
血液内科

コード bk001-01 bk002-01 bk003-03 bk004-01 bk005-01 bk006-01 bk007-01 bk008-01 bk009-0１ bk010-01 bk011-0１ bk012-0１ bk013-0１ bk015-01
ナンパリング 2 2 15 14 14

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　 外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来
シリンジ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ シリンジ ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ・シリンジ ケモセーフ シリンジ ケモセーフ

プロトコー
ル名

ビダーザ（皮下注） ビダーザ（静注） CHOP リツキサン(50mg/h) THP-COP ダウノマイシン単剤 サイメリン単剤 ジェムザール ベルケイド(週1回) ABVD療法
DBｄ療法
1～8ｻｲｸﾙ(1～24週)

DBｄ療法(ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ単剤)
9ｻｲｸﾙ以降(25週以降)

ベルケイド(週2回) リツキサン（25mg/h）

投与順序 1 薬剤
ビダーザ　（75ｍｇ/㎡）
注射用水20ｍL　　1A
蒸留水は溶解用(4mL/V)

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　1袋 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
メインルート

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

ダカルバジンは消灯して調製
出来る限り調製時間は短くし、投
与直前に調製完了すること
下ルートは遮光袋で覆うこと

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　３V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ･ｶﾛ
ﾅｰﾙ５錠服用

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　３V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ･ｶﾛ
ﾅｰﾙ５錠服用

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

手技 皮下投与 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 皮下投与 day1,15 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） day1,4,8,11 day1 day2 持続点滴末梢（１５分）

2 薬剤 休薬完了day1

生食50ｍL　　　1瓶
ビダーザ　（75ｍｇ/㎡）
注射用水20ｍL　　1A
蒸留水は溶解用(10mL/V)

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　　（1.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
5～6分で投与

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１V

5%ブドウ糖100mL　1瓶
ピノルビン　（50mg/㎡）

生食100mL　1瓶
ダウノマイシン　（1mg/kg）

5%ブドウ糖100mL　1瓶
サイメリン　（70mg/㎡）
上ルートより

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

休薬完了day7
アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6ｍｇ　　1.5V
メインルート

生食　500mL　　　　１袋
ダラザレックス（16mg/kg）
(3回目以降)
開始～1時間　100ml/h…

生食　500mL　　　　１袋
ダラザレックス（16mg/kg）
(3回目以降)
開始～1時間　100ml/h…

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1.5V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1.5V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１V

手技 持続点滴末梢（１０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 皮下投与 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

3 薬剤
入院：Day1～Day7
外来：Day1～Day5

入院：Day1～Day7
外来：Day1～Day5

生食　100mL　　　１瓶
ドキソルビシン　（50mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋　　リ
ツキサン　　（375mg/㎡）
開始30分→50mL/hr
2回目以降､忍容性…

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン　（750mg/㎡）

休薬完了day1 休薬完了day42 day1～day15の計３回
ステロイド処方確認
(処置入力)

生食　１００ｍL　　１瓶
ドキソルビシン（25mg/㎡）
Nsは投与開始15分後ｹﾓ調製
室に連絡→調製開始
上ルートより

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

休薬完了day7 休薬完了day21
生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（90mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（90mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）
開始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

手技 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 皮下投与 持続点滴末梢（１０分） 持続点滴末梢（１０分） 持続点滴末梢

4 薬剤
制吐剤内服処方確認
(外来は処置入力)

休薬完了day1
生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン　（750mg/㎡）

休薬完了day1

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　　（1.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
5～6分で投与

調製後、5%ブドウ糖を遮光
(ﾙｰﾄは基本遮光しなくて良い)

生食は溶解用
1.2mL/Vで溶解
ごく少量のため通常の
2.5mLシリンジに調製

生食　５０ｍL　　１瓶
ブレオ（9mg/㎡）
全開で
上ルートより

休薬完了day7
内服、前投薬有り
ｶﾛﾅｰﾙ200mg5T、ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ
10mg5T

ステロイド処方確認
(処置入力)

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１V

休薬完了day28 休薬完了day1

手技 持続点滴末梢（６０分） 静脈注射緩徐に day22は休薬 静脈注射緩徐に(約5分) 持続点滴末梢（１５分）

5 薬剤
ビダーザを調製した時間を
シールに書くこと！

ビダーザを調製した時間を
シールに書くこと！

休薬完了day1
内服、解熱剤予防的に内服
することあり。

休薬完了day21 休薬完了day7

生食　５０ｍL　　１瓶
エクザール（6mg/㎡）
全開で
上ルートより

内服、前投薬有り
ｶﾛﾅｰﾙ200mg5T、ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ
10mg5T

生食は溶解用
1.2mL/Vで溶解
ごく少量のため通常の
2.5mLシリンジに調製

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）　開
始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

内服、解熱剤予防的に内服
することあり。

手技 静脈注射緩徐に(約5分) 持続点滴末梢

6 薬剤 CHOPは３週間休薬する
day１から5日間プレドニン内
服

生食　100mL　　　１瓶
ダカルバジン（375mg/㎡）
ルート刺入部まで遮光後投与
ベッドサイドの消灯
下ルートより

ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞの生食は溶解用
1.2mL/Vで溶解
ごく少量のため通常の
2.5mLシリンジに調製

≪リツキサンの投与速度≫
【初回】
開始1時間→25mL/hr
その後1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

手技 持続点滴末梢（３０分）

7 薬剤
トレアキシン
凍結時、室温で溶解後に調製

【2回目以降、忍容性あり】
①か②のどちらかで投与可
能
①開始1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

手技 day8,22は休薬

8 薬剤
リツキサンをCHOPの前後ど
ちらでも投与できるように休薬
1日で登録

リツキサンをTHP-COPの前
に投与できるように休薬20日
で登録

休薬完了day28

≪リツキサンの投与速度≫
【初回】
開始1時間→25mL/hr
その後1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

②主治医の指示があれば、
以下の速度可
開始30分→200mL/hr
その後→400mL/hr
参照：重篤な心疾患なし、採
血リンパ球数5000/μL未満

手技

9 薬剤 イメンド内服

【2回目以降、忍容性あり】
①か②のどちらかで投与可能
①開始1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

手技

10 薬剤 腎内１、膠原5と共通

②主治医の指示があれば、以
下の速度可
開始30分→200mL/hr
その後→400mL/hr
参照：重篤な心疾患なし、採血
リンパ球数5000/μL未満

膠原6と共通

手技

11 薬剤 1

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技

投与スケジュールに関して
はメーカー資料参照

投与スケジュールに関して
別紙有り

B-R療法(90mg/㎡)

ケモセーフ
入院　　・　　外来

bk014-0１
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血液内科

コード
ナンパリング

プロトコー
ル名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技

bk017-01 bk018-01 bk019-01 bk020-01 bk021-01 bk022-01 bk023-01 bk024-01 bk025-01 bk026-01 bk027-01

入院 入院　 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来
ケモセーフ・シリンジ ケモセーフ(下ルート) シリンジ シリンジ シリンジ シリンジ シリンジ シリンジ シリンジ シリンジ シリンジ

CHOP+it療法 HD-MTX療法 ＤＢｄ療法１～３ ＤＢｄ療法４～８ ＤＢｄ療法９～ ＤＬｄ療法１，２ ＤＬｄ療法３～６ ＤＬｄ療法７～ ＤMPB療法１ ＤMPB療法２～９ ＤMPB療法１０～

プレドニン注20mg　　１A
メソトレキセート（15mg/body）
キロサイド注　（40mg/body）
生食注　　　4mL

day1のRp.8～13(12時以降投
与分)は調製室から払い出し。
その他は入院予約注射(カー
ト)で払い出し。

デカドロン　内服処方有り デカドロン　内服処方有り デカドロン　内服処方有り
デカドロン・レブラミド
内服処方有り

デカドロン・レブラミド
内服処方有り

デカドロン・レブラミド
内服処方有り

アルケラン・プレドニン
内服処方有り

アルケラン・プレドニン
内服処方有り

アルケラン・プレドニン
内服処方有り

GCVP療法 R療法（血液15使用）

day1 day2 髄腔内注（腰椎） day1、8 day1 day1 day1、8、15、22 day1、15 day1 day1、8、22、29 day1、22 day1 day1
GCVP療法の前またはday2～7の

いずれか

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1.5V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1.5V

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋 別紙

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～
5分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～
5分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用
アルケラン服用確認

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用
アルケラン服用確認

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用
アルケラン服用確認

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（120mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（120mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　　（1.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
5～6分で投与

生食500mL　　１袋
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ　（3500mg/㎡）
メイロン２０ｍL　　１A
全量５００ｍL

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

休薬完了day28 休薬完了day28 休薬完了day28 休薬完了day28
ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

休薬完了day28

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　　（1.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
5～6分で投与

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１V

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（５分） 皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１V

休薬完了day21
生食　100mL　　　１瓶
ドキソルビシン　（50mg/㎡）

休薬完了day7
ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン
　　　　　（1ｸｰﾙ目：750mg/㎡）
　　　　　（2ｸｰﾙ目：875mg/㎡）
　（3ｸｰﾙ以降目：1000mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）
開始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） day15 day4、8、11 day15、36 day8、29 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）　開
始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン　（750mg/㎡）

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン　（750mg/㎡）

休薬完了day1

持続点滴末梢 持続点滴末梢（６０分） 皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 持続点滴末梢（１８０分）

休薬完了day1 休薬完了day21 休薬完了day42 休薬完了day1

day4、11 day4、11、25、32

トレアキシン
凍結時、室温で溶解後に調製

CHOPは３週間休薬する
ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

day1～5　ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ　100mg/body
前投薬、支持療法　処方有り

皮下投与 皮下投与 day8

≪リツキサンの投与速度≫
【初回】
開始1時間→25mL/hr
その後1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

５ｍLシリンジで調製
①MTX50mg１Vあたり生食
4m_Lで溶解
②溶解液1.2mLとｷﾛｻｲﾄﾞ2mLを
混合
③混合液でﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝを溶解
※ケモセーフ経験者が調製

休薬完了day21 休薬完了day42

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン
　　　　　（1ｸｰﾙ目：750mg/㎡）
　　　　　（2ｸｰﾙ目：875mg/㎡）
　（3ｸｰﾙ以降目：1000mg/㎡）

R療法、GCVP療法(day1､8)を3つの
レジメンに分解。組み合わせてR-
GCVPレジメンとして使用。
休薬完了day21であることを確認す
ること。

持続点滴末梢（３０分）

【2回目以降、忍容性あり】
①か②のどちらかで投与可能
①開始1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

持続点滴末梢（５分）

②主治医の指示があれば、以
下の速度可
開始30分→200mL/hr
その後→400mL/hr
参照：重篤な心疾患なし、採血
リンパ球数5000/μL未満

休薬完了day1

B-R療法(120mg/㎡) R-GCVP療法　１，２，３～

ケモセーフ ケモセーフ
入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

bk016-0１ bk028-01、bk029-01、bk030-01
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血液内科

コード
ナンパリング

プロトコー
ル名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技

bk031-01 bk032-01 bk033-01 bk034-01 bk035-01 bk036-01 bk037-01 bk038-01 bk039-01 bk040-01 bk041-01 bk042-01

入院 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来
ケモセーフ シリンジ シリンジ シリンジ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

ロイスタチン DCyBorD療法１．２ DCyBorD療法３～６ DCyBorD療法７～ EPd療法(50kg未満)１，２ EPd療法(50kg未満)３～ EPd療法(50-90kg)１，２ EPd療法(50-90kg)３～ EPd療法(90kg超)１，２ EPd療法(90kg超)３～ weeklyKd療法１ weeklyKd療法２～

生食　500mL　　　　１袋
ロイスタチン（0.09mg/kg）

デカドロン・シクロフォスファミド
内服処方有り

デカドロン・シクロフォスファミド
内服処方有り

デカドロン・シクロフォスファミド
内服処方有り

day1～21：ﾎﾟﾏﾘｽﾄ4mg内服処方あり
day1,8,15,22：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ28mg内服処
方あり(76歳以上は8mg)

day1～21：ﾎﾟﾏﾘｽﾄ4mg内服処
方あり
day1：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ28mg内服処方
あり(76歳以上は8mg)
day8,15,22：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ40mg内
服処方あり(76歳以上は20mg)

day1～21：ﾎﾟﾏﾘｽﾄ4mg内服処方あり
day1,8,15,22：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ28mg内服処
方あり(76歳以上は8mg)

day1～21：ﾎﾟﾏﾘｽﾄ4mg内服処
方あり
day1：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ28mg内服処方
あり(76歳以上は8mg)
day8,15,22：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ40mg内
服処方あり(76歳以上は20mg)

day1～21：ﾎﾟﾏﾘｽﾄ4mg内服処方あり
day1,8,15,22：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ28mg内服処
方あり(76歳以上は8mg)

day1～21：ﾎﾟﾏﾘｽﾄ4mg内服処
方あり
day1：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ28mg内服処方
あり(76歳以上は8mg)
day8,15,22：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ40mg内
服処方あり(76歳以上は20mg)

day22　レナデックス40mg内服 day22　レナデックス40mg内服

持続点滴末梢（２４時間） day1、8、15、22 day1、15 day1 day1、8、15、22 day1 day1、8、15、22 day1 day1、8、15、22 day1 day1 day1、8、15

生食　50mL　　　　１瓶

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～
5分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～
5分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～
5分)かけて
翼状針使用

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　 1V
ファモチジン注20mg　　1A
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠ｶﾛﾅｰﾙ
服用

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　 1V
ファモチジン注20mg　　1A
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠ｶﾛ
ﾅｰﾙ服用

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　 1V
ファモチジン注20mg　　1A
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠ｶﾛﾅｰﾙ
服用

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　 1V
ファモチジン注20mg　　1A
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠ｶﾛ
ﾅｰﾙ服用

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　 1V
ファモチジン注20mg　　1A
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠ｶﾛﾅｰﾙ
服用

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　 1V
ファモチジン注20mg　　1A
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠ｶﾛ
ﾅｰﾙ服用

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A

持続点滴末梢 皮下投与 皮下投与 皮下投与 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day28
ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

休薬完了day28 生食　100mL　　　　１瓶 生食　100mL　　　　１瓶 生食　100mL　　　　１瓶 生食　100mL　　　　１瓶 生食　100mL　　　　１瓶 生食　100mL　　　　１瓶

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水20mL　　　　1A
カイプロリス注（20mg/㎡）
注射用水は溶解用

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（70mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

皮下投与 皮下投与 持続点滴末梢（４５分） 持続点滴末梢（４５分） 持続点滴末梢（４５分） 持続点滴末梢（４５分） 持続点滴末梢（４５分） 持続点滴末梢（４５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day28
ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

生食250mL　　　150mL
ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ注（10mg/kg）
注射用水100mL　　　1瓶

生食250mL　　　150mL
ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ注（20mg/kg）
注射用水100mL　　　1瓶

生食250mL　　　1袋
ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ注（10mg/kg）
注射用水100mL　　　1瓶

生食250mL　　　1袋
ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ注（20mg/kg）
注射用水100mL　　　1瓶

生食500mL　　　350mL
ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ注（10mg/kg）
注射用水100mL　　　1瓶

生食500mL　　　350mL
ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ注（20mg/kg）
注射用水100mL　　　1瓶

生食　50mL　　　　１瓶 生食　50mL　　　　１瓶

day8、22 下記参照 下記参照 下記参照 下記参照 下記参照 下記参照 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分）

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ボルテゾミブ（1.3mg/㎡）
生食20mL　　1A
シリンジ調製

【初回】
開始～30分:30mL/hr
認容性良→30～60分:60mL/hr
認容性良→60分～終了:120mL/hr

【3コース目】
開始～30分:180mL/hr
認容性良→30～終
了:240mL/hr

【初回】
開始～30分:30mL/hr
認容性良→30～60分:60mL/hr
認容性良→60分～終了:120mL/hr

【3コース目】
開始～30分:180mL/hr
認容性良→30～終
了:240mL/hr

【初回】
開始～30分:30mL/hr
認容性良→30～60分:60mL/hr
認容性良→60分～終了:120mL/hr

【3コース目】
開始～30分:180mL/hr
認容性良→30～終
了:240mL/hr

休薬完了day28

皮下投与 day8、15

休薬完了day28
【2回目】
認容性良→開始～30分:180mL/hr
認容性良→30～終了:240mL/hr

【4コース目以降】
認容性良→300mL/hr

【2回目】
認容性良→開始～30分:180mL/hr
認容性良→30～終了:240mL/hr

【4コース目以降】
認容性良→300mL/hr

【2回目】
認容性良→開始～30分:180mL/hr
認容性良→30～終了:240mL/hr

【4コース目以降】
認容性良→300mL/hr

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A

持続点滴末梢（３０分）

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

【3回目以降】
認容性良→300mL/hr

休薬完了day28
【3回目以降】
認容性良→300mL/hr

休薬完了day28
【3回目以降】
認容性良→300mL/hr

休薬完了day28

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（70mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day28 休薬完了day28 休薬完了day28 生食　50mL　　　　１瓶

持続点滴末梢（５分）

休薬完了day28
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血液内科

コード
ナンパリング

プロトコー
ル名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技

bk044-01 bk045-01 bk046-01 bk047-01 bk051-01 bk052-01 bk053-01 bk054-01 bk055-01

入院 入院 入院 入院 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来
ケモセーフ・シリンジ ケモセーフ・シリンジ ケモセーフ・シリンジ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

DKd療法２ DKd療法３～６ DKd療法７～ DA-EPOCH療法(level1) Isa+d療法　１クール目 Isa+d療法　２クール目以降 ＧＢ療法１ ＧＢ療法２～６ ＧＢ療法７～

ダラキューロ投与1時間前
内服前投薬あり

ダラキューロ投与1時間前
内服前投薬あり

ダラキューロ投与1時間前
内服前投薬あり

ダラキューロ投与1時間前
内服前投薬あり

ダラキューロ投与1時間前
内服前投薬あり

day１から5日間プレドニン内服
サークリサ速度表、払い出すとき添付
day1は「初回用」を使用
day8、15、22は「２回目以降」を使用

サークリサ速度表、払い出すとき添付
「２回目以降」を使用

ガザイバ投与開始30分前に前
投薬投与

ガザイバ投与開始30分前に前
投薬投与

ガザイバ投与開始30分前に前
投薬投与

day1 day8、15 day1、8、15 day1、15 day1 day1 day1、8、15、22 day1、15 day1 day1

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　2.5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A
内服前投薬あり

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　2.5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A
内服前投薬あり

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　2.5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A
内服前投薬あり

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　2.5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A
内服前投薬あり

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　2.5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A
内服前投薬あり

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
フィルターなし

生食100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　１A
ファモチジン注20mg　１A

生食100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　１A
ファモチジン注20mg　１A

生食100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　１A
カロナール同時投与

生食100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　１A
カロナール同時投与

生食100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　１A
デキサート注6.6mg　１V
カロナール同時投与

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水20mL　　　　1A
カイプロリス注（20mg/㎡）
注射用水は溶解用

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

生食　500mL　　　　１袋
オンコビン　　（0.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
ドキソルビシン（10mg/㎡）
エトポシド　（50mg/㎡）

生食100mL　　　１瓶 生食100mL　　　１瓶
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　１．５V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　１．５V

生食100mL　　　１瓶

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　50mL　　　　１瓶 生食　50mL　　　　１瓶 生食　50mL　　　　１瓶 生食　50mL　　　　１瓶 生食　50mL　　　　１瓶
生食250mL　　　1袋
サークリサ注（20mg/kg）
全量250mL

生食250mL　　　1袋
サークリサ注（20mg/kg）
全量250mL

生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（90mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（90mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

生食　250mL　　　１袋
ガザイバ注（1000mg/body）
全量250mL

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） day2～4 下記参照 下記参照 持続点滴末梢（１０分） 持続点滴末梢（１０分）

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～
5分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～
5分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

生食　50mL　　　　１瓶
フィルターなし　全開で

休薬完了day28 休薬完了day28
生食　250mL　　　１袋
ガザイバ注（1000mg/body）
全量250mL

生食　250mL　　　１袋
ガザイバ注（1000mg/body）
全量250mL

開始～30分:25mL/hr
30分～:225mL/hr

皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 持続点滴末梢（５分）

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

ダラキューロ調製前、常温で
30分以上置く

生食　500mL　　　　１袋
オンコビン　　（0.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
ドキソルビシン（10mg/㎡）
エトポシド　（50mg/㎡）

点滴速度換算表を用いて投与速度を確
認（体重により異なる）
【初回】
開始～60分:175mg/hr
認容性良→60～90分:225mg/hr

点滴速度換算表を用いて投与速度を確
認（体重により異なる）
開始～60分:175mg/hr
認容性良→60～90分:275mg/hr
認容性良→90分～120分:375mg/hr
認容性良→120～:400mg/hr

開始～30分:12.5mL/hr
30～60分:25mL/hr
60～90分:37.5mL/hr
90～120分:50mL/hr

開始～30分:25mL/hr
30分～:225mL/hr

休薬完了day56

day2 day9、16 day2、9、16 day2、8、9、16 day2、8、9、15、16 持続点滴末梢（２４時間）

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　2.5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　2.5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　2.5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　2.5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　2.5V
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A

認容性良→90分～120分:275mg/hr
認容性良→120～150分:325mg/hr
認容性良→150分～180分:375mg/hr
認容性良→180分～240分:400mg/hr

120～150分:62.5mL/hr
150～180分:75mL/hr
180～210分:87.5mL/hr
210分～:100mL/hr

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day5 day2 day2

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水20mL　　　　1A
カイプロリス注（20mg/㎡）
注射用水は溶解用

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋

【2回目】
開始～60分:175mg/hr
認容性良→60～90分:275mg/hr
認容性良→90分～120分:375mg/hr
認容性良→120～:400mg/hr

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　１．５V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　１．５V

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　50mL　　　　１瓶 生食　50mL　　　　１瓶 生食　50mL　　　　１瓶 生食　50mL　　　　１瓶 生食　50mL　　　　１瓶
生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（750mg/㎡）

サークリサ投与開始15分前に前投薬投
与

サークリサ投与開始15分前に前投薬投
与

生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（90mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（90mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１０分） 持続点滴末梢（１０分）

day22　レナデックス40mg内服 day22　レナデックス40mg内服 day22　レナデックス40mg内服 day22　レナデックス40mg内服 休薬完了day5 休薬完了day28

day22 day22 day22 day22 day8,15

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～
5分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

ダラキューロ（15mL/body）
シリンジ調製
1mLあたり12～15秒(全量3～5
分)かけて
翼状針使用

DA-EPOCH療法は効果･副
作用を確認しながらlv.を増
減して投与するレジメンで
す

生食100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　１A
デキサート注6.6mg　１V
カロナール同時投与

皮下投与 皮下投与 皮下投与 皮下投与 持続点滴末梢（１５分）

休薬完了day28 休薬完了day28 休薬完了day28 休薬完了day28 (mg/㎡) -2 -1 1 2 3 4 5 6 生食100mL　　　１瓶

オンコビン(VCR)    (mg/㎡) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 持続点滴末梢（３０分）

76歳以上　ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ減量
day9,16：6.6mg、
day22：20mg(内服)

76歳以上　ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ減量
day22：20mg(内服)

76歳以上　ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ減量
day8：9.9mg、day9：6.6mg、
day22：20mg(内服)

76歳以上　ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ減量
day8.15：9.9mg、
day9.16：6.6mg、
day22：20mg(内服)

アドリアシン(DOX)  (mg/㎡) 10 10 10 12 14.4 17.3 20.7 24.8
生食　250mL　　　１袋
ガザイバ注（1000mg/body）
全量250mL

エトポシド(ETP)     (mg/㎡) 50 50 50 60 72 86.4 104 124.4

エンドキサン(CPA) (mg/㎡) 480 600 750 900 1080 1296 1555 1866

開始～30分:25mL/hr
30～60分:50mL/hr
60～90分:75mL/hr
90分～:100mL/hr

休薬完了day28

体表面積が、lv.5で1.92㎡以
上、lv.6で1.60㎡以上だとｴﾄﾎﾟｼ
ﾄﾞの希釈が不十分の可能性あ
り→生食1000mLへ変更考慮

levels

休薬完了day5 休薬完了day5 休薬完了day5

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（900mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（1080mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（1866mg/㎡）

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

day5 day5 day5

生食　500mL　　　　１袋
オンコビン　　（0.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
ドキソルビシン（12mg/㎡）
エトポシド　（60mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋
オンコビン　　（0.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
ドキソルビシン（14.4mg/㎡）
エトポシド　（72mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋
オンコビン　　（0.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
ドキソルビシン（24.8mg/㎡）
エトポシド　（124.4mg/㎡）

持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間）

day2～4 day2～4 day2～4

生食　50mL　　　　１瓶
フィルターなし　全開で

生食　50mL　　　　１瓶
フィルターなし　全開で

生食　50mL　　　　１瓶
フィルターなし　全開で

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分）

持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間）

lv.4、lv.5はLV.6のレジメンを
減量して対応
各lv.の用量は下記

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　500mL　　　　１袋
オンコビン　　（0.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
ドキソルビシン（12mg/㎡）
エトポシド　（60mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋
オンコビン　　（0.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
ドキソルビシン（14.4mg/㎡）
エトポシド　（72mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋
オンコビン　　（0.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
ドキソルビシン（24.8mg/㎡）
エトポシド　（124.4mg/㎡）

day1 day1 day1

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
フィルターなし

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
フィルターなし

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
フィルターなし

DA-EPOCH療法(level6)

day１から5日間プレドニン内服 day１から5日間プレドニン内服 day１から5日間プレドニン内服

DKd療法１ DA-EPOCH療法(level2) DA-EPOCH療法(level3)

ケモセーフ・シリンジ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ
入院 入院 入院 入院

bk050-01bk043-01 bk048-01 bk049-01
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血液内科

コード
ナンパリング

プロトコー
ル名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技

bk056-01 bk057-01 bk059-01 bk060-01 bk061-01 bk062-01 bk063-01

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来
ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

DNR-AraC療法 R-CHOP IsaKd療法　２クール目以降 APL寛解導入B APL寛解導入C APL寛解導入D（A追加） APL寛解導入D（B追加）

キロサイドはケモセーフ経験
者が調製

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

サークリサ速度表、払い出すとき添付
day1は「初回用」を使用

サークリサ速度表、払い出すとき添付
day8、15は「２回目以降」を使用

サークリサ速度表、払い出すとき添付
day22は「２回目以降」を使用

サークリサ速度表、払い出すとき添付
「２回目以降」を使用

キロサイドはケモセーフ経験
者が調製

キロサイドはケモセーフ経験
者が調製

キロサイドはケモセーフ経験
者が調製

キロサイドはケモセーフ経験
者が調製

day1 持続点滴末梢（１５分） day1 day8、15 day22 day1、15 day1 day1 day1 day1

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
メインルート

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１V

生食100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　１A
ファモチジン注20mg　１A
デキサート注6.6mg　　３V

生食100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　１A
ファモチジン注20mg　１A
デキサート注6.6mg　　３V

生食100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　１A
ファモチジン注20mg　１A
デキサート注6.6mg　　３V

生食100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　１A
ファモチジン注20mg　１A
デキサート注6.6mg　　３V

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
メインルート

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
メインルート

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
メインルート

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
メインルート

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　100mL　　　１瓶
ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ注（50mg/㎡）
Rp.3と同時
上ルート

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）
開始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

アセリオ注1000mg　　1袋 アセリオ注1000mg　　1袋 アセリオ注1000mg　　1袋 アセリオ注1000mg　　1袋

生食　100mL　　　１瓶
ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ注（12mg/㎡）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用
Rp.3と同時
上ルート

生食　100mL　　　１瓶
ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ注（12mg/㎡）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用
Rp.3と同時
上ルート

生食　100mL　　　１瓶
ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ注（12mg/㎡）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用
Rp.3と同時
上ルート

生食　100mL　　　１瓶
ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ注（12mg/㎡）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用
Rp.3と同時
上ルート

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋 生食100mL　　　１瓶 生食100mL　　　１瓶 生食100mL　　　１瓶 生食100mL　　　１瓶

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間）

生食1000mL　　　１袋
Rp.2終了後
メインルート

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　　（1.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
5～6分で投与

生食250mL　　　1袋
サークリサ注（10mg/kg）
全量250mL

生食250mL　　　1袋
サークリサ注（10mg/kg）
全量250mL

生食250mL　　　1袋
サークリサ注（10mg/kg）
全量250mL

生食250mL　　　1袋
サークリサ注（10mg/kg）
全量250mL

生食1000mL　　　１袋
Rp.2終了後
メインルート

生食1000mL　　　１袋
Rp.2終了後
メインルート

生食1000mL　　　１袋
Rp.2終了後
メインルート

生食1000mL　　　１袋
Rp.2終了後
メインルート

持続点滴末梢（23時間30分） 持続点滴末梢（５分） 下記参照 下記参照 下記参照 下記参照 持続点滴末梢（23時間30分） 持続点滴末梢（23時間30分） 持続点滴末梢（23時間30分） 持続点滴末梢（23時間30分）

生食　100mL　　　１瓶
ドキソルビシン　（50mg/㎡）

5%ブドウ糖50mL　　　１瓶 5%ブドウ糖50mL　　　１瓶

点滴速度換算表を用いて投与速度を確
認（体重により異なる）
開始～60分:175mg/hr
認容性良→60～90分:275mg/hr
認容性良→90分～120分:375mg/hr
認容性良→120～:400mg/hr

5%ブドウ糖50mL　　　１瓶

day2-5 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） day2 day2-3 day2-3 day2

生食　100mL　　　１瓶
ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ注（50mg/㎡）
Rp.2と同時
上ルート

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン　（750mg/㎡）

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水20mL　　　　1A
カイプロリス注（20mg/㎡）
注射用水は溶解用

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

休薬完了day28

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

生食　100mL　　　１瓶
ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ注（12mg/㎡）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用
Rp.2と同時
上ルート

生食　100mL　　　１瓶
ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ注（12mg/㎡）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用
Rp.2と同時
上ルート

生食　100mL　　　１瓶
ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ注（12mg/㎡）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用
Rp.2と同時
上ルート

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（２４時間）

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.1と同時
下ルート

休薬完了day21

点滴速度換算表を用いて投与速度を確
認（体重により異なる）
開始～60分:175mg/hr
認容性良→60～90分:225mg/hr

点滴速度換算表を用いて投与速度を確
認（体重により異なる）
開始～60分:175mg/hr
認容性良→60～90分:275mg/hr
認容性良→90分～120分:375mg/hr
認容性良→120～:400mg/hr

day23　レナデックス20mg内服
　　　（skipの可能性あり）

点滴速度換算表を用いて投与速度を確
認（体重により異なる）
開始～60分:175mg/hr
認容性良→60～90分:275mg/hr
認容性良→90分～120分:375mg/hr
認容性良→120～:400mg/hr

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.1と同時
下ルート

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.1と同時
下ルート

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.1と同時
下ルート

生食1000mL　　　１袋
Rp.1と同時
メインルート

持続点滴末梢（２４時間） day9、16 day2、8、9、16 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間）

生食1000mL　　　１袋
Rp.1終了後
メインルート

内服、解熱剤予防的に内服
することあり。

認容性良→90分～120分:275mg/hr
認容性良→120～150分:325mg/hr
認容性良→150分～180分:375mg/hr
認容性良→180分～240分:400mg/hr

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A
デキサート注6.6mg　　　３V

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A
デキサート注6.6mg　　　３V

生食1000mL　　　１袋
Rp.1終了後
メインルート

生食1000mL　　　１袋
Rp.1終了後
メインルート

生食1000mL　　　１袋
Rp.1終了後
メインルート

休薬完了day14

持続点滴末梢（23時間30分） day2 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（23時間30分） 持続点滴末梢（23時間30分） 持続点滴末梢（23時間30分）

≪リツキサンの投与速度≫
【初回】
開始1時間→25mL/hr
その後1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

5%ブドウ糖100mL　　　１瓶
ポララミン注5mg　　　　１A
ファモチジン注20mg　　１A
デキサート注6.6mg　　　３V

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水100mL　　　　1瓶
カイプロリス注（56mg/㎡）
注射用水は溶解用
全量を100mLに

イメンド内服

day6、7 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day3-5 day4-7 day4-7

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

【2回目以降、忍容性あり】
①か②のどちらかで投与可能
①開始1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

5%ブドウ糖100mL　　　1瓶
注射用水20mL　　　　1A
カイプロリス注（20mg/㎡）
注射用水は溶解用

休薬完了day28

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間）

生食1000mL　　　１袋
Rp.1と同時
メインルート

②主治医の指示があれば、
以下の速度可
開始30分→200mL/hr
その後→400mL/hr
参照：重篤な心疾患なし、採
血リンパ球数5000/μL未満

day22、23　レナデックス20mg内服
　　　（skipの可能性あり）

生食1000mL　　　１袋
Rp.1と同時
メインルート

生食1000mL　　　１袋
Rp.1と同時
メインルート

生食1000mL　　　１袋
Rp.1と同時
メインルート

持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間）

休薬完了day28 休薬完了day14 休薬完了day14 休薬完了day14

イメンド内服
イメンド内服

ベサノイド45mg/㎡ 分3内服

イメンド内服

ベサノイド45mg/㎡ 分3内服
イメンド内服

IsaKd療法　１クール目

ケモセーフ
入院　　・　　外来

bk058-01
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血液内科

コード
ナンパリング

プロトコー
ル名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技

bk064-01 bk065-01 bk066-01 bk067-01 bk068-01 bk069-01 bk070-01 bk071-01 bk072-01 bk073-01 bk074-01 bk075-01 bk076-01

入院　　・　　外来 入院 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院 入院 入院 入院　　・　　外来 入院 入院 入院　　・　　外来
ケモセーフ ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ ケモセーフ・シリンジ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ シリンジ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

APL寛解導入D（C追加） IDR-AraC療法 トリセノックス療法 R-CHOP+it
エトポシド療法(150mg/㎡)
(患者限定)

HD-AraC AraC+MIT (第1コース) AraC+DNR (第2コース) it（MTX/AraC/PSL） AraC+ACR (第3コース) A-triple-V (第4コース) A＋CHP療法

グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ　１袋
キロサイドはケモセーフ経験
者が調製

トリセノックスはアンプル
キャップ付けたままアンプル
カットすること
できるだけケモセーフ経験者
が優先して調製

プレドニン注20mg　　１A
メソトレキセート
（15mg/body）
キロサイド注　（40mg/body）
生食注　　　4mL

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
フィルターなし

プレドニン注20mg　　１A
メソトレキセート
（15mg/body）
キロサイド注　（40mg/body）
生食注　　　4mL

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋

持続点滴末梢（３０分） day1 day1～5 髄腔内注（腰椎） 持続点滴末梢（３０分） day1 day1-3 day1-3 髄腔内注（腰椎） day1-5 day1-5 持続点滴末梢（３０分）

生食　100mL　　　１瓶
ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ注（12mg/㎡）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
メインルート

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

生食１０００ｍL　１袋
エトポシド　（150mg/㎡）

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋 休薬完了day1 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
生食　100mL　　　　　１瓶
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ注（50mg/㎡）

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１８０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食1000mL　　　１袋

生食　100mL　　　１瓶
ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ注（12mg/㎡）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用
Rp.3と同時
上ルート

生食250mL　　　1袋
トリセノックス注（0.15mg/kg）

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１A

休薬完了day1
生食500mL　　１袋
シタラビン（２g/㎡）
全量５００ｍL

生食500mL　　１袋
キロサイド注（200mg/㎡）
Rp.3と同時
上ルート

生食500mL　　１袋
キロサイド注（200mg/㎡）
Rp.3と同時
上ルート

５ｍLシリンジで調製
①MTX50mg１Vあたり生食
4m_Lで溶解
②溶解液1.2mLとｷﾛｻｲﾄﾞ2mL
を混合
③混合液でﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝを溶解
※ケモセーフ経験者が調製

生食500mL　　１袋
キロサイド注（200mg/㎡）
Rp.3と同時
上ルート

生食500mL　　１袋
キロサイド注（200mg/㎡）
Rp.3と同時

生食500ｍL　　　　　1袋
ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注（750mg/㎡）

持続点滴末梢（23時間） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１８０分） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（６０分）

休薬完了day14

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

休薬完了day5

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）
開始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

生食　100mL　　　１瓶
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ
Na100mg　　１A
Rp.2のシタラビン終了8時間
後から

生食100ｍL　１袋
ノバントロン　（7mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

生食100ｍL　１袋
ダウノマイシン（50mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

生食100ｍL　１袋
アクラシノン（20mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

生食５００ｍL　１袋
エトポシド　（100mg/㎡）
Rp.2と同時

生食　100mL　　　１瓶
アドセトリス注（1.8mg/kg）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用

持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分）

イメンド内服
生食1000mL　　　１袋
Rp.2終了後
メインルート

寛解導入1日1回60回まで
寛解導入後5週間の間に1日1
回25回投与

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
生食500mL　　１袋
シタラビン（２g/㎡）
全量５００ｍL

休薬完了day5 休薬完了day21

持続点滴末梢（23時間30分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１８０分） day4、5 day4、5 day8

トリセノックス：4時間まで投与
時間延長可

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　　（1.4mg/㎡）
MAX　2mg/body
5～6分で投与

生食500mL　　１袋
キロサイド注（200mg/㎡）
上ルート

生食500mL　　１袋
キロサイド注（200mg/㎡）
上ルート

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　　（0.8mg/㎡）
MAX　2mg/body
5～6分で投与

体重が、87kg以上だとアドセト
リスﾞの希釈が不十分の可能
性あり→生食250mLへ変更
考慮

day2、3 持続点滴末梢（５分） day2-5 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（５分）

生食　100mL　　　１瓶
ｲﾀﾞﾏｲｼﾝ注（12mg/㎡）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用
Rp.2と同時
上ルート

投与後チャック付きビニール
袋でルートを専用BOXに廃棄
BOXが溜まったら、化学療法
調製室へ持っていく

生食　100mL　　　１瓶
ドキソルビシン　（50mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V

生食　５０ｍL　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　５０ｍL　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　５０ｍL　　　　１瓶
ルートキープ用

持続点滴末梢（３０分） ※調製室でまとめて廃棄 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分）

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.1と同時
下ルート

調製に使用したシリンジ、薬
剤アンプルをチャック付きビ
ニール袋に密閉して専用BOX
へ廃棄
専用BOXは鍵付きの場所に
保管する

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン　（750mg/㎡）

生食500mL　　１袋
シタラビン（２g/㎡）
全量５００ｍL

休薬完了day5 休薬完了day5

持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１８０分） day10

生食1000mL　　　１袋
Rp.1終了後
メインルート

休薬完了day21

生食　100mL　　　１瓶
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ
Na100mg　　１A
Rp.2のシタラビン終了8時間
後から

生食　50mL　　　　１瓶
フィルデシン　（2mg/㎡）

持続点滴末梢（23時間30分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（５分）

５ｍLシリンジで調製
①MTX50mg１Vあたり生食
4m_Lで溶解
②溶解液1.2mLとｷﾛｻｲﾄﾞ2mL
を混合
③混合液でﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝを溶解
※ケモセーフ経験者が調製

生食500mL　　１袋
シタラビン（２g/㎡）
全量５００ｍL

生食　５０ｍL　　　　１瓶
ルートキープ用

day4-7 持続点滴末梢（１８０分） 持続点滴末梢（５分）

生食　500mL　　　１袋
キロサイド注（100mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルート

内服、解熱剤予防的に内服
することあり。

休薬完了day5 休薬完了day10

持続点滴末梢（２４時間）

生食1000mL　　　１袋
Rp.1と同時
メインルート

≪リツキサンの投与速度≫
【初回】
開始1時間→25mL/hr
その後1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

持続点滴末梢（２４時間）

休薬完了day14

【2回目以降、忍容性あり】
①か②のどちらかで投与可能
①開始1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

イメンド内服

②主治医の指示があれば、
以下の速度可
開始30分→200mL/hr
その後→400mL/hr
参照：重篤な心疾患なし、採
血リンパ球数5000/μL未満
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血液内科

コード
ナンパリング

プロトコー
ル名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技

bk078-01 bk079-01 bk080-01 bk081-01 bk082-01 bk083-01 bk084-01 bk085-01 bk086-01 bk087-01 bk088-01 bk089-01 bk090-01 bk091-01 bk092-01 bk093-01

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　 入院　 入院　 入院　 入院　 入院　 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来
ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

ALL202-O(60歳以上)
寛解導入療法

ALL202-O(60歳以上)
寛解導入療法

ALL202-O(60歳以上)
寛解導入療法

ALL202-O(60歳以上)
寛解導入療法

ALL202-O(60歳以上)
寛解導入療法

ABVD療法 CHASE療法 ビーリンサイト１　＜45kg ビーリンサイト２～５　＜45kg ビーリンサイト６～９　＜45kg ビーリンサイト１　≧45kg ビーリンサイト２～５　≧45kg ビーリンサイト６～９　≧45kg ベスポンサ１コース目
ベスポンサ２コース目以降
（day1　0.8mg/㎡）

ベスポンサ２コース目以降
（day1　0.5mg/㎡）

day1～3 day8、15、22
day9
ロイナーゼ　静注
皮内注あり

day11、13、16、18、20
ロイナーゼ　静注

day11、13、16、18、20
ロイナーゼ　筋注

ダカルバジンは消灯して調製
出来る限り調製時間は短くし、投
与直前に調製完了すること
下ルートは遮光袋で覆うこと

前投薬　支持療法
処方あり

前投薬　支持療法
処方あり

前投薬　支持療法
処方あり

day1 day8、15、22 day9 day11、13、16、18、20 day11、13、16、18、20 day1,15 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1 day1、8、15

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　　（1.3mg/㎡）
MAX　2mg/body
5～6分で投与

ロイナーゼ注（3000U/㎡）
注射用水20mL　　　1A
生食20mL　　　　　　1A
主治医は皮内反応(30分経
過観察)の結果後、ケモ調製
室に調製可否を電話連絡

5%ブドウ糖500mL　1袋
ロイナーゼ注（3000U/㎡）
注射用水20mL　　　1A
注射用水は溶解用

ロイナーゼ注（3000U/㎡）
5%ブドウ糖20mL　　　1A
5%ブドウ糖は溶解用

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6ｍｇ　　1.5V
メインルート

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　1袋
デキサート注6.6mg　　5V
フィルターなし

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　3V
※BDケモ用ルートを使用しな
い

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　3V
※BDケモ用ルートを使用しな
い

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　3V
※BDケモ用ルートを使用しな
い

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　3V
※BDケモ用ルートを使用しな
い

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　3V
※BDケモ用ルートを使用しな
い

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　3V
※BDケモ用ルートを使用しな
い

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） 皮内注射 持続点滴末梢（１２０分） 筋肉注射 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　　（1.3mg/㎡）
MAX　2mg/body
5～6分で投与

生食　５０ｍL　　　　１瓶
ルートキープ用

5%ブドウ糖500mL　1袋
ロイナーゼ注（3000U/㎡）
注射用水20mL　　　1A
注射用水は溶解用
主治医からの電話連絡後に
調製

生食　５０ｍL　　　　１瓶
ルートキープ用

休薬完了day1

生食　１００ｍL　　１瓶
ドキソルビシン（25mg/㎡）
Nsは投与開始15分後ｹﾓ調製
室に連絡→調製開始
上ルートより

生食500mL　　1袋
エトポシド（100mg/㎡）
上ルートより

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（5μg/㎡/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（15μg/㎡/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（15μg/㎡/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（9μg/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（28μg/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（28μg/day）
下ルート

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１A

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１A

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１A

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　100mL　　　１瓶
ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ注（30mg/㎡）

休薬完了day1
生食　５０ｍL　　　　１瓶
ルートキープ用

休薬完了day1

生食　５０ｍL　　１瓶
エクザール（6mg/㎡）
MAX　10mg/body
全開で  5～6分で投与
上ルートより

生食500mL　　1袋
エンドキサン（1200mg/㎡）
下ルートより

ビーリンサイト
注射用水3ｍL/Vで溶解
【採取量は要確認】
☆24時間で更新　残薬廃棄
☆デキサートと別ルートで投
与
下ルートにコネクタをつけて接
続。延長ルート使用可
点滴速度10mL/hで固定

ビーリンサイト
注射用水3ｍL/Vで溶解
【採取量は要確認】
☆24時間で更新　残薬廃棄
☆デキサートと別ルートで投
与
下ルートにコネクタをつけて接
続。延長ルート使用可
点滴速度10mL/hで固定

ビーリンサイト
注射用水3ｍL/Vで溶解
【採取量は要確認】
☆24時間で更新　残薬廃棄
☆デキサートと別ルートで投
与
下ルートにコネクタをつけて接
続。延長ルート使用可
点滴速度10mL/hで固定

ビーリンサイト
注射用水3ｍL/Vで溶解
【9μg→0.83mL採取して加
注】
☆24時間で更新　残薬廃棄
☆デキサートと別ルートで投
与
下ルートにコネクタをつけて接
続。延長ルート使用可

ビーリンサイト
注射用水3ｍL/Vで溶解
【28μg→2.6mL採取して加
注】
☆24時間で更新　残薬廃棄
☆デキサートと別ルートで投
与
下ルートにコネクタをつけて接
続。延長ルート使用可

ビーリンサイト
注射用水3ｍL/Vで溶解
【28μg→2.6mL採取して加
注】
☆24時間で更新　残薬廃棄
☆デキサートと別ルートで投
与
下ルートにコネクタをつけて接
続。延長ルート使用可

生食　50mL　　　　　１瓶
注射用水20mL　　　1A
ベスポンサ（0.8mg/㎡）
注射用水4ｍL/Vで溶解
調製時キャビネット内のみ消
灯
点滴バッグ遮光

生食　50mL　　　　　１瓶
注射用水20mL　　　1A
ベスポンサ（0.8mg/㎡）
注射用水4ｍL/Vで溶解
調製時キャビネット内のみ消
灯
点滴バッグ遮光

生食　50mL　　　　　１瓶
注射用水20mL　　　1A
ベスポンサ（0.5mg/㎡）
注射用水4ｍL/Vで溶解
調製時キャビネット内のみ消
灯
点滴バッグ遮光

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（１２０分） day2～7 day9～28 day9～28 day2～7 day2～28 day2～28 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（800mg/㎡）

休薬完了day1

生食　100mL　　　１瓶
ダカルバジン（375mg/㎡）
ルート刺入部まで遮光後投与
ベッドサイドの消灯
下ルートより

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（5μg/㎡/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（15μg/㎡/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（15μg/㎡/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（9μg/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（28μg/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（28μg/day）
下ルート

休薬完了day28

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） day2､3 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） day8、15 day8、15

イメンド内服

Rp.２の静注用のロイナーゼ
は皮内反応確認後、主治医
からの電話連絡を待ってか
ら調製すること。

生食　100mL　　　１瓶
アドセトリス注（1.2mg/kg）
注射用水100mL　　1瓶
注射用水は溶解用

生食　50mL　　　1瓶
デキサート注6.6mg　　5V
フィルターなし

ビーリンサイト

上記参照

ビーリンサイト

上記参照

ビーリンサイト

上記参照

ビーリンサイト

上記参照

ビーリンサイト

上記参照

ビーリンサイト

上記参照

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

day2、3 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day8 day8 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　100mL　　　１瓶
ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ注（30mg/㎡）

皮内注射
2.5mLシリンジに調製
①１Vを注射用水2mLで溶解
後、生食3mLを加注。
②①を0.1mL取ったシリンジに
生食0.9mLを加え混和し、
0.9mLを廃棄。

生食500mL　　1袋
エトポシド（100mg/㎡）
上ルートより

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　3V
※BDケモ用ルートを使用しな
い

休薬完了day42 休薬完了day84

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　3V
※BDケモ用ルートを使用しな
い

休薬完了day42 休薬完了day84
生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１V

持続点滴末梢（３０分） day8,22は休薬 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　５０ｍL　　　　１瓶
ルートキープ用

＜皮内注　調製例＞
溶解に使用した注射用水の
アンプルを空にする。①0.1mL
と生食0.9mLを空アンプルに
入れて混和する。混和したも
のから0.1mL取る。

休薬完了day28

生食500mL　　１袋
シタラビン（2g/㎡）
全量５００ｍL
下ルートより

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（15μg/㎡/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（28μg/day）
下ルート

生食　50mL　　　　　１瓶
注射用水20mL　　　1A
ベスポンサ（0.5mg/㎡）
注射用水4ｍL/Vで溶解
調製時キャビネット内のみ消
灯
点滴バッグ遮光

生食　50mL　　　　　１瓶
注射用水20mL　　　1A
ベスポンサ（0.5mg/㎡）
注射用水4ｍL/Vで溶解
調製時キャビネット内のみ消
灯
点滴バッグ遮光

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（１８０分） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

休薬完了day7 イメンド内服 休薬完了day21

ビーリンサイト
注射用水3ｍL/Vで溶解
【採取量は要確認】
☆24時間で更新　残薬廃棄
☆デキサートと別ルートで投
与
下ルートにコネクタをつけて接
続。延長ルート使用可
点滴速度10mL/hで固定

ビーリンサイト
注射用水3ｍL/Vで溶解
【28μg→2.6mL採取して加
注】
☆24時間で更新　残薬廃棄
☆デキサートと別ルートで投
与
下ルートにコネクタをつけて接
続。延長ルート使用可

休薬完了day21 休薬完了day28

day9～28 day9～28

４つ(+α)のレジメンに分解。
組み合わせて「ALL202-O(60
歳以上)寛解導入療法」レジメ
ンとして使用。
休薬完了day28であることを
確認すること。

イメンド内服

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（15μg/㎡/day）
下ルート

生食250ｍL　　　　　1袋
生食20mL　　　　　　1A
混注前に①生食20mL②輸液
安定化液5.5mLを加注
注射用水20mL　　　1A
ﾋﾞｰﾘﾝｻｲﾄ（28μg/day）
下ルート

持続点滴末梢（２４時間） 持続点滴末梢（２４時間）

ビーリンサイト

上記参照

ビーリンサイト

上記参照

休薬完了day42 休薬完了day42
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血液内科

コード
ナンパリング

プロトコー
ル名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技

bk095-01 bk096-01 bk097-01 bk098-01 bk099-01 bk100-01 bk101-01 bk102-01 bk103-01 bk104-01 bk105-01 bk106-01 bk107-01 bk108-01 bk109-01

入院 入院 入院 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来
ケモセーフ(下ルート) シリンジ シリンジ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

MA療法
Low dose Ara-C療法
（1日1回）

Low dose Ara-C療法
（1日2回）

GDP療法 （R)-GDP療法 R-CHP+Pola CHP+Pola CHP+Pola+it R-CHP+Pola+it Pola単剤 R+Pola GCD療法 （R)－GCD療法 Pola-B Pola-BR

　day1の12時以降投与分の
みケモ調製室から払い出し
　その他は入院予約注射
（カート）で払い出し

シリンジ調製

シリンジキャップをつけて払
い出し

シリンジ調製

シリンジキャップをつけて払
い出し

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

プレドニン注20mg　　１A
メソトレキセート
（15mg/body）
キロサイド注　（40mg/body）
生食注　　　4mL

プレドニン注20mg　　１A
メソトレキセート
（15mg/body）
キロサイド注　（40mg/body）
生食注　　　4mL

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

day2～4　ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ内服
40mg

day2～4　ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ内服
40mg

トレアキシン
凍結時、室温で溶解後に調製

トレアキシン
凍結時、室温で溶解後に調製

day1 day4 day1～14 day1～14 day1 day1 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 髄腔内注（腰椎） 髄腔内注（腰椎） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） day1 day1 day1 day1

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6ｍｇ　6V
メインルート

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　6V
メインルート

別紙
キロサイド注（20mg/㎡）
シリンジ調製

キロサイド注（20mg/body）
シリンジ調製

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6ｍｇ　　5V

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6ｍｇ　　5V

カイトリル注　　　　　　１袋
ポララミン　5mg　　１A

カイトリル注　　　　　　１袋
ポララミン　5mg　　１A

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１A

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１A

グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ　1袋
デキサート注6.6mg　6V

グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ　1袋
デキサート注6.6mg　6V

グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ　1袋
デキサート注6.6mg　1.5V

グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ　1袋
デキサート注6.6mg　1.5V

中心静脈（３０分） 中心静脈（３０分） 皮下注射 皮下注射 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　500mL　　　　１袋
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（1200mg/body）
メインルート
Rp.3と同時

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　（2mg/body）
MAX　2mg/body
上ルートより
5～6分で投与

休薬完了day21 休薬完了day14

キロサイド注（20mg/body）
シリンジ調製
Rp.1投与12時間後に原則投
与
主治医指示あれば投与時間
変更可

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）
開始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

生食100ｍL　　　　　1瓶
注射用水20mL　　　1A
蒸留水は溶解用
ポライビー（1.8mg/kg）
２回目以降、認容性　良：
９０分→３０分　短縮可

カイトリル注　　　　　　１袋
ポララミン　5mg　　１A

カイトリル注　　　　　　１袋
ポララミン　5mg　　１A

生食100ｍL　　　　　1瓶
注射用水20mL　　　1A
蒸留水は溶解用
ポライビー（1.8mg/kg）
２回目以降、認容性　良：
９０分→３０分　短縮可

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）
開始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（90mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（90mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

中心静脈（２４時間） 中心静脈（５分） 皮下注射 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１０分） 持続点滴末梢（１０分）

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（300mg/㎡）
下ルートより
Rp.2と同時

生食　１００ｍL　　１瓶
ドキソルビシン（50mg/㎡）
上ルートより

休薬完了day14
ソルデム3A500mL　　1袋
硫酸Ｍｇ補正液　８ｍEq

ソルデム3A500mL　　1袋
硫酸Ｍｇ補正液　８ｍEq

生食100ｍL　　　　　1瓶
注射用水20mL　　　1A
蒸留水は溶解用
ポライビー（1.8mg/kg）
２回目以降、認容性　良：
９０分→３０分　短縮可

生食　100mL　　　１瓶
ドキソルビシン（50mg/㎡）

生食100ｍL　　　　　1瓶
注射用水20mL　　　1A
蒸留水は溶解用
ポライビー（1.8mg/kg）
２回目以降、認容性　良：
９０分→３０分　短縮可

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）
開始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

休薬完了day1

生食100ｍL　　　　　1瓶
注射用水20mL　　　1A
蒸留水は溶解用
ポライビー（1.8mg/kg）
２回目以降、認容性　良：
９０分→３０分　短縮可

生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC5）
MAX750mg

生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC5）
MAX750mg

生食　50mL　　　　１瓶　　　ポ
ララミン　5mg　　１A

生食　50mL　　　　１瓶　　　ポ
ララミン　5mg　　１A

中心静脈（１２０分） 中心静脈（２４時間） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（300mg/㎡）
下ルートより
Rp.3終了10時間後から

マンニットール　　　200mL マンニットール　　　200mL
生食　100mL　　　１瓶
ドキソルビシン（50mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（750mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ドキソルビシン（50mg/㎡）

生食100ｍL　　　　　1瓶
注射用水20mL　　　1A
蒸留水は溶解用
ポライビー（1.8mg/kg）
２回目以降、認容性　良：
９０分→３０分　短縮可

前投薬　支持療法
処方あり

休薬完了day1

生食100ｍL　　　　　1瓶
注射用水20mL　　　1A
蒸留水は溶解用
ポライビー（1.8mg/kg）
２回目以降、認容性　良：
９０分→３０分　短縮可

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）
開始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

中心静脈（１２０分） day11 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） day8 day8 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　6V
メインルート

生食　500mL　　　　1袋
シスプラチン　（75mg/㎡）
全量を500mLに

生食　500mL　　　　1袋
シスプラチン　（75mg/㎡）
全量を500mLに

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（750mg/㎡）

休薬完了day1
生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（750mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ドキソルビシン（50mg/㎡）

ポライビーは過量充填されて
いるため、バイアル余りがで
きることあり

前投薬　支持療法
処方あり

生食　50mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　1V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

ポライビーは過量充填されて
いるため、バイアル余りがで
きることあり

生食100ｍL　　　　　1瓶
注射用水20mL　　　1A
蒸留水は溶解用
ポライビー（1.8mg/kg）
２回目以降、認容性　良：
９０分→３０分　短縮可

day2、3 中心静脈（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） day2 持続点滴末梢（９０分）

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　6V
メインルート

生食　50mL　　　　１瓶
オンコビン　（2mg/body）
MAX　2mg/body
上ルートより
5～6分で投与

ソルデム3A500mL　　1袋 ソルデム3A500mL　　1袋 休薬完了day21
前投薬　支持療法
処方あり
day1～5　PSL内服

休薬完了day1
生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（750mg/㎡）

≪リツキサンの投与速度≫
【初回】
開始1時間→25mL/hr
その後1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１A

グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ　1袋
デキサート注6.6mg　1.5V

ポライビーは過量充填されて
いるため、バイアル余りがで
きることあり

中心静脈（３０分） 中心静脈（５分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） day2

生食　500mL　　　　１袋
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（1200mg/body）
メインルート
Rp.3と同時

前投薬　支持療法
処方あり
day1～5　PSL内服

CHP+Polaは３週間休薬する

５ｍLシリンジで調製
①MTX50mg１Vあたり生食
4m_Lで溶解
②溶解液1.2mLとｷﾛｻｲﾄﾞ2mL
を混合
③混合液でﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝを溶解
※ケモセーフ経験者が調製

休薬完了day21

【2回目以降、忍容性あり】
①か②のどちらかで投与可能
①開始1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

休薬完了day8

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）
開始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（90mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ　1袋
デキサート注6.6mg　1.5V

中心静脈（２４時間） day12-14 day8 day8 持続点滴末梢 持続点滴末梢（１０分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（300mg/㎡）
下ルートより
Rp.2と同時

生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　6V

生食　50mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V

生食　50mL　　　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

≪リツキサンの投与速度≫
【初回】
開始1時間→25mL/hr
その後1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

ポライビーは過量充填されて
いるため、バイアル余りがで
きることあり

前投薬　支持療法
処方あり
day1～5　PSL内服

５ｍLシリンジで調製
①MTX50mg１Vあたり生食
4m_Lで溶解
②溶解液1.2mLとｷﾛｻｲﾄﾞ2mL
を混合
③混合液でﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝを溶解
※ケモセーフ経験者が調製

②主治医の指示があれば、
以下の速度可
開始30分→200mL/hr
その後→400mL/hr
参照：重篤な心疾患なし、採
血リンパ球数5000/μL未満

GCDはday21まで休薬する
生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

休薬完了day21
生食　50mL　　　　１瓶
トレアキシン注（90mg/㎡）
溶解後6時間以内に投与終了

中心静脈（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１０分）

生食　500mL　　　　１袋
エンドキサン（300mg/㎡）
下ルートより
Rp.3終了10時間後から

day12-14はカート払い出し
生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　50mL　　　　　　１瓶
ポララミン　5mg　　１V

【2回目以降、忍容性あり】
①か②のどちらかで投与可能
①開始1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

CHP+Polaは３週間休薬する
前投薬　支持療法
処方あり
day1～5　PSL内服

休薬完了day21
前投薬　支持療法
処方あり

休薬完了day21

中心静脈（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分）

休薬完了day21 休薬完了day21

生食　500mL　　　　１袋
リツキサン　　（375mg/㎡）
開始1時間→25mL/hr
2回目以降､忍容性…

②主治医の指示があれば、
以下の速度可
開始30分→200mL/hr
その後→400mL/hr
参照：重篤な心疾患なし、採
血リンパ球数5000/μL未満

ポライビーは過量充填されて
いるため、バイアル余りがで
きることあり

≪リツキサンの投与速度≫
【初回】
開始1時間→25mL/hr
その後1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

≪リツキサンの投与速度≫
【初回】
開始1時間→25mL/hr
その後1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

≪リツキサンの投与速度≫
【初回】
開始1時間→25mL/hr
その後1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

持続点滴末梢

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

ポライビーは過量充填されて
いるため、バイアル余りがで
きることあり

【2回目以降、忍容性あり】
①か②のどちらかで投与可能
①開始1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

【2回目以降、忍容性あり】
①か②のどちらかで投与可能
①開始1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

【2回目以降、忍容性あり】
①か②のどちらかで投与可能
①開始1時間→100mL/hr
その後→200mL/hr

持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day21

②主治医の指示があれば、
以下の速度可
開始30分→200mL/hr
その後→400mL/hr
参照：重篤な心疾患なし、採
血リンパ球数5000/μL未満

②主治医の指示があれば、
以下の速度可
開始30分→200mL/hr
その後→400mL/hr
参照：重篤な心疾患なし、採
血リンパ球数5000/μL未満

②主治医の指示があれば、
以下の速度可
開始30分→200mL/hr
その後→400mL/hr
参照：重篤な心疾患なし、採
血リンパ球数5000/μL未満

ポライビーは過量充填されて
いるため、バイアル余りがで
きることあり

前投薬　支持療法
処方あり

Hyper-CVAD/MA

入院　　・　　外来
ケモセーフ(下ルート)
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