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　　レジメン名称 　　診療科名

　悪性リンパ腫R-CHASE療法 糖内代
　標準治療計画

1クール　21-28日、4-8クール　（1クールには休薬期間を含む）
21日：若齢者　28日：高齢者、骨髄抑制が著しい症例

　抗悪性腫瘍剤 商品名(略号) 1日投与量 最高投与量 投与法 投与日

リツキシマブBS 375mg/m
2

375mg/m
2 点静 Day1

デキサート【DEX】 33mg/body 33mg/body 点静 Day3-5

エトポシド【VP-16】 100mg/m
2

100mg/m
2 点静 Day3-5

シタラビン【Ara-C】 2g/m
2

2g/m
2 点静 Day4,5

エンドキサン【CPA】 1200mg/m
2

1200mg/m
2 点静 Day3

登録日　2016年9月28日
　備考　　2018年10月にリツキシマブBSへ変更
　　　　　　2021年12月にリツキシマブの補液量、投与速度変更

プレメディケーションなど
【リツキシマブBS】Infusion reaction軽減目的で、点滴静注開始30分前に抗ヒスタミン剤及び解熱鎮痛剤等の前投与を行う。
【CPA】出血性膀胱炎対策；投与終了後24時間は150mL/時間以上の尿量を確保するため、1日3L以上の輸液を行い、必要に応じ
てメスナを併用する。

Day1

Rp　1 Rp　1 Rp　1
生食 250mL グラニセトロン 3mg/100mL グラニセトロン 3mg/100mL
リツキシマブBS 375mg/m2 デキサート 33mg デキサート 33mg

点滴静注(末梢) 20mL/h 点滴静注(末梢) 15分で 点滴静注(末梢) 15分で
末梢ルートメイン① 末梢ルートメイン① 末梢ルートメイン①

Rp　2 Rp　2 Rp　2
生食 50mL 500mL 生食 500mL

エトポシドエンドキサン 1200mg/m2
生食

100mg/m2

点滴静注(末梢) 5分
末梢ルートメイン① 点滴静注(末梢) 2時間で 点滴静注(末梢) 2時間で

末梢ルートメイン① 末梢ルートメイン①

Rp　3 Rp　3
生食 500mL 生食

点滴静注(末梢) 150mL/h

500mL
エトポシド 100mg/m2 シタラビン 2g/m2

末梢ルートメイン①

点滴静注(末梢) 2時間で

点滴静注(末梢) 5分末梢ルートメイン①
点滴静注(末梢) 5分

Rp　4
生食

末梢ルートメイン①

50mL

(全量500mLに調製)

末梢ルートメイン①

Rp　4
生食 50mL
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妊婦 ○

　レジメン名　 悪性リンパ腫　R-CHASE療法

高度な臓器機能障害を認めた場合。
・遷延性の不整脈、心虚血、心膜炎、Grade3以上の心不全
・Grade4以上の非血液毒性

適格
条件

悪性リンパ腫で化学療法が必要と判断される症例

血液毒性 非血液毒性

治
療
開
始

基
準

疾患特異性から造血状態は治療開始基準とならない。 高度な肝腎機能障害、心機能障害を認めない場合。
　SCｒ＜2mg/dL
　AST、ALT＜2.5×ULN
　T-Bil＜2mg/dL

過敏症 ○(マウスタンパク含む) ○ ○ ○(重篤)

減
量
基
準

・年齢・臓器障害に応じて薬剤量を減量する。
　(65-74歳:5/6 dose、75-79歳:2/3 dose、
　80歳以上:1/2 dose)
・B型肝炎ウイルス感染者またはキャリア患者はPSL投与中
止も検討する。
・好中球＞1000mm3かつPlt7.5～10万/mm3
→エトポシド、シタラビン、シクロホスファミドを25%減
量。
・好中球＜1000mm3またはPlt＜7.5～10万/mm3
→好中球＞1000mm3かつPlt7.5～10万/mm3に回復するまで
延期。回復後、エトポシド、シタラビン、シクロホスファ
ミドを25%減量。

・Grade3以上の肝障害
→AST、ALT＜5×ULN、T-Bil＜3mg/dLになるまで延期。T-
Bil＞1.5mgの場合はエトポシドを50％減量。
（4週間以上続く場合は中止）
・SCｒ1.6～1.9mg/dLまたは投与前値から0.5～1.2mg/dLの
上昇
→シタラビン50%減量、エトポシド70%減量。
・SCｒ＞2.0mg/dLまたは投与前値から1.3mg/dLの上昇
→SCｒ1.6～1.9mg/dLに回復するまで延期。回復後、シタ
ラビン50%減量、エトポシド70%減量。
（4週間以上続く場合は中止）

中
止

基
準

Grade4の血液毒性、著しい骨髄抑制が遷延した場合。
　好中球＜1000/mm3
　血小板＜2.5万/mm3

アナフィラキシー ○

禁　　忌 リツキシマブBS エトポシド シタラビン エンドキサン

ペントスタチン ○
重篤な感染症 ○

重篤な骨髄抑制 ○

副作用
血液毒性 非血液毒性

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

リツキシマブBS
白血球
減少

好中球
減少

ヘモグロビ
ン減少

血小板
減少

発熱 悪寒
血圧
上昇

そう痒 頻脈

55.6% 55.6% 20.0% 15.6% 66.7% 37.8% 28.9% 27.8% 25.6%

エトポシド

白血球
減少

血小板
減少

貧血 食欲不振 脱毛 嘔気 嘔吐 倦怠感

89.2% 46.0% 51.8% 49.5% 44.4% 39.9% 30.3% 19.4%

シタラビン

白血球
減少

出血
出血傾向

貧血 食欲不振
腹部

膨満感

2.0% 1.5% 1.0%

エンドキサン

白血球
減少

血小板
減少

貧血
骨髄機能

抑制

悪心嘔吐

0.7% 0.2% 20.7%

血尿 食欲不振 排尿障害 出血

19.2% 3.5% 1.5%

嘔気嘔吐 脱毛

24.3% 3.8% 2.3% 2.0%

重大な副作用 特記事項

37.9% 6.1% 2.3%

リツキシマブBS

アナフィラキシー様症状、肺障害、心障害/腫瘍崩壊症候群/
B型肝炎ウイルスによる劇症肝炎、肝炎の増悪/肝機能障害、黄疸/
皮膚粘膜症状/汎血球減少、白血球減少、好中球減少、血小板減少/
感染症/進行性多巣性白質脳症（PML）/間質性肺炎/腎障害/消化管
穿孔・閉塞/血圧下降/可逆性後白質脳症症候群等の脳神経症状

Infusion reaction
希釈･溶解液；生食、5%ブドウ糖に限る
調製後2～8℃で保存
他剤との混注をしないこと
調製時10倍希釈

エトポシド

汎血球減少等の骨髄抑制 / ショック, アナフィラキシー様症状 / 間質性
肺炎

組織侵襲に基づく分類　-　炎症性
希釈後の保存方法；冷所
溶解液；5%Tz×
投与速度；30～60分かけて点滴静注
溶解液の濃度；0.4mg／mL濃度以下
ポリウレタン製カテーテル，セルロース系フィル
ター；禁 （1.0mg／mL以上濃度）
ポリ塩化ビニル製点滴セット，アクリル又はABS
樹脂製プラスチック器具；禁

シタラビン

骨髄機能抑制に伴う血液障害/ショック/シタラビン症候群/急性呼吸促
迫症候群、間質性肺炎 /肝機能障害、黄疸/不整脈、心不全/消化管障
害/中枢神経系障害/肝膿瘍/急性膵炎、肺浮腫、有痛性紅斑

組織侵襲に基づく分類　-　非炎症性

エンドキサン

ショック, アナフィラキシー様症状 / 骨髄抑制 / 出血性膀胱炎, 排尿障
害 / イレウス, 胃腸出血 / 間質性肺炎, 肺線維症 / 心筋障害, 心不全
/ 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH) / 皮膚粘膜眼症候群
（Stevens-Johnson症候群）, 中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）

組織侵襲に基づく分類　-　炎症性
溶解後の保存方法；遮光
溶解液；注水×
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