
レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
フルオロウラシル フルオロウラシル 250mg/m2 day1,8,15,22,29,36
レボホリナート レボホリナート 500～600mg/m2 day1,8,15,22,29,36
ベバシズマブ アバスチン 5～10mg/kg day1
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
ベバシズマブ アバスチン 5～10mg/kg day1
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
ベバシズマブ アバスチン 5～10mg/kg day1
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
ベバシズマブ アバスチン 5～10mg/kg day1
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
オキサリプラチン オキサリプラチン 85mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
ベバシズマブ アバスチン 7.5mg/kg day1
オキサリプラチン オキサリプラチン 130mg/m2 day1
カペシタビン カペシタビン 2000mg/m2/day day1～14

CPT-11 イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1 14日
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14
イリノテカン イリノテカン 100mg/m2 day1,15
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
オキサリプラチン オキサリプラチン 85mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
オキサリプラチン オキサリプラチン 130mg/m2 day1
カペシタビン カペシタビン 2000mg/m2/day day1～14
セツキシマブ アービタックス 400mg/m2 day1（初回のみ）
セツキシマブ アービタックス 250mg/m2 day1（2回目以降）
セツキシマブ アービタックス 400mg/m2 day1（初回のみ）
セツキシマブ アービタックス 250mg/m2 day1,8（2回目以降）
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
セツキシマブ アービタックス 400mg/m2 day1（初回のみ）
セツキシマブ アービタックス 250mg/m2 day1,8（2回目以降）
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
オキサリプラチン オキサリプラチン 85mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
セツキシマブ アービタックス 400mg/m2 day1（初回のみ）
セツキシマブ アービタックス 250mg/m2 day1,8（2回目以降）
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1

大腸がんレジメン一覧

14日

Cmab+CPT-11 14日

5-FU/LV

Bmab+5-FU/LV

56日

14日

Bmab+CPT-11 14日

IRIS（4週ごと） 28日

mFOLFOX6 14日

Bmab+FOLFIRI 14日

Bmab+mFOLFOX6 14日

21日Bmab+XELOX

FOLFIRI 14日

21日IRIS（3週ごと）

7日Cmab

Cmab+FOLFIRI 14日

21日XELOX

Cmab+mFOLFOX6



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
Pmab パニツムマブ ベクティビックス 6mg/kg day1 14日

パニツムマブ ベクティビックス 6mg/kg day1
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
パニツムマブ ベクティビックス 6mg/kg day1
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
オキサリプラチン オキサリプラチン 85mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
パニツムマブ ベクティビックス 6mg/kg day1
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
オキサリプラチン オキサリプラチン 130mg/m2 day1
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14
ベバシズマブ アバスチン 7.5mg/kg day1
オキサリプラチン オキサリプラチン 130mg/m2 day1
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14
ベバシズマブ アバスチン 7.5mg/kg day1
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14
ベバシズマブ アバスチン 5mg/kg day1,15
イリノテカン イリノテカン 100mg/m2 day1,15
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14
ラムシルマブ サイラムザ 8mg/kg day1
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
ベバシズマブ アバスチン 5mg/kg day1,15
ﾄﾘﾌﾙﾘｼﾞﾝ・ﾁﾋﾟﾗｼﾙ ロンサーフ 70mg/m2/day day1～5，8～12
イリノテカン イリノテカン 200mg/m2 day1
カペシタビン カペシタビン 1600mg/m2/day day1～14
ベバシズマブ アバスチン 7.5mg/kg day1
イリノテカン イリノテカン 200mg/m2 day1
カペシタビン カペシタビン 1600mg/m2/day day1～14
アブリベルセプト ザルトラップ 4mg/kg day1
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
ベバシズマブ アバスチン 5mg/kg day1
オキサリプラチン オキサリプラチン 85mg/m2 day1
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 165mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 3200mg/m2 day1～3

Bmab+XELIRI 21日

Zal+FOLFIRI 14日

Ram+FOLFIRI 14日

Bmab+TAS-102 28日

XELIRI 21日

Bmab+SOX 21日

Bmab+IRIS
（3週ごと）

21日

Bmab+IRIS
（4週ごと）

Pmab+FOLFIRI 14日

28日

Pmab+mFOLFOX6 14日

Pmab+CPT-11 14日

21日SOX

Bmab+FOLFOXIRI 14日



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
DTX ドセタキセル ドセタキセル 60～70mg/m2 day1 21日
PTX パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15 28日

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 70mg/m2 day1,15
シスプラチン シスプラチン 70mg/m2 day8
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～21
シスプラチン シスプラチン 20mg/m2 day1,15,29
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～28
パクリタキセル シスプラチン 70mg/m2 day8
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～21
パクリタキセル（i.v.） シスプラチン 50mg/m2 day1,8
パクリタキセル（i.p.） シスプラチン 20mg/m2 day1,8
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14

nab-PTX（3週） パクリタキセル アブラキサン 260mg/m2 day1 21日
weekly nab-PTX パクリタキセル アブラキサン 100mg/m2 day1,8,15 28日

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1
カペシタビン カペシタビン 2000mg/m2/day day1～14
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1（2回目以降）
シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1
カペシタビン カペシタビン 2000mg/m2/day day1～14
オキサリプラチン オキサリプラチン 130mg/m2 day1
カペシタビン カペシタビン 2000mg/m2/day day1～14
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1（2回目以降）
カペシタビン カペシタビン 2000mg/m2/day day1～14
オキサリプラチン オキサリプラチン 100～130mg/m2 day1
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14

CPT-11 イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1 14日
ラムシルマブ サイラムザ 8mg/kg day1,15
パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15

Ram ラムシルマブ サイラムザ 8mg/kg day1,15 28日
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1（2回目以降）
オキサリプラチン オキサリプラチン 130mg/m2 day1
カペシタビン カペシタビン 2000mg/m2/day day1～14
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1（2回目以降）
シスプラチン シスプラチン 70mg/m2 day8
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～21
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
オキサリプラチン オキサリプラチン 85mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1（2回目以降）
パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15 28日
ラムシルマブ サイラムザ 8mg/kg day1,15
パクリタキセル アブラキサン 100mg/m2 day1,8,15
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1（2回目以降）
パクリタキセル アブラキサン 100mg/m2 day1,8,15 28日

nivolmab ニボルマブ オプジーボ 240mg/body ｄａｙ１ 14日

胃がんレジメン一覧

CDDP+CPT-11 28日

CDDP+S-1 35日

XP 21日

HER+XP 21日

XELOX 21日

外来CDDP+S-1 42日

PTX+S-1 35日

i.v.PTX+i.p.PTX
+S-1

21日

HER+XELOX 21日

HER+CDDP+S-1
21日

35日

HER+CAPE 21日

SOX 21日

Ram+PTX 28日

HER+nab-PTX
21日

mFOLFOX6 14日

HER+PTX
21日

Ram+nab-PTX 28日



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
ドキソルビシン ドキソルビシン 60mg/m2 day1
シクロフォスファミド エンドキサン 600mg/m2 day1

DTX ドセタキセル ドセタキセル 60～75mg/m2 day1 21日
エピルビシン ファルモルビシン 90mg/m2 day1
シクロフォスファミド エンドキサン 600mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 500mg/m2 day1
エピルビシン ファルモルビシン 100mg/m2 day1
シクロフォスファミド エンドキサン 500mg/m2 day1

PTX（1週ごと） パクリタキセル パクリタキセル 80～100mg/m2 day1,8,15,22,29,36 56日
PTX（3週ごと） パクリタキセル パクリタキセル 175mg/m2 day1 21日

ドセタキセル ドセタキセル 60～70mg/m2 day1
シクロフォスファミド エンドキサン 600mg/m2 day1

VNR ピノレルビン ナベルビン 25mg/m2 day1,8 21日
トラスツズマブ トラスツズマブ 4mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 2mg/m2 day1（2回目以降）
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/m2 day1（2回目以降）
トラスツズマブ トラスツズマブ 4mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 2mg/m2 day1（2回目以降）
ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8 21日

nab-PTX パクリタキセル アブラキサン 260mg/m2 day1 21日
ペルツムマブ パージェタ 840mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1
ペルツムマブ パージェタ 420mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/m2 day1
ペルツムマブ パージェタ 840mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1
ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8
ペルツムマブ パージェタ 420mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1
ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8
ペルツムマブ パージェタ 840mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1
ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 day1
ペルツムマブ パージェタ 420mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1
ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 day1
ペルツムマブ パージェタ 840mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1
パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15
ペルツムマブ パージェタ 420mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1
パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15
ベバシズマブ アバスチン 10mg/kg day1,15
パクリタキセル パクリタキセル 90mg/m2 day1,8,15

T-DM1 トラスツズマブエムタンシン カドサイラ 3.6mg/m2 day1 21日
トラスツズマブ トラスツズマブ 4mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 2mg/m2 day1（2回目以降）
パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/m2 day1（2回目以降）
パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15

エリブリン エリブリン ハラヴェン 1.4mg/m2 day1,8 21日

乳がんレジメン一覧

AC 21日

HER（1週ごと） 7日

HER（3週ごと） 21日

HER+GEM
7日

EC 21日

FEC 21日

TC 21日

PER+HER+GEM
（2回目以降）

21日

PER+HER+DTX（初回） 21日

PER+HER+DTX
（2回目以降）

21日

PER+HER（初回） 21日

PER+HER（2回目以降） 21日

PER+HER+GEM（初回） 21日

HER+PTX
（1週ごと）

7日

HER+PTX
（3週ごと）

21日

PER+HER+PTX（初回） 21日

PER+HER+PTX
（2回目以降）

21日

Bmab+PTX 28日



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1（初回のみ）
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/m2 day1（2回目以降）
カペシタビン カペシタビン 2500mg/m2/day day1～14
ペルツムマブ パージェタ 840mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1
カペシタビン カペシタビン 2500mg/m2/day day1～14
ペルツムマブ パージェタ 420mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1
カペシタビン カペシタビン 2500mg/m2/day day1～14
ペルツムマブ パージェタ 840mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 8mg/kg day1
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14
ペルツムマブ パージェタ 420mg/bpdy day1
トラスツズマブ トラスツズマブ 6mg/kg day1
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14
アテゾリズマブ テセントリク 840mg/body day1
パクリタキセル アブラキサン 100mg/m2 day1,8,15

エンハーツ トラスツズマブデルクステカン エンハーツ 5.4mg/m2 day1 21日

HER+CAPE
（3週ごと）

21日

PER+HER+CAPE
（2回目以降）

21日

Atezo+nab-PTX 28日

PER+HER+CAPE（初回） 21日

PER+HER+CAPE
（2回目以降）

21日

PER+HER+S-1（初回） 21日



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
GEM ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15 28日

ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15
パクリタキセル アブラキサン 100mg/m2 day1,8,15
オキサリプラチン オキサリプラチン 85mg/m2 day1
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 150mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3
ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15
エルロチニブ タルセバ 100mg/body/day 連日
イリノテカン オニバイド 70mg/m2 day1
レボホリナート レボホリナート 200mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 2400mg/m2 day1～3

レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
GEM ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15 28日

ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8
シスプラチン シスプラチン 25mg/m2 day1,8
ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8
エルロチニブ タルセバ 100mg/body 連日

レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
DTX ドセタキセル ドセタキセル 60～70mg/m2 day1 21日
PTX パクリタキセル パクリタキセル 80～100mg/m2 day1,8,15,22,29,36 56日

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 800mg/m2 day1～5
シスプラチン シスプラチン 70mg/m2 day1
フルオロウラシル フルオロウラシル 700mg/m2 day1～4
シスプラチン シスプラチン 40mg/m2 day1,8
フルオロウラシル フルオロウラシル 400mg/m2 day1～4,8～12

レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
Pembrolizumab ペムブロリズマブ キイトルーダ 200mg/body day1 21日

膵臓がんレジメン一覧

nal-IRI+LV/5FU 14日

胆管がんレジメン一覧

GEM+CDDP 21日

GEM+nab-PTX 28日

FOLFIRINOX 14日

GEM+elro 28日

GEM+elro 21日

食道がんレジメン一覧

FP 28日

FP+RT（JCOG9708) 28日

FP+RT（JCOG9906) 35日

MSI high 固形がんレジメン



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
AMR アムルビシン カルセド 35mg/m2 day1～3 21日

カルボプラチン カルボプラチン AUC=5 day1
ゲムシタビン 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=6 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 AUC=6 day1
パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15

CPT-11 イリノテカン イリノテカン 100mg/m2 day1,8,15 35日
DTX ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 day1 21日
GEM ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15 28日
VNR ピノレルビン ナベルビン 25mg/m2 day1,8 21日
weeklyPTX パクリタキセル パクリタキセル 80mg/m2 day1,8,15 28日

シスプラチン シスプラチン 60mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 60mg/m2 day1,8,15
シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1
ピノレルビン ナベルビン 20mg/m2 day1,8
シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1
ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8

PEM ペメトレキセド アリムタ 500mg/m2 day1 21日
ベバシズマブ アバスチン 15mg/kg 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 200mg/m2 day1
ベバシズマブ アバスチン 15mg/kg day1
ペメトレキセド アリムタ 500mg/m2 day1
シスプラチン シスプラチン 75mg/m2 day1
ペメトレキセド アリムタ 500mg/m2 day1
ベバシズマブ アバスチン 15mg/kg day1
シスプラチン シスプラチン 75mg/m2 day1
ペメトレキセド アリムタ 500mg/m2 day1
カルボプラチン カルボプラチン AUC=6 day1
パクリタキセル アブラキサン 100mg/m2 day1,8,15
カルボプラチン カルボプラチン AUC=5 day1
S-1 エスワン 80mg/m2/day day1～14
ベバシズマブ アバスチン 15mg/kg day1
エルロニチブ タルセバ 150mg/body/day 連日
カルボプラチン カルボプラチン AUC=6 day1
ペメトレキセド アリムタ 500mg/m2 day1

Nivolmab ニボルマブ オプジーボ 240mg/body day1 14日
ラムシルマブ サイラムザ 10mg/kg 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
ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 day1

weekly nab-PTX パクリタキセル アブラキサン 100mg/m2 day1,8,15 28日
Pembrolizumab ペムブロリズマブ キイトルーダ 200mg/body day1 21日
Atezolizumab アテゾリズマブ テセントリク 1200mg/body day1 21日

アテゾリズマブ テセントリク 1200mg/body day1
ベバシズマブ アバスチン 15mg/kg day1
カルボプラチン カルボプラチン AUC=6 day1
パクリタキセル パクリタキセル 175mg/m2 day1
アテゾリズマブ テセントリク 1200mg/body day1
ベバシズマブ アバスチン 15mg/kg day1
ペムブロリズマブ キイトルーダ 200mg/body day1
カルボプラチン カルボプラチン AUC=6 day1
パクリタキセル アブラキサン 100mg/m2 day1,8,15
ペムブロリズマブ キイトルーダ 200mg/body day1
カルボプラチン カルボプラチン AUC=5 day1
ペメトレキセド アリムタ 500mg/m2 day1

非小細胞肺がんレジメン一覧

CBDCA+GEM 21日

CBDCA+PTX 21日

CDDP+GEM 21日

Bmab
+CBDCA+PTX

21日

Bmab+PEM 21日

CBDCA+weeklyPTX 28日

CDDP+CPT-11 28日

CDDP+VNR 21日

CBDCA+S-1 28日

Bmab+erlo 21日

CBDCA+PEM 21日

CDDP+PEM 21日

Bmab
+CDDP+PEM

21日

CBDCA+nab-PTX 28日

Atezo+Bmab
メンテナンス

21日

Pembro
+CBDCA+nab-PTX

21日

Pembro
+CBDCA+PEM

21日

Ram+DTX 21日

CDDP+DTX 21日

Atezo+Bmab
+CBDCA+PTX

21日

21日



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
AMR アムルビシン カルセド 35mg/m2 day1～3 21日

カルボプラチン カルボプラチン AUC=5 day1
エトポシド エトポシド 100mg/m2 day1～3
シスプラチン シスプラチン 60mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 60mg/m2 day1,8,15
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

CPT-11 イリノテカン イリノテカン 100mg/m2 day1,8,15 35日
Nogitecan ノギテカン ハイカムチン 0.8～1.2mg/m2 day1～5 21日

アテゾリズマブ テセントリク 1200mg/body day1
カルボプラチン カルボプラチン AUC=5 day1
エトポシド エトポシド 100mg/m2 day1～3

Atezoメンテナンス アテゾリズマブ テセントリク 1200mg/body day1 21日

CDDP+VP-16 21日

Atezo
+CBDCA+VP-16

21日

小細胞肺がんレジメン一覧

CBDCA+VP-16 21日

CDDP+CPT-11 28日



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
シクロフォスファミド エンドキサン 500mg/m2 day1
ドキソルビシン ドキソルビシン 50mg/m2 day1
シスプラチン シスプラチン 50mg/m2 day1
ドセタキセル ドセタキセル 70mg/m2 day1
カルボプラチン カルボプラチン AUC=6 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=6 day1
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 AUC=6 day1
シスプラチン シスプラチン 60mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 60mg/m2 day1,8
カルボプラチン カルボプラチン AUC=4 day1
ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8
シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 day1
ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8

PLD ドキソルビシン ドキシル 50mg/m2 day1 28日
GEM ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15 28日

ネダプラチン アクプラ 80mg/m2 day1
イリノテカン イリノテカン 60mg/m2 day1,8

Nogitecan ノギテカン ハイカムチン 1.5mg/m2 day1～5 21日
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
ベバシズマブ アバスチン 15mg/kg 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=6 day1
ベバシズマブ アバスチン 15mg/kg day8
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 AUC=6 day1
ドキソルビシン ドキシル 40～50mg/m2 day1
カルボプラチン カルボプラチン AUC=5 day1
ベバシズマブ アバスチン 15mg/kg day1
ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15
ベバシズマブ アバスチン 15mg/kg day1
ノギテカン ハイカムチン 1.5mg/m2 day1～5

卵巣がんレジメン一覧

dose dense TC 28日

CDDP+CPT-11 21日

CBDCA+GEM 21日

CAP 21日

DC 21日

TC 21日

Bmab+TC 21日

Bmab
+dose dense TC

28日

PLDC 28日

CDDP+GEM 21日

NDP+CPT-11 21日

CDDP+DTX 21日

Bmab+GEM 28日

Bmab+NGT 21日



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
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=6 day1
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 AUC=6 day1
パクリタキセル パクリタキセル 135mg/m2 day1
シスプラチン シスプラチン 50mg/m2 day2

CDDP+RT シスプラチン シスプラチン 40mg/m2 day1 7日

レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
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=6 day1
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 AUC=6 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
シクロフォスファミド エンドキサン 500mg/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

レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
ブレオマイシン ブレオ 30mg/body day1,8,15
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

TC 21日

dose dense TC 28日

CDDP+PTX 21日

子宮頚がんレジメン一覧

AP 21日

CAP 21日

卵巣胚細胞腫レジメン一覧

子宮体がんレジメン一覧

TC 21日

dose dense TC 28日

BEP 21日



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
ドセタキセル ドセタキセル 70mg/m2 day1
プレドニゾロン プレドニン 10mg/body/day 連日
パクリタキセル パクリタキセル 175mg/m2 day1
エストラムスチン エストラサイト 626.8mg/day day1～4

レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
ゲムシタビン 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
メトトレキセート メソトレキセート 30mg/m2 day1,15,22
ビンブラスチン エクザール 3mg/m2 day2,15,22
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
ゲムシタビン 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=5 day1

Pembrolizumab ペムブロリズマブ キイトルーダ 200mg/body day1 21日

レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
ブレオマイシン ブレオ 15mg/kg day1,8,15
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
エトポシド エトポシド 100mg/kg day1～5
イホスファミド イホマイド 1.2g/m2 day1～5
シスプラチン シスプラチン 20mg/m2 day1～5

DTX+EP 21日

膀胱がんレジメン一覧

GC 28日

前立腺がんレジメン一覧

DTX+PSL 21日

BEP 21日

VIP 21日

M-VAC 28日

GCarbo 21日

精巣がんレジメン一覧



レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
シクロフォスファミド エンドキサン 750mg/m2 day1
ドキソルビシン ドキソルビシン 50mg/m2 day1
ビンクリスチン オンコビン 1.4mg/m2 day1
プレドニゾロン プレドニン 100mg/day day1～5
リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2 day1
シクロフォスファミド エンドキサン 750mg/m2 day1
ドキソルビシン ドキソルビシン 50mg/m2 day1
ビンクリスチン オンコビン 1.4mg/m2 day1
プレドニゾロン プレドニン 100mg/day day1～5
リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2 day1
シクロフォスファミド エンドキサン 750mg/m2 day1
テラルビシン ピノルビン 50mg/m2 day1
ビンクリスチン オンコビン 1.4mg/m2 day1
プレドニゾロン プレドニン 100mg/day day1～5

Rituximab リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2 day1 7日
ビンブラスチン エクザール 6mg/m2 day1,15
ドキソルビシン ドキソルビシン 25mg/m2 day1,15
ブレオマイシン ブレオ 30mg/body day1,15
ダカルバシン ダカルバシン 250mg/m2 day1,15
ベンダムスチン トレアキシン 90mg/m2 day1,2
リツキシマブ リツキシマブ 375mg/m2 day1

レジメン名 一般名 商品名 投与量 施行日 1コース
ボルテゾミブ ベルケイド 1.3mg/m2 day1,4,8,11,22,25,29,32

メルファラン アルケラン 9mg/m2 day1～4
プレドニゾロン プレドニン 60mg/m2 day1～4
ボルテゾミブ ベルケイド 1.3mg/m2 day1,8,22,29
メルファラン アルケラン 9mg/m2 day1～4
プレドニゾロン プレドニン 60mg/m2 day1～4

Bortezomib（週1回） ボルテゾミブ ベルケイド 1.3mg/m2 day1,8,15,22 35日
Bortezomib（週2回） ボルテゾミブ ベルケイド 1.3mg/m2 day1,4,8,11 21日

ボルテゾミブ ベルケイド 1.3mg/m2 day1,4,8,11

レナリドミド レブラミド 25mg/body day1～14
デキサメタゾン レナデックス 40mg/body day1,2,4,5,8,9,11,12
ボルテゾミブ ベルケイド 1.3mg/m2 day1,8

レナリドミド レブラミド 25mg/body day1～14
デキサメタゾン レナデックス 20mg/body day1,2,8,9
エロツズマブ エムプリシティ 10mg/kg day1,8,15,22

レナリドミド レブラミド 25mg/body day1～21
デキサメタゾン レナデックス 28mg/body day1,8,15,22

エロツズマブ エムプリシティ 10mg/kg day1,15

レナリドミド レブラミド 25mg/body day1～21
デキサメタゾン レナデックス 28mg/body day1,15

デキサメタゾン レナデックス 40mg/body day8,22

エロツズマブ エムプリシティ 10mg/kg day1,15

レナリドミド レブラミド 25mg/body day1～21
デキサメタゾン レナデックス 28mg/body day1,15

デキサメタゾン レナデックス 20mg/body day8,22

R-THP-COP 21日

悪性リンパ腫レジメン一覧

E-Ld
（3サイクル目以降）
75歳以上

28日

VRD
（未治療 維持期）

21日

E-Ld
（1、2サイクル目）

28日

E-Ld
（3サイクル目以降）
75歳未満

28日

MPB
（1～4サイクル）

42日

MPB
（5サイクル以降）

42日

VRD
（未治療 緩解期）

21日

ABVd 28日

B-R 28日

多発性骨髄腫レジメン一覧

CHOP 21日

R-CHOP 21日


