
2020年7月以降新規追加レジメン

診療科ｺｰﾄﾞ レジメン名称 薬品名称 数量 単位名称 投与日 休薬期間

ドキソルビシン塩酸塩注射液 50 ｍｇ/㎡ day1

アドセトリス点滴静注用　５０ｍｇ 1.8 ｍｇ/㎏ day1

エンドキサン注 ５００ｍｇ 750 ｍｇ/㎡ day1

プレドニン錠 50 ｍｇ/㎡ day1~5

シタラビン点滴静注液 500 ｍｇ/㎡ day1,2,3

トレアキシン点滴静注用 70 ｍｇ/㎡ day1,2

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 25 ｍｇ/㎡ day1,2

ノバントロン注 ２０ｍｇ/１０ｍＬ 8 ｍｇ/㎡ day3

トレアキシン点滴静注用 90 ｍｇ/㎡ day2,3

ポライビー点滴静注用 1.8 ｍｇ/㎏ day2

リツキシマブBS点滴静注 375 ｍｇ/㎡ day1

トレアキシン点滴静注用 90 ｍｇ/㎡ day1,2

ポライビー点滴静注用 1.8 ｍｇ/㎏ day1

リツキシマブBS点滴静注 375 ｍｇ/㎡ day1

CPT-11単剤★ イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 ｍｇ/㎡ day1,2,3,8,9,10,15,16,17 21

メソトレキセート注 15 ｍｇ day1

デキサート注 3.3 mg day1

シタラビン点滴静注液 2000 ｍｇ/㎡ day1,2,3,4

デキサート注 １．６５ｍｇ/０．５ｍL 3.3 ｍｇ day1

ノバントロン注 ２０ｍｇ/１０ｍＬ 10 ｍｇ/㎡ day2,3

ロイナーゼ注 １００００単位 1 万U/㎡ day5

メソトレキセート注(大量) 300 ｍｇ/㎡ day1,15

メソトレキセート注(大量) 2700 ｍｇ/㎡ day1,15

オンコビン注 １ｍｇ 1.3 ｍｇ/㎡ day1,15

デキサート注 １．６５ｍｇ/０．５ｍL 3.3 ｍｇ day1,15

ロイナーゼ注 １００００単位 1 万U/㎡ day2,16

エンドキサン注 ５００ｍｇ 1000 ｍｇ/㎡ day1

オンコビン注 １ｍｇ 1.3 ｍｇ/㎡ day1,8,15,22

ダウノマイシン静注用 ２０ｍｇ 50 ｍｇ/㎡ day1,2,3

ロイナーゼ注 １００００単位 0.3 万U/㎡ day9,11,13,16,18,20

シタラビン点滴静注液 1500 ｍｇ/㎡ day1,2,3,4

デキサート注 １．６５ｍｇ/０．５ｍL 3.3 ｍｇ day1

150 ｍｇ/㎡ day1,15

1350 ｍｇ/㎡ day1,15

オンコビン注 １ｍｇ 1.3 ｍｇ/㎡ day1,15

エンドキサン注 ５００ｍｇ 500 ｍｇ/㎡ day1

オンコビン注 １ｍｇ 1.3 ｍｇ/㎡ day1

ダウノマイシン静注用 ２０ｍｇ 50 ｍｇ/㎡ day1

シタラビン点滴静注液 1500 ｍｇ/㎡ day1,2,3,4

メソトレキセート注 15 ｍｇ day1

デキサート注 １．６５ｍｇ/０．５ｍL 3.3 ｍｇ day1

150 ｍｇ/㎡ day1,15

1350 ｍｇ/㎡ day1,15

オンコビン注 １ｍｇ 1.3 ｍｇ/㎡ day1,15

エンドキサン注 ５００ｍｇ 500 ｍｇ/㎡ day1

オンコビン注 １ｍｇ 1.3 ｍｇ/㎡ day1

ダウノマイシン静注用 ２０ｍｇ 50 ｍｇ/㎡ day1

9 μｇ day1,2,3,4,5,6,7

28 μｇ day8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28

ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ45kg以上寛解導入(2ｺｰｽ目）地固め（最大3ｺ-ｽ) ビーリンサイト点滴静注用35μg 28 μｇ day1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 42

ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ45kg以上、維持療法（最大4ｺ-ｽ) ビーリンサイト点滴静注用35μg 28 μｇ day1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 84

5 μｇ/㎡ day1,2,3,4,5,6,7

15 μｇ/㎡ day8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28

ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ45kg未満寛解導入(2ｺｰｽ目）地固め（最大3ｺ-ｽ) ビーリンサイト点滴静注用35μg 15 μｇ/㎡ day1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 42

更新日2022/2/1

BR+ポライビー（2コース目以降　合計6コースまで） 21

ALL

Ph-ALL　B-1　地固め　(16-35歳) 28

Ph-ALL　C-1　地固め　(16-35歳) 28

Ph-ALL2019　寛解導入(A-1) 地固め(A-2)  (36-55歳) 28

Ph+　MRD　陰性　D-B1　地固め　(56-65歳)★

悪性リンパ腫

A+CHP療法★

BAC療法 28

CMD療法★ 21

BR+ポライビー（1コース目） 21

MTX+DEX（髄注）★ 1

21

Ph+　MRD　陽性　P-B1　地固め　(56-65歳)★ 21

Ph+　MRD　陽性　P-C1　地固め　(56-65歳)★
メソトレキセート注(大量)

28

Ph+　MRD　陽性　P-D　地固め　(56-65歳)★ 28

21

Ph+　MRD　陰性　D-C1　地固め　(56-65歳)★
メソトレキセート注(大量)

28

Ph+　MRD　陰性　D-D　地固め　(56-65歳)★ 28

ビーリンサイト　45kg以上（1コース目） ビーリンサイト点滴静注用35μg 42

ビーリンサイト　45kg未満（1コース目） ビーリンサイト点滴静注用35μg 42

血液内科・輸血科



ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ45kg未満、維持療法（最大4ｺ-ｽ) ビーリンサイト点滴静注用35μg 15 μｇ/㎡ day1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 84

18 μｇ day1,3,5,7

28 μｇ day8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28

ALL

ビーリンサイト 45kg以上1コース目(day1-7隔日投与) ビーリンサイト点滴静注用35μg 42

血液内科・輸血科



20 ｍｇ/㎡ day1,2

56 ｍｇ/㎡ day8,9,15,16

8 ｍｇ/㎏ day1,2

16 ｍｇ/㎏ day8,15,22

デキサート注 16.5 ｍｇ day1,2,8,9,15,16,22（※day22は33mg）

カイプロリス点滴静注用 56 ｍｇ/㎡ day1,2,8,9,15,16

ダラザレックス点滴静注 16 ｍｇ/㎏ day1,8,15,22

デキサート注 16.5 mg day1,2,8,9,15,16,22（※day22は33mg）

サークリサ点滴静注 10 ｍｇ/㎏ day1,8,15,22

ポマリストカプセル 4 ｍｇ day1~21

デキサート注 33 mg day1,8,15,22

サークリサ点滴静注 10 ｍｇ/㎏ day1,15

ポマリストカプセル 4 mg day1~21

デキサート注 33 mg day1,15

レナデックス錠 33 mg day8,22

20 ｍｇ/㎡ day1

70 ｍｇ/㎡ day8,15

デキサート注 ６．６ｍｇ/２ｍＬ 33 ｍｇ day1,8,15,22

カイプロリス点滴静注用 70 ｍｇ/㎡ day1,8,15

デキサート注 ６．６ｍｇ/２ｍＬ 33 ｍｇ day1,8,15,22

カイプロリス点滴静注用 70 ｍｇ/㎡ day1,8,15

デキサート注 ６．６ｍｇ/２ｍＬ 33 ｍｇ day1,8,15

ダラキューロ配合皮下注 15mL 15 ｍＬ day1,8,15

ベルケイド注射用 ３ｍｇ 1.3 ｍｇ/㎡ day1,4,8,11

デキサート注 16.5 mg day1,8,15

レナデックス錠 16.5 mg day2,4,5,9,11,12

ブスルフェクス点滴静注用 ６０ｍｇ/１０ｍＬ 3.2 ｍｇ/㎏ day1,2,3,4

リサイオ点滴静注液 100mg/2.5mL 5 ｍｇ/㎏ day5,6

成人ランゲルハンス

細胞組織球症
Special C エクザール注 １０ｍｇ 6 ｍｇ/㎡ day1 28

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 150 ｍｇ/㎡ day1

サイラムザ点滴静注液 8 ｍｇ/㎏ day1

400 ｍｇ/㎡ day1

2400 ｍｇ/㎡ day1

レボホリナート点滴静注用 200 ｍｇ/㎡ day1

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 150 ｍｇ/㎡ day1

ザルトラップ点滴静注 4 ｍｇ/㎏ day1

400 ｍｇ/㎡ day1

2400 ｍｇ/㎡ day1

レボホリナート点滴静注用 200 ｍｇ/㎡ day1

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 150 ｍｇ/㎡ day1

エルプラット点滴静注液 85 ｍｇ/㎡ day1

フルオロウラシル注 2400 ｍｇ/㎡ day1

レボホリナート点滴静注用 200 ｍｇ/㎡ day1

アトロピン硫酸塩注 ０．５ｍｇ/１ｍＬ 0.5 ｍｇ day1

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 125 ｍｇ/㎡ day1,15

S-1

体表面積

＜1.25㎡未満　80

1.25㎡～1.5㎡　100

1.5㎡以上　120

ｍｇ/day day1~14、分2

アバスチン点滴静注用 5 ｍｇ/㎏ day1,15

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 ｍｇ/㎡ day1,15

S-1

体表面積

＜1.25㎡未満　80

1.25㎡～1.5㎡　100

1.5㎡以上　120

ｍｇ/day day1夕~15朝　分2

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 150 ｍｇ/㎡ day1

28

Kd療法（週1回）1ｺｰｽ目★
カイプロリス点滴静注用

28

Kd療法（週1回）2～9ｺｰｽ目★ 28

MM

DKd(ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ+ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ、1ｺｰｽ目)

カイプロリス点滴静注用

28
ダラザレックス点滴静注

DKd(ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ+ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ、2ｺｰｽ目) 28

IPｄ療法（ｻｰｸﾘｻ+ﾎﾟﾏﾘｽﾄ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ　1ｺｰｽ目） 28

IPｄ療法（ｻｰｸﾘｻ+ﾎﾟﾏﾘｽﾄ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ　2ｺｰｽ目以降）

腫瘍内科

大腸癌

FOLFIRI＋RAM併用療法★ 14
フルオロウラシル注

Kd療法（週1回） 10ｺｰｽ目以降★ 28

DBｄ(ﾀﾞﾗｷｭｰﾛ+ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ+ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ、1-3ｺｰｽ） 21

移植 ivBU-thiotepa 6

血液内科・輸血科

11)IRIS★ 28

IRIS＋ｱﾊﾞｽﾁﾝ併用療法★ 28

ｲﾘﾉﾃｶﾝ＋ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ併用療法★ 13

FOLFIRI+Aflibercept療法★ 14
フルオロウラシル注

mFOLFOXIRI★ 14



ベクティビックス点滴静注 6 ｍｇ/㎏ day1

腫瘍内科

大腸癌

ｲﾘﾉﾃｶﾝ＋ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ併用療法★ 13



アービタックス注 １００ｍｇ/２０ｍＬ 250 ｍｇ/㎡ day1

ビラフトビカプセル 300 ｍｇ/day

メクトビ錠 70 ｍｇ/day

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 150 ｍｇ/㎡ day1,15,29

アービタックス注 １００ｍｇ/２０ｍＬ 250 ｍｇ/㎡ day1,8,15,22,29,36,43

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 70 ｍｇ/㎡ day1,15

シスプラチン点滴静注 30 ｍｇ/㎡ day1,15

トラスツズマブ　デルクステカン（胃がん） エンハーツ点滴静注用　１００ｍｇ 6.4 ｍｇ/㎏ day1 21

オプジーボ単剤（480mg　4週間隔） オプジーボ点滴静注 480 ｍｇ day1 28

エルプラット点滴静注液 85 ｍｇ/㎡ day1

トラスツズマブＢＳ点滴静注用 4 ｍｇ/㎏ day1

400 ｍｇ/㎡ day1

2400 ｍｇ/㎡ day1

レボホリナート点滴静注用 200 ｍｇ/㎡ day1

エルプラット点滴静注液 130 ｍｇ/㎡ day1

アービタックス注 １００ｍｇ/２０ｍＬ 250 ｍｇ/㎡ day1,8,15

S-1

体表面積

＜1.25㎡未満　80

1.25㎡～1.5㎡　100

1.5㎡以上　120

ｍｇ/day day1夕~15朝　分2　 21

フルオロウラシル注 2400 ｍｇ/㎡ day1

レボホリナート点滴静注用 200 ｍｇ/㎡ day1

オニバイド点滴静注　４３ｍｇ/１０ｍＬ 70 ｍｇ/㎡ day1

シスプラチン点滴静注｢マルコ｣ １０ｍｇ/２０ｍＬ 25 ｍｇ/㎡ day1,8

ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」　１ｇ 1000 ｍｇ/㎡ day1,8

S-1

体表面積

＜1.25㎡未満　80

1.25㎡～1.5㎡　100

1.5㎡以上　120

ｍｇ/day day1~7　分2（1投1休）　

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 ｍｇ/㎡ day1,8

ゲムシタビン点滴静注用 1000 ｍｇ/㎡ day1,8

キイトルーダ点滴静注 200 ｍｇ day1

シスプラチン点滴静注 100 ｍｇ/㎡ day1

フルオロウラシル注 4000 ｍｇ/㎡ day1

キイトルーダ単剤（400mg 6週間隔） キイトルーダ点滴静注 400 ｍｇ day1 42

アリムタ注射用 500 ｍｇ/㎡ day1,22

オプジーボ点滴静注 360 ｍｇ day1,22

カルボプラチン点滴静注液 0 ｍｇ/A day1,22

ヤーボイ点滴静注液　５０ｍｇ/１０ｍＬ 1 ｍｇ/㎏ day1

オプジーボ点滴静注 360 ｍｇ day1,22

カルボプラチン点滴静注液 AUC 5 ｍｇ/A day1,22

パクリタキセル注 200 ｍｇ/㎡ day1,22

ヤーボイ点滴静注液　５０ｍｇ/１０ｍＬ 1 ｍｇ/㎏ day1

オプジーボ点滴静注 360 ｍｇ day1,22

ヤーボイ点滴静注液　５０ｍｇ/１０ｍＬ 1 ｍｇ/㎏ day1

イミフィンジ点滴静注 1500 ｍｇ day1

カルボプラチン点滴静注液 AUC 5 ｍｇ/A day1

エトポシド点滴静注液　１００ｍｇ/５ｍＬ 100 ｍｇ/㎡ day1,2,3

イミフィンジ点滴静注 1500 ｍｇ day1

シスプラチン点滴静注 80 ｍｇ/㎡ day1

エトポシド点滴静注液　１００ｍｇ/５ｍＬ 100 ｍｇ/㎡ day1,2,3

イミフィンジ単剤（併用後維持） イミフィンジ点滴静注 1500 ｍｇ day1 28

アバスチン点滴静注用 15 ｍｇ/㎏ day1

カルボプラチン点滴静注液 AUC 4 ｍｇ/A day1

パクリタキセル注 175 ｍｇ/㎡ day1

テセントリク点滴静注1200mg/20mL 1200 mg day1

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 60 ｍｇ/㎡ day1,8,15

腫瘍内科

大腸癌

ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ＋ﾋﾞﾗﾌトﾋﾞ＋ﾒｸﾄﾋﾞ

7

day1~7

ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ/ｲﾘﾉﾃｶﾝ（隔週7週1ｸｰﾙ）療法★ 48

胃癌

11)CDDP・CPT-11療法(CDDP分割)★ 26

FOLFOX＋トラスツズマブ★ 14
フルオロウラシル注

SOX＋Cetuxmab療法

21

耳鼻咽喉科 頭頚部癌 FP療法（４日間持続投与）+キイトルーダ★ 21

膵癌 naｌIRI+5FU/LV 14

胆道癌 CDDP＋GEM＋S-1併用療法 14

CDDP＋ETP＋イミフィンジ 21

ﾃｾﾝﾄﾘｸ+ｱﾊﾞｽﾁﾝ+PTX+CBDCA 導入 4または6クール★ 21

CBDCA＋CPT-11★ 21

原発不明癌 ゲムシタビン＋イリノテカン療法★ 21

呼吸器内科 肺癌

CBDCA＋PEM＋ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ＋ﾔｰﾎﾞｲ　【1コースのみ】 42

CBDCA＋PTX＋ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ＋ﾔｰﾎﾞｲ　【1コースのみ】 42

オプジーボ＋ヤーボイ 42

CBDCA＋ETP＋イミフィンジ 21



カルボプラチン点滴静注液 AUC 4~6 ｍｇ/A day1

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 60 ｍｇ/㎡ day1,8,15

シスプラチン点滴静注 60 ｍｇ/㎡ day1

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 90 ｍｇ/㎡ day8

シスプラチン点滴静注 25 ｍｇ/㎡ day1,8

エトポシド点滴静注液　１００ｍｇ/５ｍＬ 60 ｍｇ/㎡ day1,2,3

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 90 ｍｇ/㎡ day8

シスプラチン点滴静注 25 ｍｇ/㎡ day1,8

エトポシド点滴静注液　１００ｍｇ/５ｍＬ 60 ｍｇ/㎡ day1,2,3

トラスツズマブ　デルクステカン エンハーツ点滴静注用　１００ｍｇ 5.4 ｍｇ/㎏ day1 21

アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 100 ｍｇ/㎡ day1,8,15

テセントリク点滴静注840mg/14mＬ 840 ｍｇ day1,15

CPT-11 イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 ｍｇ/㎡ day1,8,15 28

カルボプラチン点滴静注液 AUC 2 ｍｇ/A day1,8

キイトルーダ点滴静注 200 ｍｇ day1

ゲムシタビン点滴静注用 1000 ｍｇ/㎡ day1,8

パクリタキセル注 90 ｍｇ/㎡ day1,8,15

weeklyｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ200mg3週毎or400mg6週毎を併用) アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ 100 ｍｇ/㎡ day1,8,15 28

アバスチン点滴静注用 15 ｍｇ/㎏ day1

テセントリク点滴静注1200mg/20mL 1200 ｍｇ day1

シスプラチン点滴静注 70 ｍｇ/㎡ day1

フルオロウラシル注 2800 ｍｇ/㎡ day1

シスプラチン点滴静注 80 ｍｇ/㎡ day1

フルオロウラシル注 4000 ｍｇ/㎡ day1

シスプラチン点滴静注 70 ｍｇ/㎡ day1

ドセタキセル点滴静注 70 ｍｇ/㎡ day1

フルオロウラシル注 3750 ｍｇ/㎡ day1

アクプラ静注用 80 ｍｇ/㎡ day2

ゲムシタビン点滴静注用 1000 ｍｇ/㎡ day1,8

アクプラ静注用 60 ｍｇ/㎡ day1

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 50 ｍｇ/㎡ day1,8,15

ＣＰＴ-101　CPT-11★ イリノテカン塩酸塩点滴静注液 60 ｍｇ/㎡ day1,8,15 28

胞状奇胎 アクチノマイシンD単剤 コスメゲン静注用 ０．５ｍｇ 0.01 ｍｇ/㎏ day1,2,3,4,5 14

イリノテカン塩酸塩点滴静注液 50 ｍｇ/㎡ day1,2,3,4,5

オンコビン注 １ｍｇ 1.5 ｍｇ/㎡ day1,8,15

骨軟部肉腫 DXR単剤（1日） ドキソルビシン塩酸塩注射液 75 ｍｇ/㎡ day1 21

CDDP＋ETP＋CPT-11（2-5コース目）★ 14

CBDCA＋CPT-11★ 21

乳腺・甲状腺外科 乳癌

アブラキサン＋テセントリク 28

CBDCA + GEM + キイトルーダ 21

weekly PTX(ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ200mg3週毎 or 400mg6週毎を併用) 28

呼吸器内科 肺癌

CDDP＋CPT-11 (Short hydration)★ 21

CDDP＋ETP＋CPT-11（1コース目）★ 14

泌尿器科 膀胱癌 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ＋ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ 28

婦人科
卵巣癌

33)CPT-11+nedaplatin 療法(4週間毎)★ 28

28

DCF療法（JCOG1510　導入化学療法　3ｺｰｽ） 21

消化器外科・一般外科

肝癌 テセントリク＋アバスチン（肝細胞癌） 21

食道癌

FP療法(JCOG1510　化学放射線治療　2コース) 28

FP療法（JCOG1510　追加化学療法　2コース）

整形外科
横紋筋肉腫 VI療法（JRSG)★ 21


