
がん腫 レジメン名称 薬剤投与スケジュール
1コースの期
間（日）

胃がん 5-FU+l-LV フルオロウラシル注：600mg/㎡ 56

レボホリナート：250mg/㎡

ABI （Ｄ法） アブラキサン：100mg/㎡   day1 day8 day15 28

ABI アブラキサン：260mg/㎡ 21

CPT-11+CDDP イリノテカン：60mg/㎡ 14

シスプラチン：30mg/㎡

CPT-11 イリノテカン：125mg/㎡ 14

DTX ドセタキセル：60mg/㎡ 21

HER + CPT-11 トラスツズマブ（4週間毎）：8mg/kg（初回） 28

　　　　　　　　　　  　 ：6mg/kg（2回目以降）

イリノテカン（2週間毎）：125mg/㎡

HER+CDDP+S-1 トラスツズマブ：8mg/kg（初回） 21

　　　　  　　：6mg/kg（2回目以降）

シスプラチン  ：60mg/㎡

TS-1　　　　  ：80mg/㎡

HER+CDDP+Xeloda トラスツズマブ：8mg/kg（初回） 21

　　　　　  　：6mg/kg（2回目以降）

シスプラチン  ：80mg/㎡

カペシタビン  ：2,000mg/㎡ day1夕～day15朝

HER+XELOX トラスツズマブ：8mg/kg（初回） 21

　　　　　　　：6mg/kg（2回目以降）

オキサリプラチン（3週間毎）：130mg/㎡

カペシタビン　：1,200mg/1.36㎡未満

　　　　　　　：1,500mg/1.36㎡～1.66㎡

　　　　　　　：1,800mg/1.66㎡～1.96㎡

　　　　　　　：2,100mg/1.96㎡以上　　　day1夕～day15朝

HER＋SOX トラスツズマブ：8mg/kg（初回） 21

　　　　　  　：6mg/kg（2回目以降）

オキサリプラチン：130mg/㎡

TS-1　　　　：80mg/1.25㎡未満

　　　　　　：100mg/1.25～1.50㎡

　　　　　　：120mg/1.50㎡以上      

Nivolumab オプジーボ：240mg 14

Pembrolizumab キイトルーダ：200mg 21

RAM サイラムザ：8mg/kg　day1　day15 28

RAM+PTX サイラムザ：8mg/kg　day1　day15 28

パクリタキセル：80mg/㎡　day1　day8　day15

S－1＋CDDP TS-1　　　　：80mg/㎡  day1～day21 35

シスプラチン：60mg/㎡　day8

S-1+CPT-11 TS-1　　　　：80mg/㎡  day1～day14 28

イリノテカン：125mg/㎡ day1　day15

S-1+DTX TS-1　　　　：80mg/㎡  day1～day14 21

ドセタキセル：40mg/㎡

S-1+PTX TS-1　　　　：80mg/㎡ 21

パクリタキセル：50mg/㎡　day1　day8

SOX オキサリプラチン（3週間毎）：130mg/㎡ 21

TS-1　　　　：80mg/1.25㎡未満

　　　　　　：100mg/1.25～1.50㎡

　　　　　　：120mg/1.50㎡以上      day1～day14

Weekly ABI＋RAM サイラムザ：8mg/kg　day1　day15 28

アブラキサン：100mg/㎡　day1　day8　day15

Weekly Taxol パクリタキセル：80mg/㎡　day1　day8　day15 28
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がん腫 レジメン名称 薬剤投与スケジュール
1コースの期
間（日）

胃がん XELOX オキサリプラチン（3週間毎）：130mg/㎡ 21

カペシタビン：1,200mg/1.36㎡未満

　　　　　　：1,500mg/1.36㎡～1.66㎡

　　　　　　：1,800mg/1.66㎡～1.96㎡

　　　　　　：2,100mg/1.96㎡以上   day1夕～day15朝

XP シスプラチン：60mg/㎡ day1 21

カペシタビン：2,000mg/㎡  day1夕～day15朝

トラスツズマブ・デルクステカン エンハーツ　：6.4㎎/kg 21

大腸がん CET単独 アービタックス：400mg/㎡（初回） 7

　　　　　　　：250mg/㎡（2回目以降）

CPT-11+Cmab（初回） イリノテカン　：150mg/㎡（２時間） 14

アービタックス：400mg/㎡（２時間）

CPT-11+Cmab（2回目以降） イリノテカン　：150mg/㎡（２時間） 14

アービタックス：250mg/㎡（１時間）

CPT-11+Pmab ベクティビックス：6mg/kg 14

イリノテカン　　：150mg/㎡

CPT-11 イリノテカン　：125mg/㎡ 　(2週1投） 14

FOLFIRI イリノテカン　：150mg/㎡　（2時間） 14

レボホリナート：200mg/㎡　（2時間）

フルオロウラシル急速静注　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　：1200mg/㎡（23時間）×２

FOLFIRI+Bmab アバスチン　　：5mg/kg 14

イリノテカン　：150mg/㎡

レボホリナート：200mg/㎡

フルオロウラシル急速静注　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　：1200mg/㎡（23時間）

FOLFIRI+Cmab アービタックス：400mg/㎡（２時間） 14

（初回） イリノテカン　：150mg/㎡（２時間）

レボホリナート：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル急速静注　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　：1200mg/㎡（23時間）×２

FOLFIRI+Cmab アービタックス：250mg/㎡（１時間） 14

（２回目以降） イリノテカン　：150mg/㎡（２時間）

レボホリナート：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル急速静注　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　：1200mg/㎡（23時間）×２

FOLFIRI+Pmab ベクティビックス：6mg/kg 14

イリノテカン　　：150mg/㎡

レボホリナート　：200mg/㎡

フルオロウラシル急速静注　　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）×２

FOLFIRI+RAM サイラムザ　　：8mg/kg 14

イリノテカン　：150mg/㎡（２時間）

レボホリナート：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル急速静注　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　：1200mg/㎡（23時間）×２

FOLFOXIRI イリノテカン　　：150mg/㎡（２時間） 14

オキサリプラチン：85mg/㎡（２時間）

レボホリナート　：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）×２
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がん腫 レジメン名称 薬剤投与スケジュール
1コースの期
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大腸がん FOLFOXIRI+Bmab アバスチン　　　：5mg/kg（初回は90分） 14

イリノテカン　　：150mg/㎡（２時間）

オキサリプラチン：85mg/㎡（２時間）

レボホリナート　：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）×２

IRIS イリノテカン　：125mg/㎡ 28

TS-1　　　　：80mg/㎡  day1～day14

IRIS+Bmab アバスチン　　：5mg/kg 14

（2週1回投与） イリノテカン　：100mg/㎡

TS-1　　　　　：80mg/㎡

m-FOLFOX6 オキサリプラチン：85mg/㎡（２時間） 14

レボホリナート　：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル急速静注　　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）×２

m-FOLFOX6+Bmab アバスチン  　　：5mg/kg（初回は90分） 14

オキサリプラチン：85mg/㎡（２時間）

レボホリナート　：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル急速静注　　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）×２

m-FOLFOX6+Cmab アービタックス　：400mg/㎡（２時間） 14

（初回） オキサリプラチン：85mg/㎡（２時間）

レボホリナート　：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル急速静注　　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）×２

m-FOLFOX6+Cmab アービタックス　：250mg/㎡（２時間） 14

（2回目以降） オキサリプラチン：85mg/㎡（２時間）

レボホリナート　：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル急速静注　　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）×２

m-FOLFOX6+Pmab ベクティビックス：6mg/kg 14

（2週1回投与） オキサリプラチン：85mg/㎡（２時間）

レボホリナート　：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル急速静注　　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）

m-FOLFOX7 オキサリプラチン：85mg/㎡（２時間） 14

レボホリナート　：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）×２

m-FOLFOX7+Bmab アバスチン  　　：5mg/kg（初回は90分） 14

オキサリプラチン：85mg/㎡（２時間）

レボホリナート　：200mg/㎡（２時間）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）×２

mXELIRI イリノテカン　：200mg/㎡　（3週に1回） 21

カペシタビン　1日2回（2週間内服、1週間休薬）

　　　　　　　：1600mg/㎡/day（day1夕～day15朝）

mXELIRI+Bmab カペシタビン　1日2回（2週間内服、1週間休薬） 21

　　　　　　　：1600mg/㎡/day（day1夕～day15朝）

イリノテカン  ：200mg/㎡（３週に1回）

アバスチン  　：7.5mg/kg（３週に1回）

Nivolumab オプジーボ　　：240mg/㎡ 14

Pembrolizumab キイトルーダ　：200mg/㎡ 21

Pmab ベクティビックス：6mg/kg 14
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がん腫 レジメン名称 薬剤投与スケジュール
1コースの期
間（日）

大腸がん SOX オキサリプラチン：130mg/㎡（２時間）（３週に１度） 21

TS-1　１日２回内服（２週間内服１週間休薬）

SOX+Bmab アバスチン　　　：5mg/kg（初回は90分）（３週に１度） 21

オキサリプラチン：130mg/㎡（２時間）（３週に１度）

TS-1　１日２回内服（２週間内服１週間休薬）

TAS-102+Bmab ロンサーフ(トリフルリジン相当量)：35mg/㎡ 28

アバスチン　　　：5mg/kg（初回は90分）

XELOX オキサリプラチン：130mg/㎡（２時間）（３週に１度） 21

ゼローダ　1日2回（2週間内服、1週間休薬）

XELOX+Bmab アバスチン　　　：7.5mg/kg（初回は90分）（３週に１度） 21

オキサリプラチン：130mg/㎡（２時間）（３週に１度）

カペシタビン　1日2回（2週間内服、1週間休薬）

ザルトラップ＋FOLFIRI ザルトラップ　　：4mg/kg 14

イリノテカン　　：150mg/㎡

レボホリナート　：200mg/㎡

フルオロウラシル急速静注　　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

フルオロウラシル持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）×２

食道がん DTX ドセタキセル　：70mg/㎡ 21

Nedaplatin アクプラ　　：100mg/㎡ 28

Weekly Taxol パクリタキセル：80mg/㎡（週１回、３週投与、１週休薬） 28

AMR カルセド　　：45mg/㎡（初回） 21

カルセド　　：40mg/㎡（２回目以降）

Atezolizumab テセントリク　：1200mg/body 21

CBDCA＋GEM ゲムシタビン　：1000mg/㎡ 21

パラプラチン：　AUC×（Ccr＋25）　※AUC＝5

CBDCA＋PEM アリムタ      ：500mg/㎡ 21

パラプラチン：　AUC×（Ccr＋25）　※AUC＝5

CBDCA＋PEM＋Bmab アリムタ      ：500mg/㎡ 21

パラプラチン：　AUC×（Ccr＋25）　※AUC＝5

アバスチン： 15mg/kg

CDDP+ETP エトポシド　　：100mg/㎡ 21

シスプラチン　：80mg/㎡

CDDP＋PEM アリムタ　　　：500mg/㎡ 21

シスプラチン　：75mg/㎡

CPT-11 イリノテカン　：100mg/㎡ 14

DTX ドセタキセル　：60mg/㎡ 21

Durvalumab イミフィンジ　：10mg/kg　 14

GEM ゲムシタビン　：1000mg/㎡ 21

MTA アリムタ      ：500mg/㎡ 21

Nivolumab オプジーボ　：240mg/body 14

Pembrolizumab（3週） キイトルーダ：200mg/body 21

Pembrolizumab（6週） キイトルーダ：400mg/body 42

VNR ナベルビン　：25mg/㎡ day1　day8 21

悪性胸膜 Nivolumab オプジーボ　：240mg/body 14

中皮腫 CDDP＋PEM アリムタ　　　：500mg/㎡ 21

シスプラチン　：75mg/㎡

CBZ ジェブタナ　　：25mg/㎡ 21

DTX ドセタキセル　：70mg/㎡ 21

デカドロン0.5mg(1Tor2T/Day)連日内服

尿路上皮 GC (GEM+CDDP) ゲムシタビン　：1000mg/㎡（1.8.15日目） 21

がん シスプラチン　：70mg/㎡（2日目）

Pembrolizumab キイトルーダ　：200mg/body 21

肺がん

前立腺がん
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がん腫 レジメン名称 薬剤投与スケジュール
1コースの期
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腎細胞がん トーリセル トーリセル　　：25mg/body（週１回） 7

Nivolumab オプジーボ　　：240mg/body 14

胚細胞腫瘍 BEP ブレオ：30㎎/body 21

ベプシド：100mg/㎡

シスプラチン：20mg/㎡

ABI+GEM ゲムシタビン　：1000mg/㎡ 28

アブラキサン　：125mg/㎡

（週１回、３週投与、１週休薬）

FOLFIRINOX オキサリプラチン：85mg/㎡ 14

イリノテカン　　：180mg/㎡

レボホリナート　：200mg/㎡

5-FU急速静注　　：400mg/㎡（全開で点滴静注）

5-FU持続静注　　：1200mg/㎡（23時間）

GEM ゲムシタビン　：1000mg/㎡ 28

（週１回、３週投与、１週休薬）

GEM+Erlotinib ゲムシタビン　：1000mg/㎡ 28

（週１回、３週投与、１週休薬）

タルセバ　　　：100mg/日（1日1回食間　毎日）

GEM+S-1 ゲムシタビン　：1000mg/㎡ 28

（週１回、３週投与、１週休薬）

S-1 　　　　　：80mg/日（1日2回　day1～day14）

オニバイド＋5FU/LV オニバイト：70㎎/㎡ 14

レボホリナート：200㎎/㎡

5-FU持続静注　　：2400mg/㎡

Atezolizumab＋Bev テセントリク　：1200mg/body 21

アバスチン　：　15㎎/Kg

Pembrolizumab キイトルーダ　：200mg/body 21

胆道がん GEM ゲムシタビン　：1000mg/㎡ 28

（週１回、３週投与、１週休薬）

GEM+CDDP ゲムシタビン　：1000mg/㎡  day1 day8 21

シスプラチン　：25mg/㎡    day1　day8

GEM+S-1 ゲムシタビン　：1000mg/㎡ 28

（週１回、３週投与、１週休薬）

S-1 　　　　　：80mg/日（1日2回、1から14日目）

Pembrolizumab キイトルーダ　：200mg/body 21

肝臓がん Pembrolizumab キイトルーダ　：200mg/body 21

RAM サイラムザ：8mg/kg day1 day15 28

PTX+CBDCA パクリタキセル：175mg/㎡ 21

パラプラチン：　AUC×（Ccr＋25）　※AUC＝5

2021年5月　現在

原発不明が
ん

膵がん
胆管がん
肝がん
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