
呼吸器内科
病名 レジメン名 投与薬剤名　投与量　投与日 １コース日数 トレーシングレポート
小細胞肺がん RT+VP-16+CDDP エトポシド　100mg/㎡　第1,2,3日目、シスプラチン　80mg/㎡　第1日目

放射線照射
4週ごと

殺細胞

小細胞肺がん CPT-11+CDDP イリノテカン　60mg/㎡　第1,8,15日目、シスプラチン　60mg/㎡　第1日目 4週ごと 殺細胞
小細胞肺がん CPT-11+CBDCA イリノテカン　60mg/㎡　第1,8,15日目、カルボプラチン　AUC5　第1日目 4週ごと 殺細胞
小細胞肺がん VP-16+CDDP エトポシド　100mg/㎡　第1,2,3日目、シスプラチン　80mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
小細胞肺がん VP-16+CBDCA エトポシド　80mg/㎡　第1,2,3日目、 カルボプラチン　AUC5～6　第1日目 3週ごと 殺細胞
小細胞肺がん AMR（アムルビシン） アムルビシン　40mg/㎡　第1,2,3日目 3-4週ごと 殺細胞
小細胞肺がん VP-16（エトポシド） エトポシド　100mg/㎡　第1,2,3,4,5日目 3週ごと 殺細胞
小細胞肺がん ノギテカン ノギテカン　1.0～1.2mg/㎡　第1,2,3,4,5日目 3週ごと 殺細胞
小細胞肺がん
非小細胞肺がん

CPT-11（A法） イリノテカン　100mg/㎡　第1,8,15,22日目 6週ごと
殺細胞

小細胞肺がん Atezorizumabu＋VP-16＋
CBDCA

アテゾリズマブ　1200mg/body 　第1日目、エトポシド　80mg/㎡　第1,2,3日
目　　　カルボプラチン　AUC5　第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

小細胞肺がん Durvalumab＋VP-16＋CDDP デュルバルマブ　1500mg/body　第1日目、エトポシド　100mg/㎡　第1,2,3日
目　　　シスプラチン　80mg/㎡　第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

小細胞肺がん Durvalumab＋VP-16＋CBDCA デュルバルマブ　1500mg/body　第1日目、エトポシド　80mg/㎡　第1,2,3日
目　　　カルボプラチン　AUC5-6　第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

小細胞肺がん デュルバルマブ（小細胞肺が
ん）

デュルバルマブ　1500mg/body　第1日目 4週ごと 免疫
非小細胞肺がん wPAC+CBDCA パクリタキセル　70mg/㎡　第1,8,15日目、 カルボプラチン　AUC6　第1日目 4週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん PAC+CBDCA パクリタキセル　200mg/㎡　第1日目、 カルボプラチン　AUC6　第1日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん DOC+CDDP シスプラチン　80mg/㎡　第1日目、ドセタキセル　60mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん GEM+CDDP シスプラチン　80mg/㎡　第1日目、ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん GEM+CBDCA ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8日目、 カルボプラチン　AUC5　第1日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん VNR+CBDCA ビノレルビン　20mg/㎡　第1,8日目、 カルボプラチン　AUC5　第1日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん VNR+CDDP+RT ビノレルビン　20mg/㎡　第1,8日目　シスプラチン　80mg/㎡　第 1日目

放射線照射
4週ごと

殺細胞

非小細胞肺がん
悪性胸膜中皮腫

PEM+CDDP ペメトレキセド　500mg/㎡　第1日目、シスプラチン　75mg/㎡　第1日目 3週ごと
殺細胞

非小細胞肺がん PEM+CBDCA ペメトレキセド　500mg/㎡　第1日目、カルボプラチン　AUC6　第1日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん CBDCA+S1 エスワン　80mg/㎡（第1ｰ14日目）、カルボプラチン　AUC5　第1日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

PAC+CBDCA+BEV パクリタキセル　200mg/㎡　第1日目、カルボプラチン　AUC6　第1日目
ベバシズマブ　15mg/kg　第1日目

3週ごと
分子標的

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

GEM+CDDP+BEV ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8日目、シスプラチン　80mg/㎡　第1日目
ベバシズマブ　15mg/kg　第1日目

3週ごと
分子標的

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

PEM+CDDP+BEV ペメトレキセド　500mg/㎡　第1日目、シスプラチン　75mg/㎡　第1日目
ベバシズマブ　15mg/kg　第1日目

3週ごと
分子標的

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

PEM+CBDCA+BEV ペメトレキセド　500mg/㎡　第1日目、カルボプラチン　AUC6　第1日目
ベバシズマブ　15mg/kg　第1日目

3週ごと
分子標的

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

S1+BEV エスワン　80mg/㎡（第1ｰ14日目）、ベバシズマブ　15mg/kg　第1日目 3週ごと 分子標的
非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

BEV ベバシズマブ　15mg/kg　第1日目 3週ごと 分子標的
非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

PEM+BEV ペメトレキセド　500mg/㎡　第1日目、ベバシズマブ　15mg/kg　第1日目 3週ごと 分子標的
非小細胞肺がん PEM ペメトレキセド　500mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん wPAC パクリタキセル　80mg/㎡　第1,8,15日目 4週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん DOC ドセタキセル　60mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん VNR（ビノレルビン） ビノレルビン　20mg/㎡　第1,8日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん GEM（2投1休） ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん GEM（3投1休） ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8,15日目 4週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん wDOC ドセタキセル　35mg/㎡　第1,8,15日目 4週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん wNabPAC+CBDCA ナブパクリタキセル（アブラキサン）　100mg/㎡　第1,8,15日目

カルボプラチン　AUC6　第1日目
3週ごと

殺細胞

非小細胞肺がん ｗDTX+ｗCDDP+RT ドセタキセル　40mg/㎡　第1,8,29,36日目
シスプラチン　40mg/㎡ 　第1,8,29,36日目、放射線照射

8週
殺細胞

非小細胞肺がん wNabPAC+CBDCA（4週間隔） ナブパクリタキセル（アブラキサン）　100mg/㎡　第1,8,15日目
カルボプラチン　AUC 6　第1日目

4週ごと
殺細胞

非小細胞肺がん wNabPAC（4週間隔） ナブパクリタキセル（アブラキサン）　100mg/㎡　第1,8,15日目 4週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん ｗPAC+ｗCBDCA+RT パクリタキセル　40mg/㎡　第1,8,15,22,29,36日目

カルボプラチン　AUC2　第1,8,22,29,36日目 、放射線照射
６週

殺細胞

非小細胞肺がん Ramucirumab+Doc ラムシルマブ　10mg/kg　第1日目、ドセタキセル　60mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん ニボルマブ ニボルマブ 　240mg/body　第1日目 2週ごと 免疫
非小細胞肺がん ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ　200mg/body　第1日目 3週ごと 免疫
非小細胞肺がん ペムブロリズマブ（6週毎） ペムブロリズマブ　400mg/body　第1日目 6週ごと 免疫
非小細胞肺がん アテゾリズマブ アテゾリズマブ　1200mg/body  第1日目 3週ごと 免疫
非小細胞肺がん デュルバルマブ デュルバルマブ　10mg/kg　第1日目 2週ごと 免疫
非小細胞肺がん ニボルマブ＋イピリムマブ（2週毎）ニボルマブ　240mg/body 第1,15,29日目、イピリムマブ　1mg/kg 第1日目 6週ごと 免疫
非小細胞肺がん ニボルマブ＋イピリムマブ（3週毎）ニボルマブ　360mg/body 第1,22日目、イピリムマブ　1mg/kg 第1日目 6週ごと 免疫
非小細胞肺がん VNR+CDDP ビノレルビン　25mg/㎡　第1,8日目、シスプラチン　80mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

Atezorizumabu＋BEV＋PAC
＋CBDCA

アテゾリズマブ　1200mg/body 　第1日目、ベバシズマブ　15mg/kg　第1日
目　　パクリタキセル　200mg/㎡　第1日目、カルボプラチン　AUC6　第1日
目

3週ごと
分子標的＋免疫

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

Atezorizumabu＋BEV アテゾリズマブ　1200mg/body 　第1日目、ベバシズマブ　15mg/kg　第1日
目

3週ごと
分子標的＋免疫

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

Pembrolizumab＋PEM＋CDDP ペムブロリズマブ　200mg/body 　第1日目
ペメトレキセド　500mg/㎡　第1日目、シスプラチン　75mg/㎡　第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

Pembrolizumab＋PEM＋
CBDCA

ペムブロリズマブ　200mg/body 　第1日目
ペメトレキセド　500mg/㎡　第1日目、カルボプラチン　AUC5　第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

Pembrolizumab＋PEM ペムブロリズマブ　200mg/body 　第1日目
ペメトレキセド　500mg/㎡　第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

Atezorizumab＋wNabPAC＋
CBDCA

アテゾリズマブ　1200mg/body  第1日目、カルボプラチン　AUC6　第1日目
ナブパクリタキセル（アブラキサン）　100mg/㎡　第1,8,15日目

3週ごと
殺細胞＋免疫



非小細胞肺がん
（扁平上皮がん）

Pembrolizumab＋PAC＋
CBDCA

ペムブロリズマブ　200mg/body 　第1日目
ペメトレキセド　500mg/㎡　第1日目、カルボプラチン　AUC5　第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

非小細胞肺がん
（扁平上皮がん）

Pembrolizumab＋wNab-PAC
＋CBDCA

ペムブロリズマブ　200mg/body 　第1日目、カルボプラチン　AUC6　第1日
目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナブパクリタキセル（アブラキサン）
100mg/㎡　第1,8,15日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

非小細胞肺がん CBDCA＋RT カルボプラチン　30mg/㎡　第1-5日目、放射線照射 1週ごと 殺細胞
非小細胞肺がん ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ＋PAC＋

CBDCA
ニボルマブ　360mg/body 第1,22日目、イピリムマブ　1mg/kg 第1日目
パクリタキセル　200mg/㎡　第1,22日目、カルボプラチン　AUC6　第1,22日
目

6週ごと
殺細胞＋免疫

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ＋PEM＋
CBDCA

ニボルマブ　360mg/body 第1,22日目、イピリムマブ　1mg/kg 第1日目
ペメトレキセド　500mg/㎡　第1,22日目、カルボプラチン　AUC6　第1,22日
目

6週ごと
殺細胞＋免疫

非小細胞肺がん
（扁平上皮がんを除く）

ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ＋PEM＋
CDDP

ニボルマブ　360mg/body 第1,22日目、イピリムマブ　1mg/kg 第1日目
ペメトレキセド　500mg/㎡　第1,22日目、シスプラチン　75mg/㎡　第1,22日
目

6週ごと
殺細胞＋免疫

胸腺腫
胸腺癌

ADOC シスプラチン　50mg/㎡　第1日目、アドリアマイシン　40mg/㎡　第1日目
ビンクリスチン　0.6mg/㎡（<2mg）　第3日目
シクロホスファミド　700mg/㎡　第4日目

3週ごと
殺細胞

病名 レジメン名 投与薬剤名　投与量　投与日 １コース日数 トレーシングレポート
頭頚部がん RT+wDOC+wCDDP ドセタキセル　10mg/㎡　第1,8,15,22,29,36日目

シスプラチン　20mg/㎡　第1,8,15,22,29,36日目、放射線照射
6週ごと

殺細胞

頭頚部がん RT+wDOC+wCBDCA ドセタキセル　10mg/㎡　第1,8,15,22,29,36日目
カルボプラチン　AUC1　第1,8,15,22,29,36日目、放射線照射

6週ごと
殺細胞

頭頚部がん 耳鼻DCF ドセタキセル　60mg/㎡　第1日目、シスプラチン　60mg/㎡　第1日目
5FU　600mg/㎡　第1-5日目

4週ごと
殺細胞

頭頚部がん 2wDOC+2wCBDCA ドセタキセル　40mg/㎡　第1日目、カルボプラチン　AUC3　第1日目 2週ごと 殺細胞
頭頸部がん DOC+CDDP+S1 ドセタキセル　35mg /㎡　第1,8日目、シスプラチン　10mg/㎡　第1,8日目

エスワン　80mg/㎡（第1ｰ14日目）
3週ごと

殺細胞

頭頸部がん CF動注リザーバー（外来） シスプラチン　5mg/body　第1日目、5FU　100mg/body　第1日目 1週ごと 殺細胞
頭頸部がん RT+CF動注リザーバー シスプラチン　5mg/body　第1-5、8-12、15-19、22-26、28-32日目

5FU　100mg/body　第1-5、8-12、15-19、22-26、28-32日目
5週ごと

殺細胞

頭頸部がん 口外CDDP+5FU シスプラチン　10-20mg/㎡　第1-5日目、5FU　750mg/㎡　第1-5日目 3週ごと 殺細胞
頭頸部がん CDDP動注リザーバー+S1 シスプラチン　10mg/body　第1-5日目、エスワン　100mg/body（第1-5日

目）
1週ごと 殺細胞

頭頚部がん CDDP+5FU シスプラチン　100mg/㎡　第1日目、5FU　1000mg/㎡　第1-5日目 4週ごと 殺細胞
頭頚部がん S1+DOC ドセタキセル　40mg/㎡　第1日目、エスワン　80mg/㎡（第1-14日目） 3週ごと 殺細胞
頭頸部がん RT＋wDOC ドセタキセル　10mg/㎡　第1,8,15,22,29,36日目、放射線照射 1週ごと 殺細胞
頭頚部がん DOC+CDDP ドセタキセル　60mg/㎡　第1日目、シスプラチン　80mg/㎡　第1日目 3週ごと 分子標的
頭頚部がん RT+Cetuximab セツキシマブ　初回 400mg/㎡,2回目以降 250mg/㎡　第1日目 1週ごと 分子標的
頭頚部がん Cetuximab セツキシマブ　初回 400mg/㎡,2回目以降 250mg/㎡　第1日目 1週ごと 分子標的
頭頚部がん CDDP+5FU+Cetuximab シスプラチン　100mg/㎡　第1日目、5FU　1000mg/㎡　第1-4日目、

セツキシマブ　400mg/㎡　第1日目,250mg/㎡　第8, 15日目

3週ごと
分子標的

頭頚部がん 5FU+CBDCA+Cetuximab カルボプラチン　AUC5　第1日目、5FU　800mg/㎡　第1-5日目、
セツキシマブ　400mg/㎡　第1日目,250mg/㎡　第8, 15日目

3週ごと
分子標的

頭頚部がん 5FU+CDGP+Cetuximab ネダプラチン　100mg/㎡　第1日目、5FU　800mg/㎡ 　第1-5日目、
セツキシマブ　400mg/㎡　第1日目,250mg/㎡　第8, 15日目

3週ごと
分子標的

頭頚部がん RT＋CDDP シスプラチン　100mg/㎡　第１日目、放射線照射 ３週ごと 殺細胞
頭頚部がん ニボルマブ ニボルマブ 　240mg/body　第1日目 2週ごと 免疫
頭頚部がん wPac＋Cetuximab セツキシマブ　初回 400mg/㎡,2回目以降 250mg/㎡　第1日目

パクリタキセル　80mg/㎡　第1日目
1週ごと

分子標的

頭頚部がん FP＋Pembrolizumab シスプラチン　100mg/㎡　第1日目、5FU　1000mg/㎡　第1-4日目
ペムブロリズマブ　200mg/body  第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

頭頚部がん CBDCA＋5-FU＋Pembrolizumabカルボプラチン　AUC5　第1日目、5FU　1000mg/㎡　第1-4日目
ペムブロリズマブ　200mg/body  第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

頭頚部がん 超選択的動注CDDP＋RT シスプラチン　100mg/㎡　第1日目 1週ごと 殺細胞
頭頚部がん RT＋Weekly CDDP シスプラチン　40mg/㎡　第1日目 1週ごと 殺細胞
頭頚部がん ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ　200mg/body  第1日目 3週ごと 免疫

病名 レジメン名 投与薬剤名　投与量　投与日 １コース日数 トレーシングレポート
脳原発悪性リンパ腫 HD-MTX メトトレキサート　3.5g/㎡　第2日目 2週ごと 殺細胞
膠芽腫 TMZ+BEV+RT テモゾロミド　75mg/㎡　第1-42日目

ベバシズマブ　10mg/kg　第1,15,29,43日目、放射線照射

10週
分子標的

膠芽腫 TMZ+RT テモゾロミド　75mg/㎡　第1-42日目、放射線照射 10週 殺細胞
膠芽腫 BEV（一次治療） ベバシズマブ　15mg/kg　第1日目 3週ごと 分子標的
CD20陽性のB細胞性
非ホジキンリンパ腫

R-CHOP リツキシマブ　375mg/㎡　第1日目、アドリアマイシン 　50mg/㎡　第2日目
シクロホスファミド　750mg/㎡　第2日目、 ビンクリスチン　1.4mg/㎡　第2日
目　　　プレドニゾロン　100mg/Body　第2ｰ6日目（第3ｰ6日目は経口）

3週ごと
分子標的

膠芽腫 TMZ+BEV テモゾロミド　150-200mg/㎡　第1-5日目
ベバシズマブ　10mg/kg　第1,15日目

4週ごと
分子標的

膠芽腫 BEV(二次治療) ベバシズマブ　10mg/kg　第1日目 2週ごと 分子標的
膠芽腫 TMZ テモゾロミド　150ｰ200mg/㎡　第1-5日目 4週ごと 殺細胞
CD20陽性のB細胞性
非ホジキンリンパ腫

Rituximab リツキシマブ　375mg/㎡　第1日目 1週ごと
分子標的

病名 レジメン名 投与薬剤名　投与量　投与日 １コース日数 トレーシングレポート
食道がん DCF ドセタキセル　70mg/㎡　第1日目、シスプラチン　70mg/㎡　第1日目

5FU　700mg/㎡　第1-5日目
3週ごと

殺細胞

食道がん RT+FP 5FU　700mg/㎡　第1-4日目、シスプラチン　70mg/㎡　第1日目、放射線照
射

3週ごと 殺細胞
食道がん FP 5FU　800mg/㎡　第1-5日目、シスプラチン　80mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
食道がん DOC+NDP（4週ごと） ドセタキセル　 60mg/㎡　第1日目、ネダプラチン　70mg/㎡　第1日目 4週ごと 殺細胞
胃がん・食道がん DOC ドセタキセル　70mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞

耳鼻科・口腔外科

脳神経外科

外科、消化器内科



食道がん wPAC パクリタキセル　100mg/㎡　第1,8,15,22,29,36日目 7週ごと 殺細胞
食道がん FP＋Pembrolizumab 5FU　800mg/㎡　第1-5日目、シスプラチン　80mg/㎡　第1日目

ペムブロリズマブ　200mg/body  第1日目
3週ごと

殺細胞＋免疫

食道がん 5FU＋Pembrolizumab 5FU　800mg/㎡　第1-5日目、ペムブロリズマブ　200mg/body  第1日目 3週ごと 殺細胞＋免疫
食道がん FP＋Nivolumab 5FU　800mg/㎡　第1-5日目、シスプラチン　80mg/㎡　第1日目

ニボルマブ　240mg/body  第1,15日目
4週ごと

殺細胞＋免疫

食道がん ニボルマブ＋イピリムマブ ニボルマブ　240mg/body 第1,15,29日目、イピリムマブ　1mg/kg 第1日目 6週ごと 免疫
胃がん wPAC（2投1休） パクリタキセル　80mg/㎡　第1,8日目 3週ごと 殺細胞
胃がん CPT-11（B法） イリノテカン　150mg/㎡　第1,15,29日目 7週ごと 殺細胞
胃がん S1+CDDP エスワン　80mg/㎡（第1-21日目）、シスプラチン　60mg/㎡　第8日目 5週ごと 殺細胞
胃がん SP+Trastuzumab エスワン　80mg/㎡（第1-14日目）、シスプラチン　60mg/㎡　第1日目

トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
3週ごと

分子標的

胃がん XP カペシタビン　2000mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）
シスプラチン　80mg/㎡　第1日目

3週ごと
殺細胞

胃がん XP+Trastuzumab カペシタビン　2000mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）、シスプラチン
80mg/㎡　第1日目、トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1
日目

3週ごと
分子標的

胃がん SOX（l-OHP:100mg/㎡） エスワン　80mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）
オキサリプラチン　100mg/㎡　第1日目

3週ごと
殺細胞

胃がん S1+DOC エスワン　80mg/㎡（第1-14日目）、ドセタキセル　40mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
胃がん CPT-11+CDDP（2週ごと） イリノテカン　60mg/㎡　第1,15日目、シスプラチン　30mg/㎡　第1,15日目 4週ごと 殺細胞
胃がん wPAC（2投1休）+3wTrastuzumabトラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目

パクリタキセル　80mg/㎡　第1,8日目
3週ごと

分子標的

胃がん 3wNabPAC ナブパクリタキセル（アブラキサン）　260mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
胃がん wPAC（3投1休） パクリタキセル　80mg/㎡　第1,8,15日目 4週ごと 殺細胞
胃がん 3wNabPAC+3wTrastuzumab ナブパクリタキセル（アブラキサン）　260mg/㎡　第1日目

トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
3週ごと

分子標的

胃がん CPT-11+3wTrastuzumab イリノテカン　150mg/㎡　第1,15,29日目、トラスツズマブ　6mg/kg　第1,29日
目

7週ごと 分子標的
胃がん Ramucirumab ラムシルマブ　8mg/kg　第1日目 2週ごと 分子標的
胃がん Ramucirumab+Pac ラムシルマブ　8mg/kg　第1,15日目 パクリタキセル　80mg/㎡　第1,8,15日

目
4週ごと 分子標的

胃がん Ramucirumab+NabｰPac ラムシルマブ　8mg/kg　第1,15日目
ナブパクリタキセル（アブラキサン）　100mg/㎡　第1,8,15日目

4週ごと
分子標的

胃がん wNabｰPac（3投1休） ナブパクリタキセル（アブラキサン）　100mg/㎡　第1,8,15日目 4週ごと 殺細胞
胃がん・食道がん ニボルマブ ニボルマブ 　240mg/body　第1日目 2週ごと 免疫
胃がん・食道がん・肺 ニボルマブ（4週毎） ニボルマブ 　480mg/body　第1日目 4週ごと 免疫
胃がん SOX＋Trastuzumab エスワン　80mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）、オキサリプラチン

100mg/㎡　第1日目、トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第
1日目

3週ごと
分子標的

胃がん エンハーツ エンハーツ　6.4mg/kg  第1日目 3週ごと 分子標的
胃がん CapeOX＋Nivolumab カペシタビン　1000mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）

オキサリプラチン　130mg/㎡　第1日目、ニボルマブ　360mg/body　第1日
目

3週ごと
殺細胞＋免疫

胃がん FOLFOX＋Nivolumab オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目、レボホリナート　200mg/㎡　第1日
目　　　bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目、civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目
（48H）　　　　　　ニボルマブ　240mg/body  第1日目

2週ごと
殺細胞＋免疫

胃がん SOX＋Nivolumab エスワン　80mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）
オキサリプラチン　130mg/㎡　第1日目、ニボルマブ　360mg/body　第1日
目

3週ごと
殺細胞＋免疫

胃がん FTD/TPI＋Ramucirumab ラムシルマブ　8mg/kg　第1,15日目 4週ごと 分子標的
神経内分泌腫瘍 CPT-11+CDDP イリノテカン　60mg/㎡　第1,8,15日目、シスプラチン　60mg/㎡ 第1日目 4週ごと 殺細胞
神経内分泌腫瘍 VP-16+CDDP エトポシド　100mg/㎡　第1,2,3日目、シスプラチン　80mg/㎡ 第1日目 3週ごと 殺細胞
神経内分泌腫瘍 VP-16+CBDCA エトポシド　80mg/㎡　第1,2,3日目、 カルボプラチン AUC5　第1日目 3週ごと 殺細胞
肝細胞がん、
大腸がん肝転移

CDDP＋5FU肝動注（入院） シスプラチン　10mg/body　第1-5日目、5FU　250mg/body　第1-5日目 1週ごと
殺細胞

肝細胞がん CDDP＋5FU肝動注（外来） シスプラチン　10mg/body　第1日目、5FU　250mg/body　第1日目 1週ごと 殺細胞
肝細胞がん Ramucirumab ラムシルマブ　8mg/kg　第1日目 2週ごと 分子標的
肝細胞がん Atezolizumab＋BEV テセントリク　1200mg/body  第1日目、アバスチン　15mg/kg  第1日目 3週ごと 分子標的＋免疫
胆道がん 胆道GEM+CDDP ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8日目、シスプラチン　25mg/㎡　第1,8日目 3週ごと 殺細胞
胆道がん Durvalumab＋GEM＋CDDP デュルバルマブ　1500mg/body 第1日目、ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8

日目　シスプラチン　25mg/㎡　第1,8日目
3週ごと

殺細胞＋免疫

膵がん、胆嚢がん GEM（3投1休） ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8,15日目 4週ごと 殺細胞
膵がん GEM（2投1休） ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8日目 3週ごと 殺細胞
膵がん RT+GEM（膵） ゲムシタビン　250mg/㎡　第1,8,15,22,29,36日目、放射線照射 6週 殺細胞
膵がん GEM+S1（GEST study） ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8日目、エスワン　60mg/㎡（第1-14日目） 3週ごと 殺細胞
膵がん FOLFIRINOX オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目、イリノテカン　180mg/㎡　第1日目

レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
殺細胞

膵がん S1+CDDP（膵） エスワン　80mg/㎡（第1-21日目）、シスプラチン　30mg/㎡　第1,8日目 5週ごと 殺細胞
膵がん NabPAC+GEM ナブパクリタキセル（アブラキサン）　125mg/㎡　第1,8,15日目

ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8,15日目
4週ごと

殺細胞

膵がん CPT-11（リポソーム）＋5FU＋LVリポソーマルイリノテカン（オニバイド）  70mg/㎡  第1日目
レボホリナート  200mg/㎡  第1日目、civ 5FU  2400mg/㎡  第1日目（48H）

2週ごと
殺細胞

大腸がん CPT-11（A法） イリノテカン　100mg/㎡　第1,8,15,22日目 6週ごと 殺細胞
大腸がん CPT-11（B法） イリノテカン　150mg/㎡　第1,15,29日目 7週ごと 殺細胞
大腸がん、胃がん mFOLFOX6 オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目、レボホリナート　200mg/㎡　第1日

目　　　bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目、civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目
（48H）

2週ごと
殺細胞

大腸がん FOLFIRI イリノテカン　150mg/㎡　第1日目、レボホリナート　200mg/㎡　第1日目
bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目、civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
殺細胞

大腸がん sLV5FU2 レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
殺細胞

大腸がん IRIS（OGSG） イリノテカン　80mg/㎡　第1,15日目、エスワン　80mg/㎡（第1-21日目） 5週ごと 殺細胞
大腸がん IRIS（FIRIS） イリノテカン　125mg/㎡　第1,15日目、エスワン　80mg/㎡（第1-14日目） 4週ごと 殺細胞
大腸がん、胃がん CapeOX カペシタビン　2000mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）

オキサリプラチン　130mg/㎡　第1日目
3週ごと

殺細胞

大腸がん、胃がん SOX エスワン　80mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）
オキサリプラチン　130mg/㎡　第1日目

3週ごと
殺細胞



大腸がん mFOLFOX6+BEV ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目、オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん mFOLFOX6+BEV10mg/kg ベバシズマブ　10mg/kg　第1日目、オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん FOLFIRI+BEV ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目、イリノテカン　150mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん FOLFIRI+BEV10mg/kg ベバシズマブ　10mg/kg　第1日目、イリノテカン　150mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん sLV5FU2+BEV ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目、レボホリナート　200mg/㎡　第1日目
bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目、civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん sLV5FU2+BEV10mg/kg ベバシズマブ　10mg/kg　第1日目、レボホリナート　200mg/㎡　第1日目
bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目、civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん IRIS+BEV（OGSG） イリノテカン　80mg/㎡　第1,15日目、エスワン　80mg/㎡（第1-21日目）
ベバシズマブ　7mg/kg　第1,15日目

5週ごと
分子標的

大腸がん CPT-11+S1隔日+BEV(AIRSレ
ジメン)

イリノテカン　150mg/㎡　第1日目、エスワン　80mg/㎡(第2,4,6,8,10,12,14日
目）　ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目

2週ごと
分子標的

大腸がん CapeOX+BEV カペシタビン　2000mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）
ベバシズマブ　7.5mg/kg　第1日目、オキサリプラチン　130mg/㎡　第1日目

3週ごと
分子標的

大腸がん SOX+BEV エスワン　80mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）
ベバシズマブ　7.5mg/kg　第1日目、オキサリプラチン　130mg/㎡　第1日目

3週ごと
分子標的

大腸がん Cape+BEV カペシタビン　2000mg/㎡（第1日目の夕-15日目の朝）
ベバシズマブ　7.5mg/kg　第1日目

3週ごと
分子標的

大腸がん XELIRI+BEV ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目、イリノテカン　150mg/㎡　第1日目
カペシタビン　2000mg/㎡（第2-8日目)

2週ごと
分子標的

大腸がん Cetuximab セツキシマブ　初回 400mg/㎡,2回目以降 250mg/㎡　第1日目 1週ごと 分子標的
大腸がん mFOLFOX6+Cetuximab セツキシマブ　250mg/㎡　第1,8日目（初回は400mg/㎡）、オキサリプラチン

85mg/㎡　第1日目、レボホリナート　200mg/㎡　第1日目
bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目、civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん FOLFIRI+Cetuximab セツキシマブ　250mg/㎡　第1, 8日目（初回は400mg/㎡）、イリノテカン
150mg/㎡　第1日目、レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU
400mg/㎡　第1日目、civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん ｓLV5FU2+wCetuximab セツキシマブ　250mg/㎡　第1,8日目（初回は400mg/㎡）、レボホリナート
200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん CPT+Cetuximab セツキシマブ　250mg/㎡　第1,8日目（初回は400mg/㎡）
イリノテカン　150mg/㎡　第1日目

2週ごと
分子標的

大腸がん Panitumumab パニツムマブ　6mg/kg　第1日目 2週ごと 分子標的
大腸がん mFOLFOX6+Panitumumab パニツムマブ　6mg/kg　第1日目、オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目

レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん FOLFIRI+Panitumumab イリノテカン　150mg/㎡　第1日目、レボホリナート　200mg/㎡　第1日目
bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目、civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）
パニツムマブ　6mg/kg　第1日目

2週ごと
分子標的

大腸がん ｓLV5FU2+Panitumumab レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）、パニツムマブ　6mg/kg　第1日目

2週ごと
分子標的

大腸がん IRIS+Panitumumab イリノテカン　150mg/㎡　第1日目、パニツムマブ　6mg/kg　第1日目
エスワン　80mg/㎡（第1-7日目）

2週ごと
分子標的

大腸がん CPT+Panitumumab イリノテカン　150mg/㎡　第1日目、パニツムマブ　6mg/kg　第1日目 2週ごと 分子標的
大腸がん SOX（2週間隔）+Panitumumab エスワン　80mg/㎡（第1日目の夕-8日目の朝）

パニツムマブ　6mg/kg　第1日目、オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目
3週ごと

分子標的

大腸がん 経口FU+2wBEV5mg/kg ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目
UFT/UZEL（3週服用1週休薬）またはエスワン80mg/㎡（4週服用2週休薬）

2週ごと
分子標的

大腸がん SOX（2週間隔）±BEV エスワン　80mg/㎡（第2日目-8日目もしくは第2,4,6,8,10,12,14日目）
ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目、オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目

3週ごと
分子標的

大腸がん CPT+BEV イリノテカン　150mg/㎡　第1日目、ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目 2週ごと 分子標的
大腸がん FOLFIRI+Ramucirumab ラムシルマブ　8mg/kg　第1日目、イリノテカン　150mg/㎡　第1日目

レボホリナート　200mg/㎡ 　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん FOLFOXIRI+BEV ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目、イリノテカン　165mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日
目　　　　　civ 5FU　3200mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん FOLFOXIRI ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目、イリノテカン　165mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日
目　　　　　civ 5FU　3200mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
殺細胞

大腸がん XLOXIRI カペシタビン　2000mg/㎡（第1-7日）、イリノテカン　150mg/㎡　第1日目
オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目

2週ごと
殺細胞

大腸がん FOLFOXIRI+BEV（JACCRO） ベバシズマブ　5mg/kg　第1日目、イリノテカン　150mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日
目　　　　　civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん FOLFOXIRI+Cetuximab
（JACCRO）

セツキシマブ（1ｸｰﾙ目400mg/㎡、2ｸｰﾙ目以降250mg/㎡）　第1日目
イリノテカン　150mg/㎡　第1日目、レボホリナート　200mg/㎡　第1日目
オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目、civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目
（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん FOLFIRI+aflibercept アフリベルセプト4mg/kg　第1日目、 イリノテカン 150～180mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5-FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU 　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん FOLFOXIRI+Panitumumab パニツムマブ　6mg/kg　第1日目、イリノテカン　150mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日
目　　　　　civ 5FU　3000mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的



大腸がん mFOLFOX6+2wCetuximab セツキシマブ　500mg/㎡　第1日目、オキサリプラチン　85mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん FOLFIRI+2wCetuximab セツキシマブ　500mg/㎡　第1日目、イリノテカン　150mg/㎡　第1日目
レボホリナート　200mg/㎡　第1日目、bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目
civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん ｓLV5FU2+2wCetuximab セツキシマブ　500mg/㎡　第1日目、レボホリナート　200mg/㎡　第1日目
bolus 5FU　400mg/㎡　第1日目、civ 5FU　2400mg/㎡　第1日目（48H）

2週ごと
分子標的

大腸がん CPT+2wCetuximab セツキシマブ　500mg/㎡　第1日目、イリノテカン　150mg/㎡　第1日目 2週ごと 分子標的
大腸がん 2wCetuximab セツキシマブ　500mg/㎡　第1日目 2週ごと 分子標的
大腸がん ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ＋ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ＋ｾﾂｷｼﾏﾌﾞセツキシマブ　250mg/㎡　第1,8日目（初回は400mg/㎡） １週ごと 分子標的
肛門管がん S1+MMC+RT マイトマイシン　10mg/㎡　第1日目、エスワン　80mg/㎡（第1-14日目）

放射線照射
4週ごと

殺細胞

MSI-highの固形癌 ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ　200mg/body　第1日目 3週ごと 免疫
乳がん wPAC（3投1休） パクリタキセル　80mg/㎡ 第1,8,15日目 4週ごと 殺細胞
乳がん wPAC（毎週投与） パクリタキセル　80mg/㎡ 第1,8,15・・・日目 12週連続投与殺細胞
乳がん FEC100 5FU　500mg/㎡　第1日目、エピルビシン　100mg/㎡　第1日目

シクロホスファミド　500mg/㎡　第1日目
3週ごと

殺細胞

乳がん FEC75 5FU　500mg/㎡　第1日目、エピルビシン　75mg/㎡　第1日目
シクロホスファミド　500mg/㎡　第1日目

3週ごと
殺細胞

乳がん EC100 エピルビシン　100mg/㎡　第1日目、シクロホスファミド　600mg/㎡　第1日
目

3週ごと 殺細胞
乳がん EC90 エピルビシン　90mg/㎡　第1日目、シクロホスファミド　600mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
乳がん EC75 エピルビシン　75mg/㎡　第1日目、シクロホスファミド　600mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
乳がん EC60 エピルビシン　60mg/㎡　第1日目、シクロホスファミド　600mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
乳がん wTrastuzumab トラスツズマブ　初回 4mg/kg,2回目以降 2mg/kg　第1日目 1週ごと 分子標的
乳がん 乳腺DOC ドセタキセル　60mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
乳がん 乳腺VNR ビノレルビン　25mg/㎡　第1,8日目 3週ごと 殺細胞
乳がん CMF メトトレキサート　40mg/㎡　第1,8日目、5FU　500mg/㎡　第1,8日目

シクロホスファミド内服　100mg/body（第1-14日目）
4週ごと

殺細胞

乳がん CMF+wTrastuzumab メトトレキサート　40mg/㎡　第1,8日目、5FU　500mg/㎡　第1,8日目
トラスツズマブ　初回 4mg/kg,2回目以降 2mg/kg　第1,8,15,22日目
シクロホスファミド内服　100mg/body（第1-14日目）

4週ごと
分子標的

乳がん 乳腺CPT-11(A法) イリノテカン　100mg/㎡　第1,8,15日目 5週ごと 殺細胞
乳がん 3wTrastuzumab トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目 3週ごと 分子標的
乳がん DOC+3wTrastuzumab ドセタキセル　75mg/㎡　第1日目

トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
3週ごと

分子標的

乳がん 3wPAC パクリタキセル　175mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
乳がん DOC+CPA ドセタキセル　75mg/㎡ 第1日目、シクロホスファミド　600mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
乳がん wPAC（毎週投与）+3wTrastuzumabパクリタキセル　80mg/㎡　第1,8,15日目

トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
3週ごと

分子標的

乳がん 乳腺GEM（2投1休） ゲムシタビン　1250mg/㎡　第1,8日目 3週ごと 殺細胞
乳がん 3wNabPAC ナブパクリタキセル（アブラキサン）　260mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
乳がん Eribulin エリブリン　1.4mg/㎡　第1,8日目 3週ごと 殺細胞
乳がん VNR+3wTrastuzumab ビノレルビン　25mg/㎡　第1,8日目

トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
3週ごと

分子標的

乳がん wPAC+BEV パクリタキセル　90mg/㎡　第1,8,15日目、ベバシズマブ　10mg/kg　第1,15
日目

4週ごと 分子標的
乳がん 3wNabPAC+3wTrastuzumab ナブパクリタキセル（アブラキサン）　260mg/㎡　第1日目

トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
3週ごと

分子標的

乳がん Eribulin+3wTrastuzumab エリブリン　1.4mg/㎡　第1,8日目
トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目

3週ごと
分子標的

乳がん 乳腺GEM（2投1休）
+3wTrastuzumab

ゲムシタビン　1250mg/㎡　第1,8日目
トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目

3週ごと
分子標的

乳がん CPT-11＋3wTrastuzumab イリノテカン　100mg/㎡　第1,8,15日目
トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1,22日目

6週ごと
分子標的

乳がん DOC＋CBDCA＋
3wTrastuzumab

ドセタキセル　75mg/㎡ 第1日目、カルボプラチン　AUC6　第1日目
トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1,22日目

3週ごと
分子標的

乳がん GEM（2投1休）
+3wTrastuzumab+3wPertuzum
ab

ゲムシタビン　1250mg/㎡　第1,8日目、
トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
ペルツズマブ 　初回 840mg/body,2回目以降 420mg/body　第1日目

3週ごと
分子標的

乳がん 3wTrastuzumab+3wPertuzuma
b

トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
ペルツズマブ 　初回 840mg/body,2回目以降 420mg/body　第1日目

3週ごと
分子標的

乳がん DOC+3wTrastuzumab+3wPert
uzumab

ドセタキセル　75mg/㎡ 第1日目
トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
ペルツズマブ 　初回 840mg/body,2回目以降 420mg/body　第1日目

3週ごと
分子標的

乳がん wPAC+3wTrastuzumab+3wPer
tuzumab

パクリタキセル　80mg/㎡　第1,8,15日目
トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
ペルツズマブ 　初回 840mg/body,2回目以降 420mg/body　第1日目

3週ごと
分子標的

乳がん VNR+3wTrastuzumab+3wPertu
zumab

ビノレルビン　25mg/㎡　第1,8日目
トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
ペルツズマブ 　初回 840mg/body,2回目以降 420mg/body　第1日目

3週ごと
分子標的

乳がん Eribulin+3wTrastuzumab+3wPe
rtuzumab

エリブリン　1.4mg/㎡　第1,8日目
トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
ペルツズマブ 　初回 840mg/body,2回目以降 420mg/body　第1日目

3週ごと
分子標的

乳がん カドサイラ カドサイラ　3.6mg/kg　第1日目 3週ごと 分子標的
乳がん エンハーツ エンハーツ  5.4mg/kg  第1日目 3週ごと 分子標的
乳がん 3wNabPAC++3wTrastuzumab+

3wPertuzumab
ナブパクリタキセル（アブラキサン）　260mg/㎡　第1日
トラスツズマブ　初回 8mg/kg,2回目以降 6mg/kg　第1日目
ペルツズマブ 　初回 840mg/body,2回目以降 420mg/body　第1日目

3週ごと
分子標的

乳がん Atezolizumab＋wNabPAC アテゾリズマブ　840mg/body  第1,15日目
ナブパクリタキセル（アブラキサン）　100mg/㎡　第1,8,15日目

4週ごと
殺細胞＋免疫

乳がん Pembrolizumab＋GEM＋
CBDCA

ペムブロリズマブ　200mg/body　第1日目、ゲムシタビン　1000mg/㎡　第
1,8      　カルボプラチン　AUC2　第1,8日目

3週ごと
殺細胞＋免疫



乳がん Pembrolizumab＋NabPAC（3
週）

ペムブロリズマブ　200mg/body  第1,22,43,64日目
ナブパクリタキセル　100mg/㎡　第1,8,15,29,36,43,57,64,71日目

12週ごと
殺細胞＋免疫

乳がん Pembrolizumab＋NabPAC（6
週）

ペムブロリズマブ　400mg/body  第1,43日目
ナブパクリタキセル　100mg/㎡　第1,8,15,29,36,43,57,64,71日目

12週ごと
殺細胞＋免疫

乳がん Pembrolizumab＋PAC（3週） ペムブロリズマブ　200mg/body  第1,22,43,64日目
パクリタキセル　90mg/㎡　第1,8,15,29,36,43,57,64,71日目

12週ごと
殺細胞＋免疫

乳がん Pembrolizumab＋PAC（6週） ペムブロリズマブ　400mg/body  第1,43日目
パクリタキセル　90mg/㎡　第1,8,15,29,36,43,57,64,71日目

12週ごと
殺細胞＋免疫

乳がん Pembrolizumab＋EC90 ペムブロリズマブ　200mg/body　第1日目、エピルビシン　90mg/㎡　第1日
目　　　シクロホスファミド　600mg/㎡　第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

乳がん Pembrolizumab＋wPAC＋
CBDCA

ペムブロリズマブ　200mg/body  第1日目、パクリタキセル 80mg/㎡　第
1,8,15日目カルボプラチン　AUC5　第1日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

乳がん Pembrolizumab＋wPAC＋
wCBDCA

ペムブロリズマブ　200mg/body  第1日目、パクリタキセル 80mg/㎡　第
1,8,15日目カルボプラチン　AUC1.5　第1,8,15日目

3週ごと
殺細胞＋免疫

病名 レジメン名 投与薬剤名　投与量　投与日 １コース日数 トレーシングレポート
卵巣がん wPAC+CBDCA パクリタキセル　80mg/㎡　第1,8,15日目、カルボプラチン　AUC6　第1日目 3週ごと 殺細胞
卵巣がん PAC＋CBDCA パクリタキセル　175mg/㎡、カルボプラチン　AUC5-6　第1日目 3週ごと 殺細胞
卵巣がん DOC＋CBDCA ドセタキセル　60-75mg/㎡　第1日目、カルボプラチン　AUC5-6　第1日目 3週ごと 殺細胞
卵巣がん GEM＋CBDCA ゲムシタビン　800-1000mg/㎡　第1,8日目、カルボプラチン　AUC4　第1日

目
4週ごと 殺細胞

卵巣がん CDDP 腹腔内投与 シスプラチン　75mg/㎡ 3週ごと 殺細胞
卵巣がん CPT-11+CDDP イリノテカン　60mg/㎡　第1,8,15日目、シスプラチン　60mg/㎡　第1日目 4週ごと 殺細胞
卵巣がん CBDCA カルボプラチン　AUC5ｰ6　第1日目 3週ごと 殺細胞
卵巣がん GEM（3投1休） ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8,15日目 4週ごと 殺細胞
卵巣がん CPT-11(A法) イリノテカン　100mg/㎡　第1,8,15,22日目 6週ごと 殺細胞
卵巣がん ドキシル リポソーマルドキソルビシン　50mg/㎡　第1日目 4週ごと 殺細胞
卵巣がん PAC＋CBDCA＋BEV パクリタキセル　175ｍｇ/㎡　第1日目、カルボプラチン　AUC6　第1日目

ベバシズマブ　15mg/kg　第1日目
3週ごと

分子標的

卵巣がん BEV ベバシズマブ　15mg/kg　第1日目 3週ごと 分子標的
卵巣がん PLD＋CBDCA リポソーマルドキソルビシン　30mg/㎡　第1日目

カルボプラチン  AUC5  第1日目
4週ごと

殺細胞

卵巣がん PLD＋CBDCA＋BEV リポソーマルドキソルビシン　30mg/㎡　第1日目
カルボプラチン  AUC5 　第1日目、ベバシズマブ　10mg/kg　第1,15日目

4週ごと
分子標的

子宮体がん AP アドリアマイシン　60mg/㎡　第1日目、シスプラチン　50mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
子宮体がん PAC＋CBDCA パクリタキセル　180mg/㎡　第1日目、カルボプラチン　AUC5ｰ6　第1日目 3週ごと 殺細胞
子宮頸がん RT+CDDP iv シスプラチン　40mg/㎡　第1日目 1週ごと 殺細胞
絨毛性疾患 MTX（絨毛性疾患） メトトレキサート　20mg/body　第1-5日目 2週ごと 殺細胞
絨毛性疾患 ACT-D（絨毛性疾患） アクチノマイシンD　0.01mg/kg　第1-5日目 2週ごと 殺細胞
絨毛性疾患 MTX＋LV（絨毛性疾患） メトトレキサート　1.0mg/kg　第1,3,5,7日目、ロイコボリン　0.1mg/kg　第2,4,6,8日目2週ごと 殺細胞
絨毛性疾患 MTX＋ACT-D（絨毛性疾患） メトトレキサート　20mg/body　第1-4日目

アクチノマイシンD　0.5mg/body　第1-4日目
2週ごと

殺細胞

病名 レジメン名 投与薬剤名　投与量　投与日 １コース日数 トレーシングレポート
前立腺がん DDE エストラムスチン　4cap分2　第1-3日目,第8-10日目

ドセタキセル　25mg/㎡　第2,9日目、デキサメタゾン注　8mg　第2,9日目
デキサメタゾン内服　0.5mg2錠分2　第1-14日目

3週ごと
殺細胞

前立腺がん high dose DDE エストラムスチン　2ｃap分2　第1-21日目、ドセタキセル　60mg/㎡　第1日目
デキサメタゾン　8mg　第1日目、デキサメタゾン内服　0.5mg2錠分2　第1-21
日目

3週ごと
殺細胞

前立腺がん 前立腺DOC ドセタキセル　75mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
前立腺がん CPA シクロホスファミド　500mg/㎡以下 3週ごと 殺細胞
前立腺がん、
尿路上皮がん

RT＋low dose CDDP シスプラチン　5mg/body　放射線外照射日（月-金） 1週ごと 殺細胞
前立腺がん カバジタキセル カバジタキセル　25mg/㎡　第1日目、プレドニゾロン　5mg*2T/day　連日 3週ごと 殺細胞
腎細胞がん Temsirolimus テムシロリムス　25mg/body　第1日目 1週ごと 分子標的
腎細胞、尿路上皮が
ん

ニボルマブ ニボルマブ　240mg/body　第1日目 2週ごと 免疫
腎細胞がん ニボルマブ＋イピリムマブ ニボルマブ　240mg/body　第1日目、イピリムマブ　1mg/kg　第1日目 3週ごと 免疫
腎細胞がん アベルマブ＋アキシチニブ アベルマブ　10mg/kg 第1日目 2週ごと 分子標的＋免疫
尿路上皮がん MVAC メトトレキサート　30mg/㎡　第1,15,22日目、ビンブラスチン　3mg/㎡　第

2,15,22日目、シスプラチン　70mg/㎡　第2日目、アドリアマイシン　30mg/㎡
第2日目

4週ごと
殺細胞

尿路上皮がん GEM+CDDP ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8,15日目、シスプラチン　70mg/㎡　第2日目 4週ごと 殺細胞
尿路上皮がん GEM+CBDCA(入院） ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8,15日目、カルボプラチン　AUC5　第2日目 3週ごと 殺細胞
尿路上皮がん wPAC（3投1休）+CBDCA パクリタキセル　60mg/㎡　第1,8,15日目、カルボプラチン　AUC5　第1日目 4週ごと 殺細胞
尿路上皮がん wPAC（2投1休）+CBDCA パクリタキセル　60mg/㎡　第1,8日目、カルボプラチン　AUC5　第1日目 3週ごと 殺細胞
尿路上皮がん PacCG パクリタキセル　80mg/㎡　第1,8日目、ゲムシタビン　1000mg/㎡　第1,8日

目　　　シスプラチン　70mg/㎡　第1日目
4週ごと

殺細胞

尿路上皮がん ペムブロリズマブ ペムブロリズマブ　2mg/kg　第1日目 3週ごと 免疫
尿路上皮がん アベルマブ アベルマブ　10mg/kg 第1日目 2週ごと 免疫
尿路上皮がん エンホルツマブ・ベドチン エンホルツマブ・ベドチン　1.25mg/kg  第1,8,15日目 4週ごと 分子標的
膀胱がん MMC膀胱内注入 マイトマイシン　20mg/回 1週ごと 殺細胞
膀胱がん THP膀胱内注入 ピラルビシン　30mg/回 1週ごと 殺細胞
膀胱がん CDDP+THP分割 シスプラチン　25mg/㎡　第1,2,3日目、ピラルビシン　15mg/㎡　第8,9,10日

目
4週ごと 殺細胞

膀胱がん RT＋CDDP（20mg/body） シスプラチン　20mg/body  第1-5日目、第22-26日目 6週ごと 殺細胞
精巣腫瘍 BEP シスプラチン　20mg/㎡　第1-5日目、エトポシド　100mg/㎡　第1-5日目

ブレオマイシン　30mg/body　第2,9,16日目
3週ごと

殺細胞

精巣腫瘍 VIP シスプラチン　20mg/㎡　第1-5日目、イホスファミド　1.2g/㎡　第1-5日目
エトポシド　75mg/㎡　第1-5日目

3週ごと
殺細胞

精巣腫瘍 VeIP シスプラチン　20mg/㎡　第1-5日目、イホスファミド　1.2g/㎡　第1-5日目
ビンブラスチン　0.11mg/kg　第1,2日目

3週ごと
殺細胞

産婦人科

泌尿器科



病名 レジメン名 投与薬剤名　投与量　投与日 １コース日数 トレーシングレポート
悪性黒色腫 DAV-Feron ダカルバジン　140mg/㎡　第1-5日目、ニムスチン　60mg/㎡　第1日目

ビンクリスチン　0.8mg/㎡　第1日目、インターフェロンβ　300万単位局所注
入　　　　第1-5日目

4週ごと
殺細胞

悪性黒色腫 DAC-Tam ダカルバジン　220mg/㎡　第1-3日目、ニムスチン　60mg/㎡　第1日目
シスプラチン　25mg/㎡　第1-3日目、タモキシフェン　20mg　連日

4週ごと
殺細胞

血管肉腫 wPac（3投1休） パクリタキセル　80mg/㎡　第1,8,15日目 4週ごと 殺細胞
皮膚扁平上皮がん ADR+CDDP アドリアマイシン　50mg/㎡　第1日目、シスプラチン　75mg/㎡　第1日目 3週ごと 殺細胞
皮膚扁平上皮がん PEP ペプレオマシン　5mg/body　第1,2,3,4,5,6日目 1週ごと 殺細胞
悪性軟部腫瘍 Eribulin エリブリン　1.4mg/㎡　第1,8日目 3週ごと 殺細胞

略語 一般名
５－ＦＵ フルオロウラシル
ＡＣＴ－Ｄ アクチノマイシンＤ
ＡＤＲ ドキソルビシン
ＡＭＲ アムルビシン
ＢＥＶ ベバシズマブ
ＣＢＤＣＡ カルボプラチン
ＣＤＤＰ シスプラチン
ＣＰＡ シクロフォスファミド
ＣＰＴ－１１ イリノテカン
ＤＯＣ（ＤＴＸ） ドセタキセル
ＧＥＭ ゲムシタビン
Ｌ－ＯＨＰ オキサリプラチン
ＬＶ レボホリナート
ＭＴＸ メトトレキセート
ＮａｂＰＡＣ パクリタキセル（アルブミン懸濁型）
ＮＤＰ ネダプラチン
ＰＡＣ パクリタキセル
ＰＥＭ ペメトレキセド
Ｐｅｒ ペルツズマブ
ＰＬＤ ドキソルビシン（リポソーム）
ＴＭＺ テモゾロミド
Ｔｒａ（Ｔｍａｂ） トラスツズマブ
ＶＮＲ ビノレルビン
ＶＰ－１６ エトポシド

略語一覧

皮膚科



登録レジメンリスト

共通 99-010 CBDCA200mg/body胸腔内
共通 99-021 CBDCA400mg/body胸腔内
共通 99-031 CBDCA300mg/body心嚢内
共通 99-044 CDDP胸腔内
共通 99-053 CDDP胸腔内（DEXなし）
共通 99-064 CDDP腹腔内
共通 99-074 CDDP心嚢内
共通 9878 ゾメタ点滴静注用（骨）
共通 9888 ランマーク皮下注
共通 9899 ゾメタ点滴静注用（高Ca）


