
非小細胞肺がん
小細胞肺がん
悪性胸膜中皮腫
大腸がん
胃がん
食道がん
膵がん
胆道がん
膵・消化管神経内分泌腫瘍
肝細胞がん
乳がん
尿路上皮がん
前立腺がん
腎細胞がん
精巣腫瘍
婦人科がん（卵巣がん、子宮頸がん、子宮体がんなど)
悪性リンパ腫
骨髄異形成症候群
頭頚部がん
悪性黒色腫
血管肉腫
悪性神経膠腫
MSI-High固形癌

　　　　　・公開可能なレジメンのみ掲載
　　　　　・経口薬のみの治療は未掲載
　　　　　・外来化学療法の場合、併用する経口薬は原則、当日夕から服用開始

レジメン一覧

　　　　　　【掲載がん種】

　　　2020年4月　福井県済生会病院薬剤部作成
　　　2021年4月　第1改訂



＜非小細胞肺がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1

ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 day1,8

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 day1,8

カルボプラチン カルボプラチン AUC1.5 day1

パクリタキセル パクリタキセル 40mg/m2 day1

シスプラチン シスプラチン 60mg/m2 day1

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/m2 day1～14

低用量CBDCA+RT カルボプラチン カルボプラチン 30mg/m2 day1～5 7日 放射線照射日のみ投与

デュルバルマブ イミフィンジ デュルバルマブ 10mg/kg day1 14日 化学放射線療法後の維持療法

シスプラチン シスプラチン 75mg/m2 day1

アリムタ ペメトレキセド 500mg/m2 day1

シスプラチン シスプラチン 75mg/m2 day1

アリムタ ペメトレキセド 500mg/m2 day1

アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1

シスプラチン シスプラチン 75mg/m2 day1

アリムタ ペメトレキセド 500mg/m2 day1

キイトルーダ ペムブロリズマブ 200mg/body day1

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1

ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 day1

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8

シスプラチン シスプラチン 60mg/m2 day8

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/m2 day1～21

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

アリムタ ペメトレキセド 500mg/m2 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

アリムタ ペメトレキセド 500mg/m2 day1

アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

アリムタ ペメトレキセド 500mg/m2 day1

キイトルーダ ペムブロリズマブ 200mg/body day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC5～6 day1

ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC6 day1

アブラキサン ナブパクリタキセル 100mg/m2 day1,8,15

カルボプラチン カルボプラチン AUC6 day1

アブラキサン ナブパクリタキセル 100mg/m2 day1,8,15

キイトルーダ ペムブロリズマブ 200mg/body day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC6 day1

パクリタキセル パクリタキセル 200mg/m2 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC6 day1

パクリタキセル パクリタキセル 200mg/m2 day1

キイトルーダ ペムブロリズマブ 200mg/body day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC6 day1

パクリタキセル パクリタキセル 200mg/m2 day1

アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC6 day1

パクリタキセル パクリタキセル 175mg/m2 day1

アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1

テセントリク アテゾリズマブ 1200mg/body day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8

カルボプラチン カルボプラチン AUC2 day1,15

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,15

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/m2 day1～14

アクプラ ネダプラチン 100mg/m2 day1

ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 day1

ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 day1,15

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,15

ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 day1

サイラムザ ラムシルマブ 10mg/kg day1

DTX ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 day1 21日

PEM アリムタ ペメトレキセド 500mg/m2 day1 21日

nab-PTX アブラキサン ナブパクリタキセル 100mg/m2 day1,8,15 28日

VNR ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 day1,8 21日

GEM ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15 28日

CPT-11 トポテシン イリノテカン 100mg/m2 day1,8,15 28日

ペムブロリズマブ キイトルーダ ペムブロリズマブ
200mg/body
(400mg/body)

day1
21日
(42日)

ニボルマブ オプジーボ ニボルブマブ
240mg/body
 (480mg/body)

day1
14日
(28日)

アテゾリズマブ テセントリク アテゾリズマブ 1200mg/body day1 21日

21日
4(～6)クール施行後はPEM+ペムブロリズ
マブ維持療法

CBDCA+DTX 21日

4(～6)クール施行後はPEM維持療法

4(～6)クール施行後はPEM+Bmab維持療
法

4(～6)クール施行後はPEM+ペムブロリズ
マブ維持療法

CBDCA+PTX+Bmab+アテゾ
リズマブ

21日
4(～6)クール施行後はBmab+アテゾリズマ
ブ維持療法

CBDCA+GEM 21日

biweekly CBDCA+GEM 28日

CBDCA+S-1 21日

CDDP+GEM 21日

CBDCA+PTX+Bmab 21日

CBDCA+nab-PTX 21日

CBDCA+nab-PTX+ペムブロ
リズマブ

21日

4(～6)クール施行後はBmab維持療法

4(～6)クール施行後はペムブロリズマブ維
持療法

CBDCA+PTX 21日

CBDCA+PTX+ペムブロリズ
マブ

21日
4(～6)クール施行後はペムブロリズマブ維
持療法

CDDP+S-1 35日

CBDCA+PEM 21日 4(～6)クール施行後はPEM維持療法

CBDCA+PEM+Bmab 21日
4(～6)クール施行後はPEM+Bmab維持療
法

CBDCA+PEM+ペムブロリズ
マブ

biweekly VNR+GEM 28日

DTX+RAM 21日

CDDP+VNR 21日

CBDCA+VNR 21日

weekly　CBDCA+PTX+RT 7日

CDDP+S-1+RT 28日

CDDP+PEM 21日

CDDP+PEM+Bmab 21日

CDDP+PEM+ ペムブロ リズ
マブ

21日

CDDP+DTX 21日

NDP+DTX 21日



オプジーボ ニボルマブ 360mg/body day1,22

ヤーボイ イピリムマブ 1mg/kg day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1,22

アリムタ ペメトレキセド 500mg/m2 day1,22

オプジーボ ニボルマブ 360mg/body day1,22

ヤーボイ イピリムマブ 1mg/kg day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC6 day1,22

パクリタキセル パクリタキセル 200mg/m2 day1,22

オプジーボ ニボルマブ 360mg/body day1,22

ヤーボイ イピリムマブ 1mg/kg day1

サイラムザ ラムシルマブ 10mg/kg day1

タルセバ エルロチニブ 150mg/body 連日

サイラムザ ラムシルマブ 10mg/kg day1

イレッサ ゲフィチニブ 250mg/body 連日

＜小細胞肺がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1

エトポシド エトポシド 100mg/m2 day1～3

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

エトポシド エトポシド 80～100mg/m2 day1～3

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

エトポシド エトポシド 100mg/m2 day1～3

テセントリク アテゾリズマブ 1200mg/body day1

シスプラチン シスプラチン 60mg/m2 day1

トポテシン イリノテカン 60mg/m2 day1,8,15

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

トポテシン イリノテカン 50～60mg/m2 day1,8,15

AMR カルセド アムルビシン 35～45mg/m2 day1～3 21日

NGT ハイカムチン ノギテカン 1mg/m2 day1～5 21日

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1

エトポシド エトポシド 100mg/m2 day1～3

イミフィンジ デュルバルマブ 1500mg/body day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

エトポシド エトポシド 100mg/m2 day1～3

イミフィンジ デュルバルマブ 1500mg/body day1

デュルバルマブ維持療法 イミフィンジ デュルバルマブ 1500mg/body day1 28日

＜悪性胸膜中皮腫＞
シスプラチン シスプラチン 75mg/m2 day1

アリムタ ペメトレキセド 500mg/m2 day1

ニボルマブ オプジーボ ニボルブマブ
240mg/body
 (480mg/body)

day1
14日
(28日)

RAM+ゲフィチニブ 14日

ニボルマブ+イピリムマブ 42日

ニボルマブ+イピリムマブ
+CBDCA+PEM

42日
2クール目からニボルマブ+イピリムマブ併
用療法

ニボルマブ+イピリムマブ
+CBDCA+PTX

42日
2クール目からニボルマブ+イピリムマブ併
用療法

RAM+エルロチニブ 14日

CDDP+VP-16+デュルバル
マブ

21日 4クール施行後はデュルバルマブ維持療法

CBDCA+VP-16+デュルバ
ルマブ

21日 4クール施行後はデュルバルマブ維持療法

CDDP+VP-16 21日

CBDCA+VP-16 21日

CBDCA+VP-16+アテゾリズ
マブ

21日
4(～6)クール施行後はアテゾリズマブ維持
療法

CDDP+CPT-11 28日

CBDCA+CPT-11 28日

CDDP+PEM 21日 4(～6)クール施行後はPEM維持療法



＜大腸がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

エルプラット オキサリプラチン 85mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

アバスチン ベバシズマブ 5mg/kg day1

エルプラット オキサリプラチン 85mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

エルプラット オキサリプラチン 85mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

アービタックス セツキシマブ 500mg/m2 day1

エルプラット オキサリプラチン 85mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

ベクティビックス パニツムマブ 6mg/kg day1

エルプラット オキサリプラチン 85mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

エルプラット オキサリプラチン 130mg/m2 day1

ゼローダ カペシタビン 2000mg/m2/day day1～14 C法

アバスチン ベバシズマブ 7.5mg/kg day1

エルプラット オキサリプラチン 130mg/m2 day1

ゼローダ カペシタビン 2000mg/m2/day day1～14 C法

アバスチン ベバシズマブ 7.5mg/kg day1

ゼローダ カペシタビン 2000mg/m2/day day1～14 C法

エルプラット オキサリプラチン 130mg/m2 day1

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/m2/day day1～14

アバスチン ベバシズマブ 7.5mg/kg day1

エルプラット オキサリプラチン 130mg/m2 day1

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/m2/day day1～14

アバスチン ベバシズマブ 7.5mg/kg day1

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/m2/day day1～14

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

アバスチン ベバシズマブ 5mg/kg day1

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

アービタックス セツキシマブ 500mg/m2 day1

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

ベクティビックス パニツムマブ 6mg/kg day1

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

サイラムザ ラムシルマブ 8mg/kg day1

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

mFOLFOX6 ＋ biweekly
Cmab

14日

FOLFIRI 14日

FOLFIRI＋Bmab 14日

ｍFOLFOX6＋Pmab 14日

Cape＋Bmab 21日

S1＋Bmab

ｍFOLFOX6 14日

14日

FOLFIRI＋weekly Cmab

アービタックス セツキシマブ day1,8

14日

ｍFOLFOX6＋Bmab 14日

ｍFOLFOX6＋weekly Cmab

アービタックス セツキシマブ day1,8

14日

21日

SOX 21日

SOX＋Bmab 21日

XELOX 21日

XELOX＋Bmab 21日

FOLFIRI＋biweekly Cmab 14日

FOLFIRI＋Pmab 14日

FOLFIRI＋RAM



ザルトラップ アフリベルセプト ベータ 4mg/kg day1

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

アバスチン ベバシズマブ 5mg/kg day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

アービタックス セツキシマブ 500mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

ベクティビックス パニツムマブ 6mg/kg day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 400mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

トポテシン イリノテカン 125mg/m2 day1, 15

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/m2/day day1～14 1投1休の場合あり

アバスチン ベバシズマブ 5mg/kg day1, 15

トポテシン イリノテカン 125mg/m2 day1, 15

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/m2/day day1～14 1投1休の場合あり

ベクティビックス パニツムマブ 6mg/kg day1, 15

トポテシン イリノテカン 125mg/m2 day1, 15

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/m2/day day1～14 1投1休の場合あり

ゼローダ カペシタビン 1600mg/m2/day day1～14

トポテシン イリノテカン 200mg/m2 day1

アバスチン ベバシズマブ 7.5mg/kg day1

ゼローダ カペシタビン 1600mg/m2/day day1～14

トポテシン イリノテカン 200mg/m2 day1

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

エルプラット オキサリプラチン 85mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

アバスチン ベバシズマブ 5mg/kg day1

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

エルプラット オキサリプラチン 85mg/m2 day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～2

CPT-11 トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1 14日

ベクティビックス パニツムマブ 6mg/kg day1

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

アービタックス セツキシマブ 500mg/m2 day1

トポテシン イリノテカン 150mg/m2 day1

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

biweekly Cmab単独 アービタックス セツキシマブ 500mg/m2 day1 14日

Pmab単独 ベクティビックス パニツムマブ 6mg/kg day1 14日

アバスチン ベバシズマブ 5mg/kg day1

ロンサーフ
チピラシル塩酸塩・トリフ
ルリジン

70mg/m2/day day1～5 5日間内服9日間休薬

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

ビラフトビ エンコラフェニブ 300mg/day 連日

メクトビ ビニメチニブ 90mg/day 連日

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

ビラフトビ エンコラフェニブ 300mg/day 連日

オプジーボ ニボルブマブ 240mg/body day1

ヤーボイ イピリムマブ 1mg/kg day1

ニボルマブ オプジーボ ニボルブマブ
240mg/body
 (480mg/body)

day1
14日
(28日)

MSI-High症例のみ

sLV5FU2＋biweekly Cmab 14日

sLV5FU2＋weekly Cmab

アービタックス セツキシマブ day1,8

14日

sLV5FU2 14日

sLV5FU2＋Bmab 14日

FOLFIRI＋AFL 14日

IRIS 28日

IRIS＋Bmab 28日

CPT-11＋Pmab 14日

IRIS＋Pmab 28日

sLV5FU2＋Pmab 14日

XELIRI 21日

XELIRI＋Bmab 21日

CPT-11＋biweekly Cmab 14日

mFOLFOXIRI 14日

mFOLFOXIRI＋Bmab 14日

FTD/TPI＋Bmab 14日

weekly Cmab単独 アービタックス セツキシマブ day1 7日

BRAF 遺伝子変異陽性症例のみ

ニボルマブ+イピリムマブ 21日
MSI-High症例のみ
4クール施行後はニボルマブ維持療法

Cmab＋ビラフトビ＋メクトビ

アービタックス セツキシマブ day1

7日 BRAF 遺伝子変異陽性症例のみ

Cmab＋ビラフトビ
アービタックス セツキシマブ day1

7日



＜胃がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/㎡ day1～21

シスプラチン シスプラチン 60mg/㎡ day8

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/㎡ day1～14

シスプラチン シスプラチン 60mg/㎡ day1

8㎎/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

ゼローダ カペシタビン 2000㎎/㎡ day1～14 C法

シスプラチン シスプラチン 80mg/㎡ day1

ゼローダ カペシタビン 2000㎎/㎡ day1～14 C法

シスプラチン シスプラチン 80mg/㎡ day1

8㎎/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/㎡ day1～14

エルプラット オキサリプラチン 100～130mg/㎡ day1

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/㎡ day1～14

エルプラット オキサリプラチン 100～130mg/㎡ day1

8㎎/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

エルプラット オキサリプラチン 130mg/㎡ day1

ゼローダ カペシタビン 2000mg/㎡ day1～14 C法

エルプラット オキサリプラチン 130mg/㎡ day1

ゼローダ カペシタビン 2000mg/㎡ day1～14 C法

8㎎/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

エルプラット オキサリプラチン 85mg/㎡ day1

アイソボリン レボホリナート 200㎎/㎡ day1

5-FU フルオロウラシル 400㎎/㎡ day1

5-FU フルオロウラシル 2400㎎/㎡ day1～2

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/㎡ day1～14

ドセタキセル ドセタキセル 40㎎/㎡ day1

サイラムザ ラムシルマブ 8mg/kg day1,15

パクリタキセル パクリタキセル 80㎎/㎡ day1,8,15

サイラムザ ラムシルマブ 8mg/kg day1,15

アブラキサン nabパクリタキセル 100㎎/㎡ day1,8,15

weekly PTX パクリタキセル パクリタキセル 80㎎/㎡ day1,8,15 28日

weekly nab-PTX パクリタキセル nabパクリタキセル 100㎎/㎡ day1,8,15 28日

DTX ドセタキセル ドセタキセル 60mg/㎡ day1 21日

RAM サイラムザ ラムシルマブ 8mg/kg day1 14日

ニボルマブ オプジーボ ニボルブマブ
240mg/body
 (480mg/body)

day1
14日
(28日)

CPT-11 トポテシン イリノテカン 150mg/㎡ day1 14日

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/㎡ day1～14

パクリタキセル パクリタキセル 50～80㎎/㎡ day1,8

トポテシン イリノテカン 60mg/㎡ day1,15

シスプラチン シスプラチン 30mg/㎡ day1,15

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80mg/㎡ day1～14

ドセタキセル ドセタキセル 60mg/㎡ day8

シスプラチン シスプラチン 60mg/㎡ day8

トラスツズマブ デルクステ
カン

エンハーツ
トラスツズマブ デルクス
テカン

6.4mg/kg day1 21日

S-1+PTX 21日

CPT-11＋CDDP 28日

DCS
21日

SP 35日

SP＋T-mab 21日

ハーセプチン トラスツズマブ day1

SOX 21日

ＸＰ 21日

ＸＰ+T-mab 21日

ハーセプチン トラスツズマブ day1

SOX＋T-mab 21日

ハーセプチン トラスツズマブ day1

mFOLFOX6 14日

S-1+DTX 21日

RAM+PTX 28日

RAM+nab-PTX 28日

XELOX 21日

XELOX+T-mab 21日

ハーセプチン トラスツズマブ day1



＜食道がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

5-FU フルオロウラシル 700㎎/㎡ day1～4

シスプラチン シスプラチン 70mg/㎡ day1

Radiation

5-FU フルオロウラシル 400㎎/㎡
day1～5,8～
12

シスプラチン シスプラチン 40mg/㎡ day1,8

Radiation

5-FU フルオロウラシル 800㎎/㎡ day1～5

シスプラチン シスプラチン 80㎎/㎡ day1

DTX ドセタキセル ドセタキセル 70㎎/㎡ day1 21日

weekly PTX パクリタキセル パクリタキセル 100㎎/㎡ day1 7日 B法

ドセタキセル ドセタキセル 70～75mg/m2 day1

シスプラチン シスプラチン 70～75mg/m2 day1

5-FU フルオロウラシル 750㎎/㎡ day1～5

エルプラット オキサリプラチン 85mg/㎡ day1

アイソボリン レボホリナート 200㎎/㎡ day1

5-FU フルオロウラシル 400㎎/㎡ day1

5-FU フルオロウラシル 2400㎎/㎡ day1～2

ニボルマブ オプジーボ ニボルブマブ
240mg/body
(480mg/body)

day1
14日
(28日)

＜膵がん・胆道がん共通＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

GEM ジェムザール ゲムシタビン 1000㎎/㎡ day1,8,15 28日

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8 day1,15の場合あり

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80㎎/㎡ day1～14 2投2休の場合あり

＜膵がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

アブラキサン nabパクリタキセル 125mg/㎡ day1,8,15

ジェムザール ゲムシタビン 1000㎎/㎡ day1,8,15

エルプラット オキサリプラチン 85mg/㎡ day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/㎡ day1

トポテシン イリノテカン 180㎎/㎡ day1 ★modifiedの場合150mg/m2に減量

5-FU フルオロウラシル 400mg/㎡ day1 ★modifiedの場合bolus抜き

5-FU フルオロウラシル 2400mg/㎡ day1～2

オニバイド リポソーム化イリノテカン 70mg/㎡ day1

アイソボリン レボホリナート 200mg/㎡ day1

5-FU フルオロウラシル 2400mg/㎡ day1～2

＜胆道がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

ジェムザール ゲムシタビン 1000㎎/㎡ day1,8

シスプラチン シスプラチン 25㎎/㎡ day1,8

ジェムザール ゲムシタビン 1000㎎/㎡ day1

シスプラチン シスプラチン 25㎎/㎡ day1

エスワンタイホウ
テガフール・ギメラシル・
オテラシルカリウム

80㎎/㎡ day1～7

＜膵・消化管神経内分泌腫瘍＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

weekly ザノサー ザノサー ストレプトゾシン 1000～1500㎎/㎡ day1 7日

＜肝細胞がん＞

RAM サイラムザ ラムシルマブ 8mg/kg day1 14日

テセントリク アテゾリズマブ 1200mg/body day1

アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1

FP＋RT 28日

中用量FP＋RT 35日

FP 28日

DCF 21日

mFOLFOX6

GC 21日

14日

GEM+S-1 21日(28日)

nab-PTX+GEM 28日

FOLFIRINOX 14日

nal-IRI+5-FU/LV 14日

アテゾリズマブ＋Bmab 21日

GCS 14日



＜乳がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

エピルビシン エピルビシン 100mg/m2 day1

エンドキサン シクロフォスファミド 600mg/m2 day1

ドキソルビシン ドキソルビシン 60mg/m2 day1

エンドキサン シクロホスファミド 600mg/m2 day1

エンドキサン シクロホスファミド 600mg/m2 day1,8

メソトレキセート メトトレキサート 40mg/m2 day1,8

5-FU フルオロウラシル 600mg/m2 day1,8

ドセタキセル ドセタキセル 75mg/m2 day1

エンドキサン シクロホスファミド 600mg/m2 day1

DTX triweekly ドセタキセル ドセタキセル 75mg/m2 day1 21日

PTX weekly パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1 7日

パクリタキセル パクリタキセル 90mg/m2 day1,8,15

アバスチン ベバシズマブ 10mg/kg day1,15

エリブリン ハラヴェン エリブリン 1.4mg/m2 day1,8 21日

VNR ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 day1,8 21日

トラスツズマブ エムタンシ
ン

カドサイラ
トラスツズマブ エムタン
シン

3.6mg/kg day1 21日

テセントリク アテゾリズマブ 840mg/Body day1,15

アブラキサン ナブパクリタキセル 100mg/m2 day1,8,15

4mg/kg(初回)

2mg/kg(2回目以降)

8mg/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

4mg/kg(初回)

2mg/kg(2回目以降)

パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1

8mg/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15

8mg/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

ドセタキセル ドセタキセル 75mg/m2 day1

4mg/kg(初回)

2mg/kg(2回目以降)

ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 day1,8

8mg/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 day1,8

8mg/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

ハラヴェン エリブリン 1.4mg/m2 day1,8

840mg/Body(初回)

420mg/Body(2回目以降)

8mg/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

840mg/Body(初回)

420mg/Body(2回目以降)

8mg/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15

840mg/Body(初回)

420mg/Body(2回目以降)

8mg/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

ドセタキセル ドセタキセル 75mg/m2 day1

840mg/Body(初回)

420mg/Body(2回目以降)

8mg/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 day1,8

840mg/Body(初回)

420mg/Body(2回目以降)

8mg/kg(初回)

6mg/kg(2回目以降)

ハラヴェン エリブリン 1.4mg/m2 day1,8

トラスツズマブ デルクステ
カン

エンハーツ
トラスツズマブ デルクス
テカン

5.4mg/kg day1 21日

EC 21日

AC 21日

CMF 28日

TC 21日

PTX＋Bmab 28日

アテゾリズマブ＋nab-PTX 28日

Weekly HER ハーセプチン トラスツズマブ day1 7日

Triweekly HER ハーセプチン トラスツズマブ day1 21日

Weekly HER＋PTX weekly
ハーセプチン トラスツズマブ day1

7日

Triweekly HER ＋ PTX
weekly

ハーセプチン トラスツズマブ day1
21日

Triweekly HER ＋ DTX
triweekly

ハーセプチン トラスツズマブ day1
21日

Weekly HER＋VNR
ハーセプチン トラスツズマブ day1,8,15

21日

Triweekly HER＋VNR
ハーセプチン トラスツズマブ day1

21日

Triweekly HER＋エリブリン
ハーセプチン トラスツズマブ day1

21日

PER＋Triweekly HER

パージェタ ペルツズマブ day1

21日

ハーセプチン トラスツズマブ day1

PER＋Triweekly HER＋PTX
weekly

パージェタ ペルツズマブ day1

21日
ハーセプチン トラスツズマブ day1

PER＋Triweekly HER＋DTX
triweekly

パージェタ ペルツズマブ day1

21日
ハーセプチン トラスツズマブ day1

PER ＋ Triweekly HER ＋
VNR

パージェタ ペルツズマブ day1

21日
ハーセプチン トラスツズマブ day1

PER＋Triweekly HER＋エリ
ブリン

パージェタ ペルツズマブ day1

21日
ハーセプチン トラスツズマブ day1



＜尿路上皮がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15

シスプラチン シスプラチン 70mg/m2 day2

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day2

ペムブロリズマブ キイトルーダ ペムブロリズマブ
200mg/body
(400mg/body)

day1
21日
(42日)

メソトレキセート メソトレキサート 30mg/m2 day1,15,22

エクザール ビンブラスチン 3mg/m2 day1,15,22

ドキソルビシン ドキソルビシン 30mg/m2 day2

シスプラチン シスプラチン 70mg/m2 day2

パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

＜前立腺がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

ドセタキセル ドセタキセル 70mg/m2 day1

プレドニゾロン プレドニゾロン 5mg×2（経口） 連日

ジェブタナ カバジタキセル 25mg/m2 day1

プレドニゾロン プレドニゾロン 5mg×2（経口） 連日

＜腎細胞がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

テムシロリムス トーリセル テムシロリムス 25mg/body day1 7日

ニボルマブ オプジーボ ニボルブマブ
240mg/body
 (480mg/body)

day1
14日
(28日)

オプジーボ ニボルブマブ 240mg/body day1

ヤーボイ イピリムマブ 1mg/kg day1

キイトルーダ ペムブロリズマブ
200mg/body
(400mg/body)

day1

インライタ アキシチニブ 5mg×2（経口） 連日 適宜増減

＜精巣腫瘍＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

エトポシド エトポシド 100mg/m2 day1-5

シスプラチン シスプラチン 20mg/m2 day1-5

ブレオ ブレオマイシン 30mg/Body day1,8,15

GC 28日

GEM+CBDCA 28日

M-VAC 28日

PTX+CBDCA 28日

DP 21日

カバジタキセル 21日

ニボルマブ+イピリムマブ 21日

ペムブロリズマブ+アキシチ
ニブ

21日
(42日)

BEP 21日

4クール施行後はニボルマブ維持療法



＜婦人科がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

パクリタキセル パクリタキセル 175mg/m2 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 day1

パクリタキセル パクリタキセル 175mg/m2 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 day1

アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1

ドセタキセル ドセタキセル 60～70mg/m2 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 day1

ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 day1

アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8

カルボプラチン カルボプラチン AUC 4 day1

ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8

カルボプラチン カルボプラチン AUC 4 day1

アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1

GEM単独 ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15 28日 卵巣癌

維持療法Bmab単独 アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1 21～28日 卵巣癌、子宮頸癌

PLD ドキシル
リポソーム化ドキソルビ
シン

50mg/m2 day1 28日 卵巣癌

ドキシル
リポソーム化ドキソルビ
シン

40mg/m2 day1

アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1

ドキシル
リポソーム化ドキソルビ
シン

30mg/m2 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 day1

トポテシン イリノテカン 60mg/m2 day1,8,15

カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 day1

CPT-11 トポテシン イリノテカン 100mg/m2 day1,8,15 21日 卵巣癌、子宮頚癌

CDGP アクプラ ネダプラチン 80mg/m2 day1 28日 卵巣癌、子宮頚癌

CBDCA単独 カルボプラチン カルボプラチン AUC 5 day1 21日 卵巣癌、子宮頚癌

weekly PTX パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15 21～28日 卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌

シスプラチン シスプラチン 30mg/m2 day1,8

ジェムザール ゲムシタビン 600mg/m2 day1,8

CDDP単独 シスプラチン シスプラチン 75mg/m2 day1 21日 卵巣癌、子宮頚癌

ドセタキセル ドセタキセル 70mg/m2 day1

シスプラチン シスプラチン 60mg/m2 day1

ドキソルビシン ドキソルビシン 60mg/m2 day1

シスプラチン シスプラチン 50mg/m2 day1

トポテシン イリノテカン 60mg/m2 day1,8,15

シスプラチン シスプラチン 60mg/m2 day1

CCRT(weekly CDDP) シスプラチン シスプラチン 40mg/m2 day1 7日 子宮頸癌

パクリタキセル パクリタキセル 175mg/m2 day1

シスプラチン シスプラチン 50mg/m2 day1

アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1

エトポシド エトポシド 100mg/m2 day1-5

シスプラチン シスプラチン 20mg/m2 day1-5

ブレオ ブレオマイシン 30mg/Body day1,8,15

MTX メソトレキセート メトトレキサート 30mg/Body day1-5 14日 絨毛性疾患

BEP 21日 胚細胞腫瘍

AP 28日 子宮体癌

CPT-11＋CDDP 28日 卵巣癌、子宮体癌

TP＋Bmab 21日 子宮頸癌

CPT-11＋CBDCA 28日 卵巣癌

CDDP＋GEM 21日 卵巣癌

DP 21日 卵巣癌、子宮体癌

GEM＋CBDCA＋Bmab 21～28日 卵巣癌

PLD＋Bmab 28日 卵巣癌

PLD＋CBDCA 28日 卵巣癌

DC 21～28日 卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌

DC＋Bmab 21～28日 卵巣癌、子宮頸癌

GEM＋CBDCA 21～28日 卵巣癌

TC 21～28日 卵巣癌、子宮体癌、子宮頸癌

TC＋Bmab 21～28日 卵巣癌、子宮頸癌



＜悪性リンパ腫＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

エクザール ビンブラスチン 6mg/m2 day1

ブレオ ブレオマイシン 9mg/m2 day1

ドキソルビシン ドキソルビシン 25mg/m2 day1

ダカルバジン ダカルバジン 250mg/kg day1

エクザール ビンブラスチン 6mg/m2 day1

ブレオ ブレオマイシン 9mg/m2 day1

ドキソルビシン ドキソルビシン 25mg/m2 day1

ダカルバジン ダカルバジン 375mg/kg day1

ニボルマブ オプジーボ ニボルブマブ
240mg/body
 (480mg/body)

day1
14日
(28日)

ペムブロリズマブ キイトルーダ ペムブロリズマブ
200mg/body
(400mg/body)

day1
21日
(42日)

ブレンツキシマブベドチン アドセトリス
ブレンツキシマブベドチ
ン

1.8mg/m2 day1 21日
CD30陽性ホジキンリンパ腫・末梢性T細胞
リンパ腫

アドセトリス
ブレンツキシマブベドチ
ン

1.2mg/m2 day1

エクザール ビンブラスチン 6mg/m2 day1

ドキソルビシン ドキソルビシン 25mg/m2 day1

ダカルバジン ダカルバジン 375mg/kg day1

リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2

オンコビン ビンクリスチン 1.4mg/m2 day1

ドキソルビシン ドキソルビシン 50mg/m2 day1

エンドキサン シクロフォスファミド 750mg/m2 day1

プレドニゾロン プレドニゾロン 60mg/m2 day1～5

リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2

ピノルビン ピラルビシン 50mg/m2 day1

オンコビン ビンクリスチン 1.4mg/m2 day1

エンドキサン シクロフォスファミド 750mg/m2 day1

プレドニゾロン プレドニゾロン 60mg/m2 day1～5

リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2

オンコビン ビンクリスチン 1.4mg/m2 day1

エンドキサン シクロフォスファミド 750mg/m2 day1

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 day1～5

R単独療法 リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2 day1 7日 非ホジキンリンパ腫

R維持療法 リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2 day1 56日 非ホジキンリンパ腫

ベンダムスチン療法 トレアキシン ベンダムスチン 120mg/m2 day1～2 21日
低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫・マ
ルトル細胞リンパ腫

リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2 day1

トレアキシン ベンダムスチン 90mg/m2 day1～2

ガザイバ オビヌツズマブ 1000mg/body
day1(初回の
み1,8,15)

トレアキシン ベンダムスチン 90mg/m2 day1～2

G維持療法 ガザイバ オビヌツズマブ 1000mg/body day1 56日 濾胞性リンパ腫

ガザイバ オビヌツズマブ 1000mg/body
day1(初回の
み1,8,15)

オンコビン ビンクリスチン 1.4mg/m2 day1

エンドキサン シクロフォスファミド 750mg/m2 day1

プレドニン プレドニゾロン 100mg/body day1～5

ベルケイド ボルテゾミブ 1.3mg/m2 day1,4,8,11

リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2 day1

ドキソルビシン ドキソルビシン 50mg/m2 day1

エンドキサン シクロフォスファミド 750mg/m2 day1

プレドニゾロン プレドニゾロン 100mg/m2 day1～5

GEM ジェムザール ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15 28日 悪性リンパ腫

アドセトリス
ブレンツキシマブベドチ
ン

1.8mg/m2 day1

ドキソルビシン ドキソルビシン 50mg/m2 day1

エンドキサン シクロフォスファミド 750mg/m2 day1

プレドニン プレドニゾロン 60mg/m2 day1

ロミデプシン イストダックス ロミデプシン 14mg/m2 day1,8,15 28日 末梢性T細胞リンパ腫

モガムリズマブ ポテリジオ モガムリズマブ 1mg/kg day1 7日 CCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫

リツキシマブは併用治療前後で投与します

＜骨髄異形成症候群＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

アザシチジン ビダーザ アザシチジン 75mg/m2 day1～7 28日

ホジキンリンパ腫

A-AVD

ABVｄ 14日 ホジキンリンパ腫

ABVD 14日

21日 濾胞性リンパ腫

14日
未治療CD30陽性ホジキンリンパ腫

R-CHOP 21日 非ホジキンリンパ腫

R-THP-COP 21日 非ホジキンリンパ腫

R-CVP 21日 非ホジキンリンパ腫

VR-CAP 21日 マントル細胞リンパ腫

A-CHP 21日 未治療CD30陽性末梢性T細胞リンパ腫

R-B療法 28日
低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫・マ
ルトル細胞リンパ腫

G-B療法 28日 濾胞性リンパ腫

G-CVP



＜頭頚部がん＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

CDDP シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1 21日

CBDCA カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1 21日

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

シスプラチン シスプラチン 80mg/㎡ day1

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

5-FU フルオロウラシル 1000㎎/㎡ day1～4

シスプラチン シスプラチン 80mg/㎡ day1

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

5-FU フルオロウラシル 1000㎎/㎡ day1～4

カルボプラチン カルボプラチン AUC5 day1

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

パクリタキセル パクリタキセル 80mg/㎡ day1 PTXはB法

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

パクリタキセル パクリタキセル 100㎎/㎡ day1,8

カルボプラチン カルボプラチン AUC2.5 day1,8

400mg/m2(初回)

250mg/m2(2回目以降)

ニボルマブ オプジーボ ニボルブマブ
240mg/body
 (480mg/body)

day1
14日
(28日)

ペムブロリズマブ キイトルーダ ペムブロリズマブ
200mg/body
(400mg/body)

day1
21日
(42日)

＜悪性黒色腫＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

ダカルバジン ダカルバジン 100mg/m2 day1～5

ニドラン ニムスチン 75mg/m2 day1

オンコビン ビンクリスチン 0.5mg/m2 day1

フェロン インターフェロンβ 300万U day1～5

ニボルマブ オプジーボ ニボルブマブ
240mg/body
 (480mg/body)

day1
14日
(28日)

ペムブロリズマブ キイトルーダ ペムブロリズマブ
200mg/body
(400mg/body)

day1
21日
(42日)

イピリムマブ ヤーボイ イピリムマブ 3mg/kg day1 21日

オプジーボ ニボルブマブ 80mg/body day1

ヤーボイ イピリムマブ 3mg/kg day1

＜血管肉腫＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

weekly PTX パクリタキセル パクリタキセル 100㎎/㎡ day1 7日 B法

エリブリン ハラヴェン エリブリン 1.4mg/m2 day1,8 21日

＜悪性神経膠腫＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

TMZ+RT テモダール テモゾロミド 75mg/m2 day1～42 42日

テモダール テモゾロミド 75mg/m2 day1～42

アバスチン ベバシズマブ 10mg/kg
day1,15,29,4
2

TMZ テモダール テモゾロミド 150～200mg/m2 day1～5 28日 初回は150mg/m2

テモダール テモゾロミド 150～200mg/m2 day1～5 初回は150mg/m2

アバスチン ベバシズマブ 10mg/kg day1,15

Bmab単独 アバスチン ベバシズマブ 15mg/kg day1 21日

経口不可時はTMZは点滴静注

＜MSI-High固形癌＞
レジメン名 商品名 一般名 投与量 投与日 1クール 備考

ペムブロリズマブ キイトルーダ ペムブロリズマブ
200mg/body
(400mg/body)

day1
21日
(42日)

Cmabは毎週

PCE 21日

アービタックス セツキシマブ day1,8,15

PTX+Cmab 7日
アービタックス セツキシマブ day1

アービタックス セツキシマブ day1,8,15

weekly Cmab単独 アービタックス セツキシマブ day1 7日

5-FU+CBDCA＋Cmab 14日

アービタックス セツキシマブ day1,8,15

5-FU+CDDP＋Cmab 14日

アービタックス セツキシマブ day1,8,15

DAV-フェロン 28日

ニボルマブ+イピリムマブ 21日

21日

TMZ+Bmab+RT 42日

TMZ+Bmab 28日

CDDP+Cmab

4クール施行後はニボルマブ維持療法


