白血病（骨髄異形成症候群含む）
管理
療法名

使用抗癌剤（投与量）

1クール

癌腫

対象

№
BL-001

IBMP療法

イダマイシン(12mg/㎡)

21日〜

サンラビン(350mg/㎡)

急性骨髄性白血病（M3除く）・ 70歳未満の寛解導入療法
骨髄異形成症候群

プレドニン(20mg/body)
ロイケリン(70mg/㎡)
ベプシド(100mg/㎡)
BL-002

IBMP療法（70歳以上）

イダマイシン(10mg/㎡)

21日〜

サンラビン(300mg/㎡)

急性骨髄性白血病（M3除く）・ 70歳以上の寛解導入療法
骨髄異形成症候群

プレドニン(20mg/body)
ロイケリン(70mg/㎡)
ベプシド(100mg/㎡)
BL-003

High dose AraC+MIT療法

シタラビン(2000mg/㎡)×２

33日〜

急性白血病・骨髄異形成症候群 60歳未満/強化療法/寛解導入療法

33日〜

急性白血病・骨髄異形成症候群 60歳以上/強化療法/寛解導入療法

21日〜

急性白血病・骨髄異形成症候群 強化療法/寛解導入療法

21日〜

急性白血病・骨髄異形成症候群 強化療法/寛解導入療法

13日〜

急性白血病・骨髄異形成症候群 維持強化療法

18日〜

急性白血病・骨髄異形成症候群 強化療法

プレドニン(20〜40mg/body)×２
ノバントロン(7mg/㎡)
BL-004

High dose AraC+MIT療法（60歳以上） シタラビン(1000mg/㎡)×２
プレドニン(20〜40mg/body)×２
ノバントロン(7mg/㎡)

BL-005

ACR+PSL療法

アクラシノン(20mg/body)
プレドニン(20〜40mg/body)

BL-006

IBMP+VCR療法

イダマイシン(10mg/㎡)
オンコビン(0.5mg/body)
プレドニン(20〜40mg/body)
サンラビン(350mg/㎡)
ロイケリン(70mg/㎡)

BL-007

BAMP療法

サンラビン(350mg/㎡)
アクラシノン(20mg/body)
プレドニン(20〜80mg/body)
ロイケリン(70mg/㎡)

BL-008

5drugs療法

ベプシド(100mg/㎡)
ノバントロン(6mg/㎡)
エンドキサン(800〜1500mg/body)
プレドニン(20〜80mg/body)
ロイケリン(70mg/㎡)

白血病（骨髄異形成症候群含む）
管理
療法名

使用抗癌剤（投与量）

癌腫

1クール

対象

№
BL-009

mini IBMP+VCR療法

サンラビン(350mg/㎡)

12日〜

急性白血病・骨髄異形成症候群 維持強化療法

42日

急性骨髄性白血病(M3)

14日〜

急性骨髄性白血病・骨髄異形成 強化療法

オンコビン(0.5mg/body)
プレドニン(20〜40mg/body)
イダマイシン(10mg/㎡)
ロイケリン(70mg/㎡)
BL-010

IBMP療法（M3)

サンラビン(350mg/㎡)

寛解導入療法

イダマイシン(10mg/㎡)
プレドニン(20mg/body)
ロイケリン(70mg/㎡)
ベサノイド(45mg/㎡)
BL-011

High dose MTX+VCR療法

メソトレキセート(1〜5g/body)
オンコビン(0.5〜1.0mg/body)

症候群

プレドニン(20〜80mg/body)
メソトレキセート(10〜15mg/body)
キロサイド(20〜40mg/body)
プレドニン(20〜40mg/body)
BL-012

MTX+AraC+PSL髄注療法

メソトレキセート(15mg/body)

急性白血病・骨髄異形成症候群 中枢神経系白血病の予防・治療

キロサイド(40mg/body)
プレドニン(40mg/body)
BL-014

Ph陰性ALL療法(60歳未満）

エンドキサン(1200mg/㎡)

35日

ダウノマイシン(60mg/㎡)

フィラデルフィア染色体陰性急 60歳未満の寛解導入療法
性リンパ性白血病

オンコビン(1.3mg/㎡)
ロイナーゼ(3000U/㎡)
プレドニゾロン錠(60mg/㎡)
BL-015

Ph陰性ALL療法(60歳以上）

エンドキサン(800mg/㎡)

35日

ダウノマイシン(30mg/㎡)

フィラデルフィア染色体陰性急 60歳以上の寛解導入療法
性リンパ性白血病

オンコビン(1.3mg/㎡)
ロイナーゼ(3000U/㎡)
プレドニゾロン錠(60mg/㎡)
BL-017

フルダラビン療法BL

フルダラ(30mg/body)

28日

慢性リンパ性白血病

BL-018

ビンクリスチン療法B

オンコビン(2mg/body)

7日

白血病

BL-022

タシグナ療法

タシグナカプセル(800mg/body)

慢性骨髄性白血病

ｲﾏﾁﾆﾌﾞ抵抗性の慢性期/移行期

白血病（骨髄異形成症候群含む）
管理
療法名

使用抗癌剤（投与量）

癌腫

1クール

対象

№
BL-023

スプリセル療法

スプリセル錠(慢性期CML:100mg/body､

慢性骨髄性白血病・フィラデル ｲﾏﾁﾆﾌﾞ抵抗性(CML)/再発または難

移行期または急性期CML:140mg/body､Ph

フィア染色体陽性急性リンパ性 治性(ALL)

(+)ALL:140〜180mg/body)

白血病

BL-030

アザシチジン療法

ビダーザ(75mg/㎡)

28日

骨髄異形成症候群

高リスク

BL-031

アザシチジン療法(5日間)

ビダーザ(75mg/㎡)

26日

骨髄異形成症候群

高リスク

BL-032

イマチニブ療法

イマチニブ錠(慢性骨髄性白血病:慢性

慢性骨髄性白血病・急性リンパ 急性リンパ性白血病:フィラデル

期400mg/body､移行期又は急性期600mg/

性白血病・慢性好酸球性白血病 フィア染色体陽性

BL-033

内服シタラビン療法

body､急性リンパ性白血病:600mg/body､

慢性好酸球性白血病:FIP1L1-PDGF

慢性好酸球性白血病:100mg/body)

Rα陽性

スタラシドカプセル(100〜300mg/body) 28〜42日

成人急性リンパ性白血病・骨髄
異形成症候群

BL-034

ヒドロキシカルバミド療法

ハイドレアカプセル(初回:500〜2000mg

慢性骨髄性白血病

/body､寛解後の維持:500〜1000mg/bod
y)
BL-036

ボシュリフ療法

ボシュリフ錠(500mg/body)

慢性骨髄性白血病

前治療に抵抗性または不耐容のフ
ィラデルフィア染色体陽性例

BL-038

アイクルシグ療法

アイクルシグ錠(45mg/body)

慢性骨髄性白血病・フィラデル 再発・難治性及び治療抵抗性
フィア陽性急性リンパ性白血病

BM-025

イムブルビカ療法

イムブルビカカプセル(420mg/body)

BM-048

ポテリジオ療法

ポテリジオ(1mg/kg)

28日

慢性リンパ性白血病

再発・難治性

成人T細胞白血病リンパ腫・末

再発・難治性

梢性T細胞リンパ腫・皮膚T細胞
性リンパ腫
BM-082

FCP療法

フルダラ(25mg/㎡)

28日

慢性リンパ性白血病

再発・難治性

造血細胞移植

エンドキサン(300mg/㎡)
プレドニン(60mg/㎡)
BT-080

短期メトトレキサート療法

メソトレキセート(15mg/㎡､10mg/㎡)

11日

白血病・骨髄異形成症候群

BT-081

シクロホスファミド大量療法

エンドキサン(60mg/kg)

2日

急性白血病・慢性骨髄性白血病 造血細胞移植前処置

BT-086

FLU+L-PAM療法

フルダラ(30mg/㎡)

5日

急性白血病・骨髄異形成症候群 造血細胞移植前処置

アルケラン(70mg/㎡)
BT-093

FLU+BUS(30/3.2分割4日)療法

ブスルフェクス（0.8g/kg×4）
フルダラ（30mg/㎡）

・慢性骨髄性白血病
5日

急性骨髄性白血病・骨髄異形成 移植前処置
症候群

GVHD予防

白血病（骨髄異形成症候群含む）
管理
療法名

使用抗癌剤（投与量）

1クール

癌腫

№
Z-930

ラニムスチン療法

サイメリン(50〜90mg/㎡)

42〜56日

慢性骨髄性白血病

対象

