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療法名 使用抗癌剤（投与量） 1クール 癌腫 対象

BM-009 ガザイバ療法 ガザイバ(1000mg/body) 21日～28

日

濾胞性リンパ腫 CD20陽性例

BM-010 ABVD(375)療法 ドキソルビシン(25mg/㎡)

ブレオ(9mg/㎡)

エクザール(6mg/㎡)

プレドニン(40mg/body)

ダカルバジン(375mg/㎡)

28日 ホジキンリンパ腫 早期及び進行期

BM-011 High dose MTX+AraC(Burkitt ML・ALL/B

PDCN)交替療法

メソトレキセート(1g/㎡)

シタラビン(3g/㎡)

14～21日 バーキットリンパ腫

バーキットALL

芽球形質細胞様樹状細

胞腫瘍

初発例

難治例

BM-012 Hyper CVAD(Burkitt ML・ALL/BPDCN)交

替療法

エンドキサン(300mg/㎡)

オンコビン(1.4mg/㎡)

ドキソルビシン(50mg/㎡)

デキサート(39.6mg/body)

14～21日 バーキットリンパ腫

バーキットALL

芽球形質細胞様樹状細

胞腫瘍

初発例

難治例

BM-013 イストダックス療法 イストダックス(14mg/㎡) 28日 末梢性T細胞リンパ腫 再発又は難治性

BM-016 High dose MTX+AraC(3500/2000)療法 メソトレキセート(500mg/㎡)

メソトレキセート(3000mg/㎡)

シタラビン(2000mg/㎡)×２

プレドニン(100mg/body)

21日 悪性リンパ腫 中枢神経系原発例

中枢神経浸潤例

BM-019 ムンデシン療法 ムンデシンカプセル(300mg/回) 末梢性T細胞リンパ腫 再発・難治性

BM-023 ベンダムスチン療法（90） トレアキシン(90mg/㎡) 28日 非ホジキンリンパ腫 未治療の低悪性度/マントル細胞型

BM-025 イムブルビカ療法 イムブルビカカプセル(小リンパ球性リ

ンパ腫:420mg/body､マントル細胞リンパ

腫:560mg/body)

小リンパ球性リンパ腫

・マントル細胞リンパ

腫

再発・難治性

BM-028 ｍＭＥＡＭ療法 サイメリン(300mg/㎡)

ベプシド(200mg/㎡)

シタラビン(2g/㎡)

アルケラン(70mg/㎡)

7日 悪性リンパ腫 自家末梢血幹細胞移植前処置

BM-035 アドセトリス療法 アドセトリス(1.8mg/kg) 21日 ホジキンリンパ腫・未

分化大細胞リンパ腫

再発・難治性/CD30陽性
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BM-036 Dose-Adjusted EPOCH療法 ベプシド(50mg/㎡)

ドキソルビシン(10mg/㎡)

オンコビン(0.4mg/㎡)

エンドキサン(750mg/㎡)

プレドニゾロン錠(60mg/㎡)

21日 悪性リンパ腫 再発

BM-038 GDP療法(21日間) ジェムザール(1000mg/㎡)

シスプラチン(75mg/㎡)

デキサート(39.6mg/body)

21日 悪性リンパ腫 治療抵抗性

BM-045 ゾリンザ療法 ゾリンザカプセル(400mg/body) 皮膚T細胞性リンパ腫 再発・難治性

BM-048 ポテリジオ療法 ポテリジオ(1mg/kg) 28日 成人T細胞白血病リンパ

腫・末梢性T細胞リンパ

腫・皮膚T細胞性リンパ

腫

再発・難治性

BM-050 ABVd(250)療法 ドキソルビシン(25mg/㎡)

ブレオ(9mg/㎡)

エクザール(6mg/㎡)

プレドニン(40mg/body)

ダカルバジン(250mg/㎡)

28日 ホジキンリンパ腫

BM-0511 PEE療法 ベプシドカプセル(25～50mg/body)

エンドキサン錠(50mg/body)

プレドニゾロン錠(10mg/body)

28日 非ホジキンリンパ腫 小リンパ球性/マントル細胞型/辺縁帯型

/T細胞型

BM-0512 PEP療法 塩酸プロカルバジンカプセル(50mg/bod

y)

エンドキサン錠(50mg/body)

プレドニゾロン錠(10mg/body)

28日 非ホジキンリンパ腫 小リンパ球性/マントル細胞型/辺縁帯型

/T細胞型

BM-052 リツキサン療法 リツキサン(375mg/㎡) 7日 非ホジキンリンパ腫 CD20陽性B細胞型

BM-053 FCAP療法 ドキソルビシン(40mg/㎡)

エンドキサン(1000mg/㎡)

フィルデシン(3mg/body)

プレドニン(60mg/㎡)

プレドニゾロン錠(40～100mg/body)

21日 非ホジキンリンパ腫 低中悪性度
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BM-054 CHOP療法 ドキソルビシン(50mg/㎡)

エンドキサン(750mg/㎡)

オンコビン(1.4mg/㎡)

プレドニン(100mg/body)

プレドニゾロン錠(40～100mg/body)

21日 非ホジキンリンパ腫 低中悪性度

BM-055 THP-COP療法 テラルビシン(40mg/㎡)

エンドキサン注(750mg/㎡)

オンコビン(1.4mg/㎡)

プレドニン(60mg/㎡)

プレドニゾロン錠(40～100mg/body)

21日 非ホジキンリンパ腫 低中悪性度

BM-0561 ＭＬ５　１クール ドキソルビシン(40mg/㎡)

エンドキサン(1000mg/㎡)

フィルデシン(3mg/body)

プレドニン(60mg/㎡)

28日～ 非ホジキンリンパ腫 中悪性度の病期Ⅱ以上

成人Ｔ細胞性白血病リンパ腫/末梢性Ｔ

細胞リンパ腫/Ｔ前駆細胞リンパ芽球性

リンパ腫

BM-0562 ＭＬ５　２クール ノバントロン(8mg/㎡)

エンドキサン(400mg/㎡)

ベプシド(100mg/㎡)

プレドニン(60mg/㎡)

塩酸プロカルバジンカプセル(100mg/㎡)

28日～ 非ホジキンリンパ腫 中悪性度の病期Ⅱ以上

成人Ｔ細胞性白血病リンパ腫/末梢性Ｔ

細胞リンパ腫/Ｔ前駆細胞リンパ芽球性

リンパ腫

BM-0563 ＭＬ５　３クール ドキソルビシン(40mg/㎡)

エンドキサン(1000mg/㎡)

フィルデシン(3mg/body､1mg/body)

プレドニン(60mg/㎡)

28日～ 非ホジキンリンパ腫 中悪性度の病期Ⅱ以上

マントル細胞型､辺縁帯型､成人Ｔ細胞性

白血病リンパ腫/末梢性Ｔ細胞リンパ腫/

Ｔ前駆細胞リンパ芽球性リンパ腫

BM-0564 ＭＬ５　４クール メソトレキセート(1000mg/㎡×2)

シタラビン(3000mg/㎡)×２

プレドニン(100mg/body)

28日～ 非ホジキンリンパ腫 中悪性度の病期Ⅱ以上

末梢性Ｔ細胞リンパ腫/Ｔ前駆細胞リン

パ芽球性リンパ腫

BM-0565 ＭＬ５　５クール ノバントロン(8mg/㎡)

エンドキサン(400mg/㎡)

ベプシド(130mg/㎡)

プレドニン(60mg/㎡)

28日～ 非ホジキンリンパ腫 中悪性度の病期Ⅱ以上

末梢性Ｔ細胞リンパ腫/Ｔ前駆細胞リン

パ芽球性リンパ腫
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BM-0571 ＭＣＬ・ＭＺＬプロトコル　１クール オンコビン(0.5mg/body)

ドキソルビシン(10mg/㎡)

デキサート(39.6mg/body)

エンドキサン(1000mg/㎡)

28日 非ホジキンリンパ腫 辺縁帯型/マントル細胞型

BM-0574 ＭＣＬ・ＭＺＬプロトコル　４クール ドキソルビシン(40mg/㎡)

エンドキサン(300mg/㎡)

フィルデシン(1mg/body)

プレドニン(60mg/㎡)

28日 非ホジキンリンパ腫 辺縁帯型/マントル細胞型

BM-0581 Burkitt induction療法 フィルデシン(1mg/body)

メソトレキセート(1000mg/㎡×2)

エンドキサン(600mg/㎡)

プレドニン(60mg/㎡)

28日 非ホジキンリンパ腫 Burkitt型

BM-0582 Burkitt A療法 メソトレキセート(1500mg/㎡×2)

ドキソルビシン(40mg/㎡)

エンドキサン(1000mg/㎡)

フィルデシン(3mg/body

1mg/body)

プレドニン(60mg/㎡)

メソトレキセート(15mg/body)

キロサイド(40mg/body)

プレドニン(40mg/body)

28日 非ホジキンリンパ腫 Burkitt型

BM-0583 Burkitt B療法 メソトレキセート(1000mg/㎡×2)

ドキソルビシン(40mg/㎡)

エンドキサン(300mg/㎡)

フィルデシン(1mg/body)

プレドニン(60mg/㎡)

メソトレキセート(15mg/body)

キロサイド(40mg/body)

プレドニン(40mg/body)

28日 非ホジキンリンパ腫 Burkitt型

BM-061 VAD療法 オンコビン(0.5mg/body)

ドキソルビシン(9mg/㎡)

デキサート(39.6mg/body)

28日 非ホジキンリンパ腫 再発・難治性
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BM-063 エトポシド大量療法 ベプシド(500mg/㎡)

プレドニン(100mg/body)

7日 非ホジキンリンパ腫 自家末梢血幹細胞移植前処置

BM-068 メルファラン大量療法(PBSCT) アルケラン(100mg/㎡） 28日 悪性リンパ腫 末梢血幹細胞移植

BM-069 THPFCAP療法 テラルビシン(40mg/㎡)

エンドキサン(1000mg/㎡)

フィルデシン(3mg/body)

プレドニン（60mg/㎡)

プレドニゾロン錠（60mg/body)

21日 非ホジキン性悪性リン

パ腫

低・中悪性度

BM-070 シクロホスファミド大量療法(50) エンドキサン(50mg/kg)

デキサート(39.6mg/body)

2日 悪性リンパ腫 自家末梢血幹移植の幹細胞採取前処置

BM-072 CHASE療法 エンドキサン(1200mg/㎡)

シタラビン(2000mg/㎡)

ベプシド(100mg/㎡)

デキサート(39.6mg/body)

21日 非ホジキンリンパ腫 中・高悪性度/再発・難治性

BM-073 DeVIC療法 イホマイド(1500mg/㎡)

カルボプラチン(300mg/㎡)

ベプシド(100mg/㎡)

デキサート(39.6mg/body)

21日 非ホジキンリンパ腫 中・高悪性度/再発・難治性

BM-075 WTHPFCAP療法 テラルビシン(40mg/㎡)

フィルデシン(3mg/body､1mg/body)

エンドキサン(1000mg/㎡)

プレドニン(60mg/㎡)

28日 非ホジキンリンパ腫 再発・難治性

BM-082 FCP療法 フルダラ(25mg/㎡)

エンドキサン(300mg/㎡)

プレドニン(60mg/㎡)

28日 悪性リンパ腫 再発・難治性

BM-085 ロイナーゼ療法 ロイナーゼ(5000U/body)

プレドニン(60mg/㎡)

14日 悪性リンパ腫 難治性リンパ芽球性

BM-093 ベンダムスチン療法 トレアキシン(120mg/㎡) 21日 非ホジキンリンパ腫 再発/難治性の低悪性度/マントル細胞型

BM-094 ICE療法(リンパ腫) イホマイド(3g/㎡)

カルボプラチン(400mg/㎡)

ベプシド(200mg/㎡)

プレドニン(100mg/body)

4日 悪性リンパ腫 移植前処置
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BM-098 ＭＬ５　１クール(THP) テラルビシン(40mg/㎡)

エンドキサン(1000mg/㎡)

フィルデシン(3mg/body)

プレドニン(60mg/㎡)

28日 非ホジキンリンパ腫 中悪性度の病期Ⅱ以上

成人Ｔ細胞性白血病リンパ腫/末梢性Ｔ

細胞リンパ腫/Ｔ前駆細胞リンパ芽球性

リンパ腫

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 悪性リンパ腫 造血細胞移植前処置

L-060 オプジーボ療法 オプジーボ(240mg/body) 14日 ホジキンリンパ腫 再発又は難治性

Z-930 ラニムスチン療法 サイメリン(50～90mg/㎡) 42～56日 悪性リンパ腫


