
血液がん

注射薬 内服薬
LSG15-A ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド、プレドニゾロン パロノセトロン（day1） 7日
LSG15-B ドキソルビシン、ラニムスチン、プレドニゾロン パロノセトロン（day1） 7日
LSG15-C ビンデシン、エトポシド、カルボプラチン、プレドニゾロン パロノセトロン（day1） 7日
イマチニブ イマチニブ 連日
ダサチニブ ダサチニブ 連日
ニロチニブ ニロチニブ 連日
ボスチニブ ボスチニブ 連日
ポナチニブ ポナチニブ 連日
ギルテリチニブ ギルテリチニブ 連日
キザルチニブ キザルチニブ 連日
ヒドロキシカルバミド ヒドロキシカルバミド 連日
トレチノイン トレチノイン 連日
スタラシド スタラシド（21日間内服） 35日
ルキソリチニブ ルキソリチニブ 連日
イブルチニブ イブルチニブ 連日
ATLL レナリドミド レナリドミド 連日
ベネトクラクス/5-AZA アザシチジン ベネトクラクス パロノセトロン（day1,8）、またはラモセトロン（day1-5,8,9） 28日
アシミニブ アシミニブ 連日
ABVD ビンブラスチン、ドキソルビシン、ブレオマイシン、ダカルバジン パロノセトロン（day1,15）、アプレピタント（day1-3,15-17） 28日
CMD イリノテカン、ミトキサントロン デキサメタゾン（day1-3） 21日
GDP ゲムシタビン、シスプラチン パロノセトロン（day1）、デキサメタゾン（day1-4,8）、アプレピタント（day1-3） 21日
エトポシド A法 エトポシド（5日間内服） 26日
エトポシド B法 エトポシド（21日間内服） 28日
ニボルマブ ニボルマブ 14日
フォロデシン フォロデシン 連日
ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ 21日
A+AVD ドキソルビシン、ビンブラスチン、ダカルバジン、ブレンツキシマブベドチン パロノセトロン（day1,15）、アプレピタント（day1-3,15-17） 28日
ニボルマブQ4W ニボルマブ 28日
チラブルチニブ チラブルチニブ 連日
リツキシマブ リツキシマブ 7日
R-CHOP（1日） リツキシマブ、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day1-5） パロノセトロン（day1） 21日
R-CHOP（2日） リツキシマブ、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day2-6） パロノセトロン（day2） 21日
R-THPCOP（1日） リツキシマブ、ビンクリスチン、ピラルビシン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day1-5） パロノセトロン（day1） 21日
R-THPCOP（2日） リツキシマブ、ビンクリスチン、ピラルビシン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day2-6） パロノセトロン（day2） 21日
BR（2日） リツキシマブ、ベンダムスチン パロノセトロン（day1） 28日
BR（3日） リツキシマブ、ベンダムスチン パロノセトロン（day2） 28日
R-CVP（1日） リツキシマブ、ビンクリスチン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day1-5） パロノセトロン（day1） 21日
R-CVP（2日） リツキシマブ、ビンクリスチン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day2-6） パロノセトロン（day2） 21日
R-MPV リツキシマブ、メトトレキサート、ビンクリスチン プロカルバジン（奇数コースのみ7日間内服） パロノセトロン（メトトレキサート投与日） 14日
pola-BR（2日） ポラツズマブベドチン、リツキシマブ、ベンダムスチン パロノセトロン、デキサメタゾン（day1） 21日
pola-BR（3日） ポラツズマブベドチン、リツキシマブ、ベンダムスチン パロノセトロン、デキサメタゾン（day2） 21日
pola-R-CHP（1日） リツキシマブ、ポラツズマブベドチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day1-5） パロノセトロン（day1） 21日
pola-R-CHP（2日） リツキシマブ、ポラツズマブベドチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day2-6） パロノセトロン（day2） 21日
オビヌツズマブ オビヌツズマブ 56日
G-CHOP（1日） オビヌツズマブ、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day1-5） パロノセトロン（day1） 21日
G-CHOP（2日） オビヌツズマブ、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day2-6） パロノセトロン（day2） 21日
G-CVP（1日） オビヌツズマブ、ビンクリスチン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day1-5） パロノセトロン（day1） 21日
G-CVP（2日） オビヌツズマブ、ビンクリスチン、シクロホスファミド プレドニゾロン（day2-6） パロノセトロン（day2） 21日
GB（2日） オビヌツズマブ、ベンダムスチン パロノセトロン（day1） 28日
GB（3日） オビヌツズマブ、ベンダムスチン パロノセトロン（day2） 28日
レナリドミド/デキサメタゾン レナリドミド（21日間内服）、デキサメタゾン 28日
サリドマイド サリドマイド 連日
VRD（28日） ボルテゾミブ レナリドミド（21日間内服）、デキサメタゾン 28日
VRD（21日） ボルテゾミブ レナリドミド（14日間内服）、デキサメタゾン 21日
MPB ボルテゾミブ メルファラン（4日間内服）、プレドニゾロン 35日
ポマリドミド/デキサメタゾン ポマリドミド（21日間内服）、デキサメタゾン 28日
パノビノスタット/VD ボルテゾミブ パノビノスタット（１，３，５，８，１０及び１２日目） 21日
KRd カルフィルゾミブ レナリドミド（21日間内服）、デキサメタゾン 28日
エロツズマブ/Ld エロツズマブ レナリドミド（21日間内服）、デキサメタゾン 28日
KD カルフィルゾミブ デキサメタゾン 28日
IRD イキサゾミブ（週１回，３週間（１，８及び１５日目））、レナリドミド（21日間内服）、デキサメタゾン 28日
DLd ダラツムマブ レナリドミド（21日間内服）、デキサメタゾン 28日
DBd ダラツムマブ、ボルテゾミブ デキサメタゾン 21日
DRC リツキシマブ シクロホスファミド（5日間内服） 21日
PVD ボルテゾミブ ポマリドミド（21日間内服） 28日
DMPB ダラツムマブ、ボルテゾミブ メルファラン（4日間内服）、プレドニゾロン 42日
エロツズマブ/Pd エロツズマブ ポマリドミド（21日間内服）、デキサメタゾン 28日
イキサゾミブ イキサゾミブ（週１回，３週間（１，８及び１５日目）） 28日
IsaPD イサツキシマブ ポマリドミド（21日間内服）、デキサメタゾン 28日
DKd ダラツムマブ、カルフィルゾミブ デキサメタゾン 28日
ﾀﾞﾗｷｭｰﾛLd ダラツムマブ レナリドミド（21日間内服）、デキサメタゾン 28日
ﾀﾞﾗｷｭｰﾛBd ダラツムマブ、ボルテゾミブ デキサメタゾン 21日
ﾀﾞﾗｷｭｰﾛMPB ダラツムマブ、ボルテゾミブ メルファラン（4日間内服）、プレドニゾロン 42日
ﾀﾞﾗｷｭｰﾛKd ダラツムマブ、カルフィルゾミブ デキサメタゾン 28日
DCyBorD（内服） ダラツムマブ、ボルテゾミブ シクロホスファミド（day1,8,15,22）、デキサメタゾン 28日
DCyBorD（注射） ダラツムマブ、ボルテゾミブ、シクロホスファミド デキサメタゾン 28日
IsaKD イサツキシマブ、カルフィルゾミブ デキサメタゾン 28日
イサツキシマブ/DEX イサツキシマブ デキサメタゾン 28日
イサツキシマブ イサツキシマブ 28日
アザシチジン アザシチジン パロノセトロン（day1,8）、またはラモセトロン（day1-5,8,9） 28日

レジメン名
使用薬剤

インターバル日数

※院外処方せんでの内服抗がん薬がある場合は、日々投与計画書をFAXにて情報共有していますので、薬剤部までFAXにて問い合わせをお願い致します。

抗がん薬治療内容を確認し、院外処方せんの用量などを確認するとともに、内服薬の副作用だけでなく、注射薬での遅延性の副作用なども考慮して、患者の状態を踏まえた必要な指導およびフォローアップを期待している。

必要な情報は、どのような形式のトレーシングレポートでも結構です。薬剤部へFAXにて情報共有を双方向で行うことを実施しています。

薬局からの情報提供は、緊急性のある情報は主治医に報告が必要なものは院内電話連絡で対応し、緊急性の少ない情報も含めて、薬剤師による電子カルテへの記載を実施しています。

制吐薬


