
MMレジメン一覧

登録番号 レジメン名 一般名 商品名 投与量 ルート 施行日 1コースの期間

ボルテゾミブ ベルケイド 1.3mg/m^2 SC Day1, 4, 8, 11

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body PO

1, 2コース
Day1～4, 9～12
3, 4コース
Day1～4

メルファラン アルケラン錠 9mg/m^2 PO Day1～4

プレドニゾロン プレドニゾロン錠 60mg/m^2 PO Day1～4

ボルテゾミブ ベルケイド注射用 1.3mg/m^2 SC

1～4コース
Day1, 4, 8, 11, 22, 25, 29,
32
5～9コース
Day1, 8, 22, 29

デキサメタゾン デキサート注射液 40mg/body DIV Day1～4

シクロホスファミド エンドキサン 400mg/m^2 DIV Day1～4

エトポシド エトポシド 40mg/m^2 DIV Day1～4

シスプラチン シスプラチン 10mg/m^2 DIV Day1～4
ボルテゾミブ ベルケイド 1.3mg/m^2 IV Day1,4,8,11

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po
1コース目
Day1～4,8～11,15～18

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po
2～4コース目
Day1～4

ドキソルビシン ドキソルビシン 4.5～9mg/m^2 DIV Day1～4
レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po Day1～21

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po
1～4サイクル
Day1～4,9～12,17～20

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po
5～8サイクル
Day1～4

レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po Day1～21

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po Day1,8,15,22

ボルテゾミブ ベルケイド 1.3mg/m^2 sc Day1,8,15,22

シクロホスファミド エンドキサン 300mg/m^2 po Day1,8,15,22

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po Day1(-2),9(-10),17(-18)

カルフィルゾミブ カイプロリス 20mg/m2 DIV ｄａｙ1-2
カルフィルゾミブ カイプロリス 27mg/m2 DIV ｄａｙ8-9、15-16
レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-21
デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day1、8、15、22
カルフィルゾミブ カイプロリス 27mg/m2 DIV ｄａｙ1-2、8-9、15-16
レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-21
デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day1、8、15、22
カルフィルゾミブ カイプロリス 27mg/m2 DIV ｄａｙ1-2、15-16
レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-21
デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day1、8、15、22
エロツズマブ エムプリシティ 10mg/kg DIV day1、8、15、22
デキサメタゾン デキサート 8mg/body DIV day1、8、15、22
デキサメタゾン レナデックス錠 28mg/body po day1、8、15、22
レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-21
エロツズマブ エムプリシティ 10mg/kg DIV day1、15
デキサメタゾン デキサート 8mg/body DIV day1、15
デキサメタゾン レナデックス錠 28mg/body po day1、15
デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day8、22
レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-21

PADMM-5

28日RDMM-6

42日MM-3 MPB

MM　（Multiple Myeloma）

設定なしDCEPMM-4

21日

MM-7 Rd 28日

21日BD （SCT前）MM-1

28日

28日MM-9

MM-10

MM-8 CyBorD 28日

KRD 1サイクル目

KRD 2-12サイクル目

KRD 13サイクル目以降

ERD 1-2サイクル目

ERD 3サイクル目以降

http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-001.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-003.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-003.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-4.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-4.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-4.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-005.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-005.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-005.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-6.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-6.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-7.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-008.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-008.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-009.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-009.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-009.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-009.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-009.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-009.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-009.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-10.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-10.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-10.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-10.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-10.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-10.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-10.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-005.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-6.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-003.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-4.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-7.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-001.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-008.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-009.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-009.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-009.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-10.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-10.pdf


MMレジメン一覧

カルフィルゾミブ カイプロリス 20mg/m2 DIV ｄａｙ１-2
カルフィルゾミブ カイプロリス 56mg/m2 DIV ｄａｙ8-9、15-16
デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day1,2,8,9,15,16,22,23
カルフィルゾミブ カイプロリス 56mg/m2 DIV ｄａｙ1-2、8-9、15-16
デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day1,2,8,9,15,16,22,23

デキサメタゾン減量基準

イキサゾミブ ニンラーロカプセル 4mg/body po day1、8、15

レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-21 28日

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day1、8、15、22

ボルテゾミブ ベルケイド注射用 1.3mg/m2 sc day1,4,8,11

レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-14 21日

デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day1.2.4.5.8.9.11.12

ボルテゾミブ ベルケイド注射用 1.3mg/m2 sc day1、8、15、22

レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-21 28日

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day1、8、15、22

ポマリドミド ポマリストカプセル 4mg/body po day1-21

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day1、8、15、22

メルファラン アルケラン錠 0.18 mg/kg po day1-4

レナリドミド レブラミドカプセル 10mg/body po day1-21

デキサメタゾン プレドニゾロン錠 2mg/kg po day1-4

MPR 10サイクル目以降 レナリドミド レブラミドカプセル 10mg/body po day1-21
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1、8、15、22

レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-21
デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day1,8,15,22
デキサメタゾン デキサート注 20mg/body DIV day1,8,15,22
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1、15

レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-21
デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day1,15
デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day8,22
デキサメタゾン デキサート注 20mg/body DIV day1,15
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1

レナリドミド レブラミドカプセル 25mg/body po day1-21
デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day1
デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day8,15,22
デキサメタゾン デキサート注 20mg/body DIV day1
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1,8,15

ボルテゾミブ ベルケイド注射用 1.3mg/m^2 sc day1,4,8,11
デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day1,8,15
デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day4,11
デキサメタゾン デキサート注 20mg/body DIV day1,8,15
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1

ボルテゾミブ ベルケイド注射用 1.3mg/m^2 sc day1,4,8,11
デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day1
デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day4,8,11
デキサメタゾン デキサート注 20mg/body DIV day1
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1

デキサメタゾン デキサート注 20mg/body DIV day1

MM-15 PD 28日

KD twice weekly 2サイクル目以降

MM-11 28日

KD twice weekly 1サイクル目

VRd 4週

IRd

28日MM-17
MPR 1-9サイクル目

28日

DLd 　1-2サイクル目

DLd 　3-6サイクル目

DLd 　7サイクル以降

MM-18

MM-19

DBd 　1-3サイクル目

DBd 　4-8サイクル目

DBd 　9サイクル以降

21日

28日

MM-14

MM-13

MM-12

VRd 3週

http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-011.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-011.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-011.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-011.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-12.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-12.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-13.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-13.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-14.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-14.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-15.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-17.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-17.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-17.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-15.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-011.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-011.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-14.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-12.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-17.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-018.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-019.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-13.pdf


MMレジメン一覧

ボルテゾミブ ベルケイド注射用 1.3mg/m2 皮下注 ｄａｙ1,4,8,11

ポマリドミド ポマリストカプセル 4mg/body po day1-14

デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day1-2、4-5、8-9、11-12

ボルテゾミブ ベルケイド注射用 1.3mg/m2 皮下注 ｄａｙ1,8,15,22

ポマリドミド ポマリストカプセル 4mg/body po day1-21

デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po ｄａｙ1,8,15,22
ボルテゾミブ ベルケイド注射用 1.3mg/m2 皮下注 day1,4,8,11,22,25,29,32
メルファラン アルケラン錠 9 mg/m2 po day1～4
プレドニゾロン プレドニゾロン錠 60 mg/m2 po day1～4
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1,8,15,22,29,36

ボルテゾミブ ベルケイド注射用 1.3mg/m2 皮下注 day1,8,22,29
メルファラン アルケラン錠 9 mg/m2 po day1～4
プレドニゾロン プレドニゾロン錠 60 mg/m2 po day1～4
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1,22

D-MPV 10サイクル以降
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1 28日

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 20 mg/m2 DIV ｄａｙ 1

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 70 mg/m2 DIV ｄａｙ 8、15

デキサメタゾン レナデックス錠 40 mg/body po day 1、8、15、22

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 70 mg/m2 DIV ｄａｙ 1、8、15

デキサメタゾン レナデックス錠 40 mg/body po day 1、8、15、22

エロツズマブ（遺伝子組換え） エムプリシティ 点滴静注用 10mg/kg DIV day1、8、15、22

デキサメタゾン デキサート注射液 8mg/body DIV day1、8、15、22

デキサメタゾン レナデックス錠 28mg/body po day1、8、15、22

ポマリドミド ポマリストカプセル 4mg/body po day1-21

エロツズマブ エムプリシティ 点滴静注用 20mg/kg DIV day1

デキサメタゾン デキサート注射液 8mg/body DIV day1

デキサメタゾン レナデックス錠 28mg/body po day1

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day8、15、22

ポマリドミド ポマリストカプセル 4mg/body po day1-21

ダラツムマブ A法　静注 1-2サイクル day1、8、15、22

ダラツムマブ A法　静注 3-6サイクル day1、15

ダラツムマブ A法　静注 7サイクル以降 day1

ダラツムマブ A法　皮下注 1-2サイクル day1、8、15、22

ダラツムマブ A法　皮下注 3-6サイクル day1、15

ダラツムマブ A法　皮下注 7サイクル以降 day1

ダラツムマブ B法　静注 1-3サイクル day1,8,15

ダラツムマブ B法　静注 4-8サイクル day1

ダラツムマブ B法　静注 9サイクル以降 day1 28日

ダラツムマブ B法　皮下注 1-3サイクル day1,8,15

ダラツムマブ B法　皮下注 4-8サイクル day1

ダラツムマブ B法　皮下注 9サイクル以降 day1 28日

28日

21日

ダラキューロ配合皮下注

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注

皮下注

MM-26

16 mg/kg DIV 28日

ダラツムマブ（遺伝子組換え） ダラザレックス点滴静注 16 mg/kg DIV
21日

ダラツムマブ（遺伝子組換え） ダラザレックス点滴静注

MM-25

ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

D-MPV 1サイクル 42日

42日D-MPV 2-9サイクル

MM-22

MM-23

KD once weekly 1サイクル目

KD once weekly 2-12サイクルまで

21日

MM-21 VPd　4週 28日

ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

28日

EPd　1-2サイクル 28日

28日EPd　3サイクル以降

MM-24

MM-20 VPd　3週

http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-020.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-020.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-021.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-021.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-022.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-022.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-022.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-022.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-022.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-022.pdf
http://www.kameda-health.com/cancer/img/medical/regimen/MM-022.pdf
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MMレジメン一覧

イキサゾミブ単剤維持療法(1-4サイクル） イキサゾミブ ニンラーロカプセル 3mg/body po day1,8,15

イキサゾミブ単剤維持療法(5-サイクル以降） イキサゾミブ ニンラーロカプセル 4mg/body po day1,8,15

ビンクリスチン硫酸塩 オンコビン注射用 0.4 mg/body

ドキソルビシン塩酸塩 ドキソルビシン塩酸塩注射液 9 mg/m2

デキサメタゾン デカドロン錠 40 mg/body po

イサツキシマブ サークリサ点滴静注 10mg/kg DIV、CV day1、8、15、22

デキサメタゾン デキサート注射液 40mg/body DIV、CV day1、8、15、22

ポマリドミド ポマリストカプセル 4mg/body po day1-21

イサツキシマブ サークリサ点滴静 10mg/kg DIV、CV day1、15

デキサメタゾン デキサート注射液 40mg/body DIV、CV day1、15

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day8、22

ポマリドミド ポマリストカプセル 4mg/body po day1-21

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 20 mg/m2 DIV day1、2

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 56 mg/m2 DIV day 8、9、15、16
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1、8、15、22

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム デキサート注射液 20 mg/body DIV day 1、2、8、9、15、16

デキサメタゾン レナデックス錠 40 mg/body po day22

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 56 mg/m2 DIV day 1、2、8、9、15、16
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1、8、15、22

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム デキサート注射液 20 mg/body DIV day 1、2、8、9、15、16

デキサメタゾン レナデックス錠 40 mg/body po day22

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 56 mg/m2 DIV day 1、2、8、9、15、16
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1、15

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム デキサート注射液 20 mg/body DIV day 1、2、8、9、15、16

デキサメタゾン レナデックス錠 40 mg/body po day22

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 56 mg/m2 DIV day 1、2、8、9、15、16
ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼ アルファ（遺伝子組換
え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム デキサート注射液 20 mg/body DIV day 1、2、8、9、15、16

デキサメタゾン レナデックス錠 40 mg/body po day22

28日

28日

28日

28日

MM-30

DKｄ　7サイクル目以降

DKｄ　3-6サイクル目

DKｄ　2サイクル目

DKｄ　1サイクル目

CV
day1-4 28日VADMM-28

MM-27 28日

MM-29

Isa + Pd 1サイクル

Isa + Pd 2サイクル以降

28日
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MMレジメン一覧

イサツキシマブ サークリサ点滴静注 10mg/kg DIV、CV day1、8、15、22

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 20mg/m2 DIV、CV day1、2

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 56mg/m2 DIV、CV day8、9、15、16

デキサメタゾン デキサート注射液 20mg/body DIV、CV day1、2、8、9、15、16、22

デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day23

イサツキシマブ サークリサ点滴静注 10mg/kg DIV、CV day1、15

カルフィルゾミブ カイプロリス点滴静注用 56mg/m2 DIV、CV day1、2、8、9、15、16

デキサメタゾン デキサート注射液 20mg/body DIV、CV day1、2、8、9、15、16

デキサメタゾン レナデックス錠 20mg/body po day22、23

イサツキシマブ サークリサ点滴静注 20mg/kg DIV、CV day1、8、15、22

デキサメタゾン デキサート注射液 40mg/body DIV、CV day1、8、15、22

イサツキシマブ サークリサ点滴静注 20mg/kg DIV、CV day1、15

デキサメタゾン デキサート注射液 40mg/body DIV、CV day1、15

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day8、22

Isa単剤 1サイクル目 イサツキシマブ サークリサ点滴静注 20mg/kg DIV、CV day1、8、15、22 28日

Isa単剤 2サイクル目以降 イサツキシマブ サークリサ点滴静注 20mg/kg DIV、CV day1、15 28日

ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼアルファ（遺伝子組換え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1、8、15、22

ポマリドミド ポマリストカプセル 4mg/body po day1-21

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day1、8、15、22

ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼアルファ（遺伝子組換え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1、15

ポマリドミド ポマリストカプセル 4mg/body po day1-21

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day1、8、15、22

ダラツムマブ
ボルヒアルロニダーゼアルファ（遺伝子組換え）

ダラキューロ配合皮下注
1800 mg/body
30000 単位/body

皮下注 day1

ポマリドミド ポマリストカプセル 4mg/body po day1-21

デキサメタゾン レナデックス錠 40mg/body po day1、8、15、22

MM-31

Isa+Kd 2サイクル目以降

Isa+Kd 1サイクル目

28日

28日

MM-32

Isa+Dex 2サイクル目以降

Isa+Dex 1サイクル目 28日

28日

MM-33

DPd　7サイクル目以降 

DPd　3-6サイクル目 

DPd　1-2サイクル目 
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