドロン デキサメタゾン 10mg/m2 内服 分 3 day 1-7 

14日 小児成熟 B細胞性腫瘍 

メソトレキセート メトトレキサート 5g/m2 点滴静注 24時間 day 1 

オンコビン ビンクリスチン 1.5mg/m2 静注 day 2 

エンドキサン 
シクロホスファミ

ド 
1g/m2 点滴静注 1時間 day 4,5 

テラルビシン ピラルビシン 30mg/m2 点滴静注 1時間 day 4,5 

メソトレキセート メトトレキサート 
3 ヵ月未満 

3mg 

1歳未満 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 

髄注 d1,8 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 10mg 10mg 15mg 20mg 25mg 髄注 d1,8 

キロサイド シタラビン 6mg 15mg 20mg 25mg 30mg 髄注 d1,8 

B-NHL 

03 4B 

デカドロン デキサメタゾン 10mg/m2 1日 3回 内服 day 1-5 

14日 

 

2コース 

小児成熟 B細胞性腫瘍 
キロサイド シタラビン 2g/m2×2回 点滴静注 3時間 day 2-4 

ベプシド エトポシド 150mg/m2 点滴静注 2時間 day 2-5 

オンコビン ビンクリスチン 1.5mg/m2 静注 day 1 



メソトレキセート メトトレキサート 
3 ヵ月未満 

3mg 

1歳未満 

6mg 

1歳 

8mg 

2歳 

10mg 

3歳以

上 

12mg 

髄注 d1,8 

ハイドロコートン ヒドロコルチゾン 10mg 10mg 15mg 20mg 25mg 髄注 d1,8 

キロサイド シタラビン 6mg 15mg 20mg 25mg 30mg 髄注 d8 

 

小児科へ戻る 

 

Topへ戻る 

 

その他 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

2-CdA ロイスタチン クラドリビン 5 mg/m2 
点滴静注 24時

間 
d1-5 28日 再発ランゲルハンス細胞組織球症 

MEC 

アルケラン メルファラン 100 mg/m2 
点滴静注 1時

間 
d-9,-8 

10日 
小児神経芽腫 

強化療法 
ベプシド エトポシド 200 mg/m2 

点滴静注 2時

間 
d-7,-6,-5,-4 

カルボプラチン カルボプラチン 400 mg/m2 
点滴静注 22時

間 
d-7,-6,-5,-4 

regimen 98new A1 

エンドキサン シクロホスファミド 
1200 

mg/m2 

点滴静注 1時

間 
d1 

28日 Ⅲ期神経芽腫 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1 

テラルビシン ピラルビシン 40 mg/m2 
点滴静注 1時

間 
d3 

ランダ シスプラチン 18 mg/m2 
点滴静注 24時

間 
d1-5 

regimenA 

エンドキサン シクロホスファミド 
1200 

mg/m2 

点滴静注 1時

間 
d1,2 

28日 Ⅳ期神経芽腫 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1 

テラルビシン ピラルビシン 40 mg/m2 
点滴静注 1時

間 
d3 

ランダ シスプラチン 25 mg/m2 
点滴静注 24時

間 
d1-5 

regimenB イホマイド イホスファミド 
3000 

mg/m2 

点滴静注 1時

間 
d1-3 28日 Ⅳ期神経芽腫 



エトポシド エトポシド 150 mg/m2 
点滴静注 3時

間 
d1-3 

カルボプラチン カルボプラチン 500 mg/m2 
点滴静注 3時

間 
d4 

RegimenB-① 

OS-94 

イホマイド イホスファミド 3000mg/m2 
点滴静注 6時

間 
d1-4 

28日 骨肉腫 

エトポシド エトポシド 100mg/m2 
点滴静注 1時

間 
d1-4 

RegimenB-② 

OS-94 

ランダ シスプラチン 120 mg/m2 
点滴静注 6時

間 
d1 

21日 骨肉腫 

アドリアシン ドキソルビシン 30 mg/m2 
点滴静注 1時

間 
d2-3 

術前 HD-MTX 

OS-94 

メソトレキセー

ト 
メトトレキサート 12g/m2 

点滴静注 6時

間 
d1 7日 骨肉腫 

AP block  
JCOG 0905 

ランダ シスプラチン 120 mg/m2 
点滴静注 6時

間 
d1 

21日 骨肉腫 
アドリアシン ドキソルビシン 30 mg/m2 

点滴静注 1時

間 
d1-2 

M block  
JCOG 0905 

メソトレキセー

ト 
メトトレキサート 

12g/m2(19

歳以下) 

10g/m2(20

歳以上) 

点滴静注 6時

間 
d1 7日 骨肉腫 

IF block  
JCOG 0905 イホマイド イホスファミド 3000mg/m2 

点滴静注 6時

間 
d1-5 21日 骨肉腫 

EE-4A 

コスメゲン アクチノマイシン D 
0.045 

mg/kg 
静注 d1,22,43,64,85,106,127 

127日 Wilms腫瘍 オンコビン ビンクリスチン 0.05 mg/kg 静注 d8,15,22,29,36,43,50,57,64,71 

オンコビン ビンクリスチン 
0.067 

mg/kg 
静注 d85,106,127 

テモダール単独 テモダール テモゾロミド 

(1クール

目) 

150 mg/m2  

(2クール目

～) 

200 mg/m2 

点滴静注 90分 d1-5 28日 悪性神経膠腫 

RMS low A VAC  
JRS-1 LRA0401 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 
day1,8,15,22,29,36,43,50,57,85, 
92,99,106,113,120,127,134,141 

161日 
横紋筋肉腫 

(低リスク A群) 
コスメゲン アクチノマイシン D 

0.045 

mg/kg 
静注 day1 ,22,43,64,85,106,127,148 

エンドキサン シクロホスファミド 
1200 

mg/m2 
点滴静注 30分 day1 ,22,43,64,85,106,127,148 

RMS low B VAC   1歳未満 1歳以上 3歳以上  21日 横紋筋肉腫 



JRS-1 LRB0402  3歳未満 (低リスク B群) 

オンコビン ビンクリスチン 
0.025 

mg/Kg 
0.05 mg/Kg 1.5 mg/m2 

静注(1

分以上) 
day1,8,15 

コスメゲン アクチノマイシン D 
0.025 

mg/kg 

0.045 

mg/Kg 

0.045 

mg/Kg 

静注(1

分前後) 
day1 

エンドキサン シクロホスファミド 36 mg/Kg 73 mg/Kg 2.2 g/m2 
点滴静注

30分 
day1 

RMS iVAC  
JRS-1 IR0401  

 1歳未満 
1歳以上 

3歳未満 
3歳以上  

21日 

(9コース) 

横紋筋肉腫 

(中間リスク群) 

オンコビン ビンクリスチン 
0.025 

mg/Kg 
0.05 mg/Kg 1.5 mg/m2 

静注(1

分以上) 
day1,8,15 

コスメゲン アクチノマイシン D 
0.025 

mg/kg 

0.045 

mg/Kg 

0.045 

mg/Kg 

静注(1

分前後) 
day1 

エンドキサン シクロホスファミド 36 mg/Kg 73 mg/Kg 2.2 g/m2 
点滴静注

30分 
day1 

HSI 
(Head Start 

Induction) 

ランダ シスプラチン 3.5 mg/kg 
点滴静注 3時

間 
d1 

28日 非定型奇形腫様／ラブドイド腫瘍 

ベプシド エトポシド 
4 mg/kg×

2 

点滴静注 3時

間 
d2,3 

エンドキサン シクロホスファミド 65 mg/kg 
点滴静注 1時

間 
d2,3 

メソトレキセー

ト 
メトトレキサート 400 mg/kg 

点滴静注 4-6

時間 
d4 

オンコビン ビンクリスチン 0.05 mg/kg 静注 d1,8,15 

R-ICE 

リツキサン リツキシマブ 375 mg/m2 点滴静注 d1,3 

21日 CD20陽性非ホジキンリンパ腫 

イホマイド イホスファミド 900 mg/m2 
点滴静注 2時

間 
d3-5 

ベプシド エトポシド 60 mg/m2 
点滴静注 1時

間 
d3-5 

カルボプラチン カルボプラチン 635mg/m2 
点滴静注 1時

間 
d3 

ICE 

ランダ シスプラチン 20 mg/m2 
点滴静注 2時

間 
d1-5 

28日 小児脳腫瘍 イホマイド イホスファミド 900 mg/m2 
点滴静注 2時

間 
d1-5 

ベプシド エトポシド 60 mg/m2 
点滴静注 2時

間 
d1-5 

ICE(再発難治肉腫) カルボプラチン カルボプラチン 400 mg/m2 
点滴静注 2時

間 
d1,2 21日 小児 再発難治肉腫 



イホマイド イホスファミド 
1800 

mg/m2 

点滴静注 2時

間 
d1-5 

ベプシド エトポシド 100 mg/m2 
点滴静注 2時

間 
d1-5 

Topo + L-PAM + 

CY 

エンドキサン シクロホスファミド 
1000 

mg/m2 
点滴静注 2時

間 
d1-3 

 小児固形腫瘍、脳腫瘍の移植前

処置 アルケラン メルファラン 70 mg/m2 点滴静注 30分 d4,5 

ハイカムチン トポテカン 3.5 mg/m2 点滴静注 30分 d1-5 

Topotecan 髄注 ハイカムチン トポテカン 
0.4 

mg/body 
髄腔内注入 30

分 
週 2回を 4週間  悪性腫瘍に伴う髄膜炎 

IVCY (小児) エンドキサン シクロホスファミド 500 mg/m2 
点滴静注 2時

間 
d1 28日 治療抵抗性ﾘｳﾏﾁ性疾患 

VDC 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1 

21日 
Ewing 肉腫ファミリー腫瘍 

(VDC/IE；ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認要) 
アドリアシン ドキソルビシン 37.5 mg/m2 

点滴静注 24時

間 
d1,2 

エンドキサン シクロホスファミド 
1200 

mg/m2 
点滴静注 1時

間 
d1 

IE 
イホマイド イホスファミド 

1800 

mg/m2 

点滴静注 1時

間 
d1-5 

21日 
Ewing 肉腫ファミリー腫瘍 

(VDC/IE；ｽｹｼﾞｭｰﾙ確認要) 
ベプシド エトポシド 100 mg/m2 

点滴静注 2時

間 
d1-5 

VC 
4コース 

オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1 

21日 Ewing 肉腫 VC 
エンドキサン シクロホスファミド 

1200 

mg/m2 
点滴静注 1時

間 
d1 

weekly VCR  オンコビン ビンクリスチン 1.5 mg/m2 静注 d1 7日 髄芽腫 

 

小児科へ戻る 

 
Topへ戻る 

 

歯科口腔外科 

 

口腔癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

FP(CDDP+5-FU)+Cmab ランダ シスプラチン 100mg/m2 点滴静注 1時間 d1 21日 頭頸部癌 



5-FU 5-フルオロウラシル 1000 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-4 

アービタックス セツキシマブ 
250 mg/m2 

(初回 400mg/m2) 

点滴静注 60分 

(初回 2時間) 
d1,8,15 

CDGP＋5-FU 
アクプラ ネダプラチン 80 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

28日 口腔癌 
5-FU 5-フルオロウラシル 1000 mg/m2 点滴静注 24時間 d1-5 

DTX＋CDGP 
ワンタキソテール ドセタキセル 60 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

28日 口腔癌 
アクプラ ネダプラチン 100 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

4w RT+DTX＋CDGP動注 

ワンタキソテール ドセタキセル 20 mg/m2 動注 d1,8,15,22 

28日 口腔癌 
アクプラ ネダプラチン 5 mg/m2 動注 

d2-5,d9-12,d16-

19,d23-26 

wPAC80+Cmab 
アービタックス セツキシマブ 

250 mg/m2 

(初回 400mg/m2) 

点滴静注 60分 

(初回 2時間) 
d1 

7日 頭頸部癌 

パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 

Nivolumab 2w オプジーボ ニボルマブ 3mg/kg 点滴静注 1時間 d1 14日 頭頸部癌 

 

Topへ戻る 

 

腎臓・リウマチ・膠原病内科 

 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

IVCY (ELNT) エンドキサン シクロホスファミド 500 mg/body 点滴静注 2hr d1 14日 

難治性リウマチ性疾患(SLE,全身性血

管炎、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮

症、混合性結合組織病など) 

RXM(小児 NS) リツキサン リツキシマブ 
375 mg/m2 

Max 500mg/body 

点滴静注 4～

8hr 
d1,8,15,22 28日 

難治性ネフローゼ症候群(小児期

発症) 

 

Topへ戻る 
 

整形外科 

 

骨軟部肉腫 



レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

IFM+DXR 
アドリアシン ドキソルビシン 30 mg/m2 点滴静注 2時間 d1,2 

21日 骨軟部肉腫 
イホマイド イホスファミド 2 g/m2 点滴静注 4時間 d1-5 

HAL ハラヴェン エリブリン 1.4 mg/m2 点滴静注 5分 d1,8 21日 悪性軟部腫瘍 

Trabectedin ヨンデリス トラベクテジン 1.2 mg/m2 点滴静注 24時間 d1 21日 進行悪性軟部腫瘍 

CDDP＋DXR 
アドリアシン ドキソルビシン 35 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,2 

21日 骨軟部肉腫 
ランダ シスプラチン 100 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 

IFM＋VP 
ベプシド エトポシド 50 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-4 

21日 骨軟部肉腫 
イホマイド イホスファミド 2.5 g/m2 点滴静注 3時間 d1-4 

CBDCA単剤 カルボプラチン カルボプラチン 400 mg/m2 点滴静注 2時間 d1 21日 骨軟部肉腫 

HD-MTX メソトレキセート メトトレキサート 8 g/m2 点滴静注 4時間 d1 14日 骨肉腫 

 

Topへ戻る 

 

皮膚科 

 

乳房外パジェット病 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

DTX(70) monthly ワンタキソテール ドセタキセル 70 mg/m2 点滴静注 1時間 d1 28日 乳房外 Paget病 

DTX(30) weekly ワンタキソテール ドセタキセル 30 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 28日 乳房外 Paget病 

FECOM (I) 

5-FU 5-フルオロウラシル 350 mg/m2 点滴静注 4時間 d2-6 

28-35日 乳房外 Paget病 

ファルモルビシン エピルビシン 40 mg/m2 静注 5分 d1 

カルボプラチン カルボプラチン 300 mg/m2 点滴静注 4時間 d2 

オンコビン ビンクリスチン 0.7 mg/m2 静注 5分 d1 

マイトマイシン マイトマイシン C 3.5 mg/m2 静注 5分 d1 

Low doae FP (650/5) 
ランダ シスプラチン 5 mg/m2 点滴静注 8時間 d1-5 

14-28日 乳房外 Paget病 
5-FU 5-フルオロウラシル 650 mg/m2 点滴静注 8時間 d1-5 

 

悪性黒色腫 



レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

Nivolumab(3mg/kg q2w)  オプジーボ ニボルマブ 3 mg/kg 点滴静注 1時間 d1 14日 悪性黒色腫 

Nivolumab(3W)  オプジーボ ニボルマブ 2 mg/kg 点滴静注 1時間 d1 21日 悪性黒色腫 

Pembrolizumab(3W)  キイトルーダ ペンブロリズマブ 2 mg/kg 点滴静注 30分 d1 21日 悪性黒色腫 

Ipilimumab(3W)  ヤーボイ イピリムマブ 3 mg/kg 点滴静注 1時間 d1 21日 悪性黒色腫 

DAV-Feron 

ダカルバジン ダカルバジン 80-140 mg/m2 急速静注 5分 d1-5 

28日 悪性黒色腫 
ニドラン ニムスチン 50-80 mg/m2 急速静注 5分 d1 

オンコビン ビンクリスチン 0.5-0.8 mg/m2 急速静注 5分 d1 

フェロン インターフェロンβ 300万 IU 皮下注 d1-5 

DAC-Tam (3分割) 

ダカルバジン ダカルバジン 220 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-3 

28日 悪性黒色腫 
ニドラン ニムスチン 60 mg/m2 急速静注 5分 d1 

ランダ シスプラチン 25 mg/m2 点滴静注 4時間 d1 

タモキシフェン タモキシフェン 20 mg/day 1日 1～2回 d1-28 

DITC単剤 ダカルバジン ダカルバジン 250 mg/m2 点滴静注 1時間 d1-5 28日 悪性黒色腫 

フェロン単剤 フェロン インターフェロンβ 300万 IU 皮下注 d1-5 or 10 28日 悪性黒色腫 

 

有棘細胞癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

C’A’ 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 点滴静注 4時間 d1 

28日 有棘細胞癌 
ファルモルビシン エピルビシン 30-60 mg/m2 急速静注 5分 d2 

CA(3) 
ランダ シスプラチン 20-30 mg/m2 点滴静注 3時間 d1-3 

28日 有棘細胞癌 
アドリアシン ドキソルビシン 20-30 mg/m2 点滴静注 30分 d1 

PEP ペプレオ ペプロマイシン 

5mg/body/日 

(2.5 mg/body×2 

朝夕) 

筋注 d1-5 7日 有棘細胞癌 

 

血管肉腫 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

IL-2 イムネース インターロイキン 2 40-70万 IU 皮下注 d1-5 7日 血管肉腫 

weekly PTX(80)  パクリタキセル パクリタキセル 80 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 28日 血管肉腫 



monthly PTX(180-200)  パクリタキセル パクリタキセル 180-200 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 28日 血管肉腫 

weekly DTX(30)  ワンタキソテール ドセタキセル 30 mg/m2 点滴静注 1時間 d1,8,15 28日 血管肉腫 

HAL ハラヴェン エリブリン 1.4mg/m2 点滴静注 5分 d1,8 21日 悪性軟部肉腫 

 

その他 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

イムノマックス-γ イムノマックス-γ 
インターフェロン  

ガンマ 1a 
200-400IU 点滴静注 1時間 d1 7日 

菌状息肉症、 

セザリー症候群 
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脳神経外科 

 

レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

TMZ+Bev+RT 

テモダール テモゾロミド 75 mg/m2 内服 1日 1回 d1-42 

6週 悪性神経膠腫 
アバスチン ベバシズマブ 10 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1,15,29,42 

RT  2Gy  

d1-5,d8-13, 

d15-19,d22-26, 

d29-33,d36-40 

TMZ+Bev 

テモダール テモゾロミド 150 mg/m2 内服 1日 1回 d1-5 

28日 悪性神経膠腫 
アバスチン ベバシズマブ 10 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1,15 

Bev(3w) アバスチン ベバシズマブ 15 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 21日 悪性神経膠腫 

Bev(2w) アバスチン ベバシズマブ 10 mg/kg 

点滴静注 30分 

(初回 90分) 

(2回目 60分) 

d1 14日 再発悪性神経膠腫 

PAV+RT 

塩酸プロカルバジ

ン 

塩酸プロカルバジ

ン 
90 mg/m2 内服 1日 1回 d1-14 

42日 脳腫瘍 

ニドラン ニムスチン 80 mg/m2 静注 5分以上 d1 



オンコビン ビンクリスチン 0.5 mg/m2 静注 5分以上 d1 

ICE(脳腫瘍) 

ランダ シスプラチン 20 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-5 

28日 脳腫瘍 イホマイド イホスファミド 900 mg/m2 点滴静注 2時間 d1-5 

ベプシド エトポシド 60mg/m2 点滴静注 2時間 d1-5 
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放射線科 

 

レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

CDDP肝動注 アイエーコール シスプラチン 65mg/m2 肝動脈注入 d1 21日－42日 肝臓癌 

EPIR肝動脈化学塞栓術 ファルモルビシン エピルビシン 30mg/body 肝動脈注入 d1 
肝予備能が

回復するまで 
肝臓癌 

MPT肝動脈化学塞栓術 ミリプラ ミリプラチン 70mg/body 肝動脈注入 d1 28日 肝臓癌 
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眼科 

 

レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

眼内MTX メソトレキセート メトトレキサート 

400µg/body (寛解導

入、地固め) 

100µg/body (維持) 

硝子体注入 

週 2回×4週(寛解導入) 

週 1回×4週(地固め) 

月 1回×12回(維持) 

－ 眼内リンパ腫 
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共通 

 

原発不明癌 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

CBDCA+3wPTX 
パクリタキセル パクリタキセル 200 mg/m2 点滴静注 3時間 d1 

21日 原発不明癌 
カルボプラチン カルボプラチン AUC 6 点滴静注 1時間 d1 

 

 

肝動注 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

MMC肝動注 マイトマイシン マイトマイシン C 2-10 mg/body 肝動注  d1 7 
肝癌・ 

転移性肝癌 

 

その他 
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1 クール 適用 

レミケード レミケード インフリキシマブ 3-10 mg/kg 点滴静注 1-2時間 d1 2週-8週 

関節リウマチ 

クローン病 

潰瘍性大腸炎 

ベーチェット病による難治性網

膜ぶどう膜炎 

乾癬 

強直性脊椎炎 

インフリキシマブ 
インフリキシマ

ブ 
インフリキシマブ 3-10 mg/kg 点滴静注 1-2時間 d1 2週-8週 

関節リウマチ 

クローン病 

潰瘍性大腸炎 

オレンシア オレンシア アバタセプト 500-1000 mg 点滴静注 30分 d1 2週-4週 関節リウマチ 

アクテムラ アクテムラ トシリズマブ 8 mg/kg 点滴静注 1時間 d1 2週-4週 

関節リウマチ 

若年性特発性関節炎 

全身型若年性特発性関節炎 

キャッスルマン病 
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