
兵庫県立はりま姫路総合医療センターレジメン一覧表 2022/05/01

01乳癌　

（初回）wTmab　乳 トラスツズマブ

（2回目以降）wTmab　乳 トラスツズマブ

（初回）3wTmab　乳 トラスツズマブ

（2回目以降）3wTmab　乳 トラスツズマブ

（初回）3wTmab+PER　乳 トラスツブマブ・ペルツズマブ

（PERのみ初回）3wTmab+PER　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ

（2回目以降）3wTmab+PER　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ

（初回）3wTmab+Cape　乳 トラスツズマブ・カペシタビン

（2回目以降）3wTmab+Cape　乳 トラスツズマブ・カペシタビン

CBDCA　乳 カルボプラチン

（初回）TCbH　乳 トラスツズマブ・ドセタキセル・カルボプラチン

（2回目以降）TCbH　乳 トラスツズマブ・ドセタキセル・カルボプラチン

ペムブロリズマブ+GEM+CBDCA　乳 ペムブロリズマブ・ゲムシタビン・カルボプラチン

FEC100　乳 エピルビシン・シクロホスファミド・フルオロウラシル

EC　乳 エピルビシン・シクロホスファミド

dd EC　乳 エピルビシン・シクロホスファミド

AC　乳 ドキソルビシン・シクロホスファミド

dd AC　乳 ドキソルビシン・シクロホスファミド

CPT-11　乳 イリノテカン

3wDOC　乳 ドセタキセル

TC　乳 ドセタキセル・シクロホスファミド

（初回）3wTmab+3wDOC　乳 トラスツズマブ・ドセタキセル

（2回目以降）3wTmab+3wDOC　乳 トラスツズマブ・ドセタキセル

（初回）3wTmab+PER+3wDOC　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・ドセタキセル

（PERのみ初回）3wTmab+PER+3wDOC　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・ドセタキセル

（2回目以降）3wTmab+PER+3wDOC　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・ドセタキセル

ERI　乳 エリブリン

（初回）3wTmab+ERI　乳 トラスツズマブ・エリブリン

（2回目以降）3wTmab+ERI　乳 トラスツズマブ・エリブリン

（初回）3wTmab+PER+ERI　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・エリブリン

（PERのみ初回）3wTmab+PER+ERI　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・エリブリン

（2回目以降）3wTmab+PER+ERI　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・エリブリン

GEM　乳 ゲムシタビン

3wnab-PTX　乳 パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)

（初回）3wTmab+3wnab-PTX　乳 トラスツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)

（2回目以降）3wTmab+3wnab-PTX　乳 トラスツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)

（初回）3wTmab+PER+3wnab-PTX　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)

（PERのみ初回）3wTmab+PER+3wnab-PTX　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)

（2回目以降）3wTmab+PER+3wnab-PTX　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)
ATZmab+nab-PTX　乳 アテゾリズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)

wPTX　乳 パクリタキセル

ddPTX　乳 パクリタキセル
Bv+wPTX　乳 ベバシズマブ・パクリタキセル

（初回）wTmab+wPTX　乳 トラスツズマブ・パクリタキセル

（2回目以降）wTmab+wPTX　乳 トラスツズマブ・パクリタキセル

（初回）3wTmab+wPTX　乳 トラスツズマブ・パクリタキセル

（2回目以降）3wTmab+wPTX　乳 トラスツズマブ・パクリタキセル

（初回)3wTmab+PER+wPTX　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル

（PERのみ初回）3wTmab+PER+wPTX　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル

（2回目以降）3wTmab+PER+wPTX　乳 トラスツズマブ・ペルツズマブ・パクリタキセル

T-DM1　乳 トラスツズマブエムタンシン

VNR　乳 ビノレルビン

（初回）3wTmab+VNR　乳 トラスツズマブ・ビノレルビン

（2回目以降）3wTmab+VNR　乳 トラスツズマブ・ビノレルビン

トラスツズマブデルクステカン　乳 トラスツズマブデルクステカン　

02胃癌

2wNivo　胃 ニボルマブ

4wNivo　胃 ニボルマブ

RAM　胃 ラムシルマブ

S1+CDDP　胃 ティーエスワン・シスプラチン

（初回）Tmab+SP　胃 トラスツズマブ・ティーエスワン・シスプラチン

（2回目以降）Tmab+SP　胃 トラスツズマブ・ティーエスワン・シスプラチン

（初回）Tmab+XP　胃 トラスツズマブ・カペシタビン・シスプラチン

（2回目以降）Tmab+XP　胃 トラスツズマブ・カペシタビン・シスプラチン

CPT-11　胃 イリノテカン
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DOC　胃 ドセタキセル

（術後補助）S1+DOC　胃 ティーエスワン・ドセタキセル

S1+DOC　胃 ティーエスワン・ドセタキセル

SOX　胃 ティーエスワン・オキサリプラチン

CapeOX　胃 カペシタビン・オキサリプラチン

《入院》mFOLFOX6　胃 オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】mFOLFOX6　胃 オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル

（初回）Tmab+SOX　胃 トラスツズマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン

（2回目以降）Tmab+SOX　胃 トラスツズマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン

Nivo+CapeOX　胃 ニボルマブ・カペシタビン・オキサリプラチン

《入院》Nivo+mFOLFOX6　胃 ニボルマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】Nivo+mFOLFOX6　胃 ニボルマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル

nab-PTX　胃 パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)

RAM+nab-PTX　胃 ラムシルマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)

wPTX　胃 パクリタキセル

（初回）3wTmab+wPTX　胃 トラスツズマブ・パクリタキセル

（2回目以降）3wTmab+wPTX　胃 トラスツズマブ・パクリタキセル

RAM＋ｗPTX　胃 ラムシルマブ・パクリタキセル

（初回）3wTmab+S1　胃 トラスツズマブ・ティーエスワン

（2コース目以降）3wTmab+S1　胃 トラスツズマブ・ティーエスワン

トラスツズマブデルクステカン　胃 トラスツズマブデルクステカン

03食道癌

Nivo　食道 ニボルマブ

4wNivo　食道 ニボルマブ

ペムブロリズマブ+5-FU　食道 ペムブロリスマブ・フルオロウラシル

FP　食道 フルオロウラシル・シスプラチン

(内視鏡治療後追加治療)CRT　食道 フルオロウラシル・シスプラチン+放射線治療

(根治的治療)　CRT　食道 フルオロウラシル・シスプラチン+放射線治療

ペムブロリズマブ+FP　食道 ペムブロリズマブ・フルオロウラシル・シスプラチン

DOC　食道 ドセタキセル

《入院》FOLFOX+RT　食道 オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル+放射線治療

【外来】FOLFOX+RT　食道 オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル+放射線治療

wPTX　食道 パクリタキセル

ネダプラチン+5-FU　食道 ネダプラチン・フルオロウラシル

04大腸癌　

（初回）Cmab　大腸 セツキシマブ

（2回目以降）Cmab　大腸 セツキシマブ

2wCmab　大腸 セツキシマブ

（初回）ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ+Cmab　大腸 エンコラフェニブ・ビニメチニブ・セツキシマブ

（2回目以降）ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ+Cmab　大腸 エンコラフェニブ・ビニメチニブ・セツキシマブ

ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ+2wCmab　大腸 エンコラフェニブ・ビニメチニブ・セツキシマブ

（初回）ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+Cmab　大腸 エンコラフェニブ・セツキシマブ

（2回目以降）ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+Cmab　大腸 エンコラフェニブ・セツキシマブ

ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ+2wCmab　大腸 エンコラフェニブ・セツキシマブ

Pmab　大腸 パニツムマブ

《入院》sLV 5FU2　大腸 フルオロウラシル・レボホリナート

【外来】sLV 5FU2　大腸 フルオロウラシル・レボホリナート

5-FU+LV　大腸 フルオロウラシル・レボホリナート

5-FU+MMC+RT　大腸 フルオロウラシル・マイトマイシン+放射線治療

《入院》Bv+sLV 5FU2　大腸 ベバシズマブ・フルオロウラシル・レボホリナート

【外来】Bv+sLV 5FU2　大腸　 ベバシズマブ・フルオロウラシル・レボホリナート

《入院》Pmab+sLV 5FU2　大腸 パニツムマブ・フルオロウラシル・レボホリナート

【外来】Pmab+sLV 5FU2　大腸 パニツムマブ・フルオロウラシル・レボホリナート

《入院》FOLFIRI　大腸 イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】FOLFIRI　大腸 イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

IRIS　大腸 ティーエスワン・イリノテカン

《入院》Bv+FOLFIRI　大腸 ベバシズマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】Bｖ+FOLFIRI　大腸 ベバシズマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

Bv+IRIS　大腸 ベバシズマブ・ティーエスワン・イリノテカン

Bv+mCapeIRI　大腸 ベバシズマブ・カペシタビン・イリノテカン

《入院》(初回)Cmab+FOLFIRI　大腸 セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

《入院》(2回目以降)Cmab+FOLFIRI　大腸 セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】(初回)Cmab+FOLFIRI　大腸 セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】(2回目以降)Cmab+FOLFIRI　大腸 セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

《入院》2wCmab+FOLFIRI 　大腸 セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】2wCmab+FOLFIRI 　大腸 セツキシマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル
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（初回）Cmab+IRIS　大腸 セツキシマブ・ティーエスワン・イリノテカン

（2回目以降）Cmab+IRIS　大腸 セツキシマブ・ティーエスワン・イリノテカン

2wCmab+IRIS　大腸 セツキシマブ・ティーエスワン・イリノテカン

（初回）Cmab+CPT-11　大腸 セツキシマブ・イリノテカン

（2回目以降）Cmab+CPT-11　大腸 セツキシマブ・イリノテカン

2wCmab+CPT-11　大腸 セツキシマブ・イリノテカン

《入院》Pmab+FOLFIRI　大腸 パニツムマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】Pmab+FOLFIRI　大腸 パニツムマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

Pmab+IRIS　大腸 パニツムマブ・ティーエスワン・イリノテカン

《入院》RAM+FOLFIRI　大腸 ラムシルマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】RAM+FOLFIRI　大腸 ラムシルマブ・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

《入院》mFOLFOX6　大腸 オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】mFOLFOX6　大腸 オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル

CapeOX　大腸 カペシタビン・オキサリプラチン

SOX　大腸 ティーエスワン・オキサリプラチン

《入院》Bv+mFOLFOX6　大腸 ベバシズマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】Bv+mFOLFOX6　大腸 ベバシズマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル

Bv+CapeOX　大腸 ベバシズマブ・カペシタビン・オキサリプラチン

Bv+SOX　大腸 ベバシズマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン

（初回）Cmab+SOX　大腸 セツキシマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン

（2回目以降）Cmab+SOX　大腸 セツキシマブ・ティーエスワン・オキサリプラチン

《入院》Pmab+mFOLFOX6　大腸 パニツムマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】Pmab+mFOLFOX6　大腸 パニツムマブ・オキサリプラチン・レボホリナート・フルオロウラシル

《入院》Bv+FOLFOXIRI　大腸 ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】Bv+FOLFOXIRI　大腸 ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

《入院》Bv+mFOLFOXIRI　大腸 ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】Bv+mFOLFOXIRI　大腸 ベバシズマブ・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

Bv+FTD/TPI　大腸 ベバシズマブ・ロンサーフ

05肝癌

RAM　肝 サイラムザ

ATZmab+Bv　肝 アテゾリズマブ・ベバシズマブ

CDDP動注　肝 シスプラチン

ミリプラチン動注　肝 ミリプラチン

EPI動注　肝 エピルビシン

06胆道癌

GC　胆 ゲムシタビン・シスプラチン

S1+GEM　胆 ティーエスワン・ゲムシタビン

GEM　胆 ゲムシタビン

07膵癌

GEM　膵 ゲムシタビン

S1+GEM　膵 ティーエスワン・ゲムシタビン

nab-PTX+GEM　膵 パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・ゲムシタビン

《入院》FOLFIRINOX　膵 オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】FOLFIRINOX　膵 オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

《入院》mFOLFIRINOX　膵 オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】mFOLFIRINOX　膵 オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・フルオロウラシル

《入院》nal-IRI+5-FU/LV　膵 イリノテカン(リポソーム)・レボホリナート・フルオロウラシル

【外来】nal-IRI+5-FU/LV　膵 イリノテカン(リポソーム)・レボホリナート・フルオロウラシル

08非小細胞肺癌　

Bv　NSCLC ベバシズマブ

IPI+3wNivo　NSCLC イピリムマブ・ニボルマブ

IPI+2wNivo　NSCLC イピリムマブ・ニボルマブ

RAM+エルロチニブ　NSCLC ラムシルマブ・エルロチニブ

RAM+ゲフィチニブ　NSCLC ラムシルマブ・ゲフィチニブ

ATZmab　NSCLC アテゾリズマブ

ATZmab+Bv　NSCLC アテゾリズマブ・ベバシズマブ

DURmab　NSCLC デュルバルマブ

ペムブロリズマブ　NSCLC ペムブロリズマブ

AMR　NSCLC アムルビシン

wPTX+wCBDCA+RT　NSCLC パクリタキセル・カルボプラチン+放射線治療

PTX+CBDCA　NSCLC パクリタキセル・カルボプラチン

nab-PTX+CBDCA　NSCLC パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・カルボプラチン

PEM+CBDCA　NSCLC ペメトレキセド・カルボプラチン

3 / 6 ページ



S1+CBDCA　NSCLC ティーエスワン・カルボプラチン

IPI+Nivo+PTX+CBDCA　NSCLC イピリムマブ・ニボルマブ・パクリタキセル・カルボプラチン

IPI+Nivo+PEM+CBDCA　NSCLC イピリムマブ・ニボルマブ・ペメトレキセド・カルボプラチン

ATZmab+PTX+CBDCA+Bｖ　NSCLC アテゾリズマブ・パクリタキセル・カルボプラチン・ベバシズマブ

ATZmab+nab-PTX+CBDCA　NSCLC アテゾリズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・カルボプラチン

ペムブロリズマブ+PTX+CBDCA　NSCLC ペムブロリズマブ・パクリタキセル・カルボプラチン

ペムブロリズマブ+nab-PTX+CBDCA　NSCLC ペムブロリズマブ・パクリタキセル(アルブミン懸濁剤)・カルボプラチン

ペムブロリズマブ+PEM+CBDCA　NSCLC ペムブロリズマブ・ペメトレキセド・カルボプラチン

VNR+CDDP+RT　NSCLC ビノレルビン・シスプラチン+放射線治療

VNR+CDDP　NSCLC ビノレルビン・シスプラチン

S1+CDDP+RT　NSCLC ティーエスワン・シスプラチン+放射線治療

PEM+CDDP　NSCLC ペメトレキセド・シスプラチン

IPI+Nivo+PEM+CDDP　NSCLC イピリムマブ・ニボルマブ・ペメトレキセド・シスプラチン

ペムブロリズマブ+PEM+CDDP　NSCLC ペムブロリズマブ・ペメトレキセド・シスプラチン

DOC　NSCLC ドセタキセル

RAM+DOC　NSCLC ラムシルマブ・ドセタキセル

GEM　NSCLC ゲムシタビン

PEM　NSCLC ペメトレキセド

ペムブロリズマブ+PEM　NSCLC ペムブロリズマブ・ペメトレキセド

09小細胞肺癌
ATZmab　SCLC アテゾリズマブ

DURmab(30kg超)　SCLC デュルバルマブ

DURmab(30kg以下）　SCLC デュルバルマブ
AMR　SCLC アムルビシン

ETP+CBDCA+RT　SCLC エトポシド・カルボプラチン+放射線治療

ETP+CBDCA　SCLC エトポシド・カルボプラチン

ATZmab+ETP+CBDCA　SCLC アテゾリズマブ・エトポシド・カルボプラチン

DURmab+CBDCA+ETP(30kg超)　SCLC デュルバルマブ・エトポシド・カルボプラチン

DURmab+CBDCA+ETP(30kg以下）　SCLC デュルバルマブ・エトポシド・カルボプラチン

CPT-11+CDDP　SCLC イリノテカン・シスプラチン

ETP+CDDP+RT　SCLC エトポシド・シスプラチン+放射線治療

ETP+CDDP　SCLC エトポシド・シスプラチン

DURmab+ETP+CDDP(30kg超)　SCLC デュルバルマブ・エトポシド・シスプラチン

DURmab+ETP+CDDP(30kg以下）　SCLC デュルバルマブ・エトポシド・シスプラチン

10悪性胸膜中皮腫

IPI+2wNivo　MPM イピリムマブ・ニボルマブ

IPI+3wNivo　MPM イピリムマブ・ニボルマブ

2wNivo　MPM ニボルマブ

4wNivo　MPM ニボルマブ

PEM+CBDCA　MPM ペメトレキセド・カルボプラチン

PEM+CDDP　MPM ペメトレキセド・シスプラチン

PEM　MPM ペメトレキセド

11婦人科癌

Bv　卵 ベバシズマブ

3wLEAP 子宮体 ペムブロリズマブ・レンバチニブ

6wLEAP 子宮体 ペムブロリズマブ・レンバチニブ

CBDCA　卵・子宮頚 カルボプラチン

3wTC　卵・子宮体 パクリタキセル・カルボプラチン

wTC　卵・子宮体 パクリタキセル・カルボプラチン

TC　子宮頚 パクリタキセル・カルボプラチン

3wDC　卵・子宮体 ドセタキセル・カルボプラチン

Bv+TC(AUC6)　卵 パクリタキセル・カルボプラチン・ベバシズマブ

Bv+TC(AUC5)　卵 パクリタキセル・カルボプラチン・ベバシズマブ

Bv+GC　卵 ゲムシタビン・カルボプラチン・ベバシズマブ

AP　子宮体 ドキソルビシン・シスプラチン

AP(65歳以上の初回またはRT歴あり)　子宮体 ドキソルビシン・シスプラチン

CDDP　卵・子宮頚 シスプラチン

CDDP+CPT-11　卵・子宮頚 シスプラチン・イリノテカン

CDDP腹腔内投与　卵 シスプラチン
Bv+TP　子宮頚 パクリタキセル・シスプラチン・ベバシズマブ

CPT-11　卵・子宮頚 イリノテカン

DOC　卵・子宮体 ドセタキセル

（再発）GEM　卵 ゲムシタビン
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Bv+PLD　卵 ドキソルビシン(リポソーム)・ベバシズマブ

3wPTX　卵・子宮体 パクリタキセル

16悪性リンパ腫

Rmab　悪リ リツキシマブ

オビヌツズマブ　悪リ オビヌツズマブ

R-ICE　悪リ リツキシマブ・エトポシド・カルボプラチン

GDP　悪リ ゲムシタビン・デキサート・シスプラチン

CHOP　悪リ ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

ABVD　悪リ ドキソルビシン・ビンブラスチン・ブレオマイシン・ダカルバジン

ブレンツキシマブベドチン+AVD(体重50kg以上)　悪リ ブレンツキシマブベドチン・ドキソルビシン・ビンブラスチン・ダカルバジン

ブレンツキシマブベドチン+AVD(体重50kg未満)　悪リ ブレンツキシマブベドチン・ドキソルビシン・ビンブラスチン・ダカルバジン

R-CHOP　悪リ リツキシマブ・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

R-(Day2)CHOP　悪リ リツキシマブ・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

R-(Day3)CHOP　悪リ リツキシマブ・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

DA-EPOCH-R（ﾚﾍﾞﾙ-2）　悪リ リツキシマブ・エトポシド・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

DA-EPOCH-R（ﾚﾍﾞﾙ-1）　悪リ リツキシマブ・エトポシド・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

DA-EPOCH-R（ﾚﾍﾞﾙ1）　悪リ リツキシマブ・エトポシド・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

DA-EPOCH-R（ﾚﾍﾞﾙ2）　悪リ リツキシマブ・エトポシド・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

DA-EPOCH-R（ﾚﾍﾞﾙ3）　悪リ リツキシマブ・エトポシド・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

DA-EPOCH-R（ﾚﾍﾞﾙ4）　悪リ リツキシマブ・エトポシド・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

DA-EPOCH-R（ﾚﾍﾞﾙ5）　悪リ リツキシマブ・エトポシド・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

DA-EPOCH-R（ﾚﾍﾞﾙ6）　悪リ リツキシマブ・エトポシド・ドキソルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

THP-COP　悪リ テラルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

R-(Day3)THP-COP　悪リ リツキシマブ・テラルビシン・ビンクリスチン・シクロホスファミド・プレドニン

R-ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ　悪リ リツキシマブ・ベンダムスチン

R-(Day2, 3)ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ　悪リ リツキシマブ・ベンダムスチン

R-(Day3, 4)ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ　悪リ リツキシマブ・ベンダムスチン

（1コース目）GB　悪リ オビヌツズマブ・ベンダムスチン

（2コース目以降）GB　悪リ オビヌツズマブ・ベンダムスチン
ﾎﾟﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞﾍﾞﾄﾞﾁﾝ+BR(体重40kg以上)　悪リ ポラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン

ﾎﾟﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞﾍﾞﾄﾞﾁﾝ+BR(体重40kg未満)　悪リ ポラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン

（2回目以降）ﾎﾟﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞﾍﾞﾄﾞﾁﾝ+BR(体重40kg以上)　悪リ ポラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン

（2回目以降）ﾎﾟﾗﾂｽﾞﾏﾌﾞﾍﾞﾄﾞﾁﾝ+BR(体重40kg未満)　悪リ ポラツズマブベドチン・リツキシマブ・ベンダムスチン

（1コース目）Rmab+レナリドミド　悪リ リツキシマブ・レナリドミド

（2コース目以降）Rmab+レナリドミド　悪リ リツキシマブ・レナリドミド

17皮膚腫瘍

Nivo　ﾒﾗﾉｰﾏ ニボルマブ

Nivo+IPI　ﾒﾗﾉｰﾏ イピリムマブ・ニボルマブ

アベルマブ　ﾒﾙｹﾙ細胞 アベルマブ

ペムブロリズマブ　ﾒﾗﾉｰﾏ ペムブロリズマブ

CPT-11　有棘細胞 イリノテカン

DOC　ﾊﾟｼﾞｪｯﾄ病 ドセタキセル

DTIC　ﾒﾗﾉｰﾏ ダカルバジン

PTX　血管肉腫 パクリタキセル

18頭頚部癌

（初回）Cmab　頭頸 セツキシマブ

（2回目以降）Cmab　頭頸 セツキシマブ

（初回）Cmab+RT　頭頸 セツキシマブ+放射線治療

（2回目以降）Cmab+RT　頭頸 セツキシマブ+放射線治療

Nivo　頭頸 ニボルマブ

3wペムブロリズマブ　頭頸 ペムブロリズマブ

6wペムブロリズマブ　頭頸 ペムブロリズマブ

CBDCA+5-FU　頭頸 カルボプラチン・フルオロウラシル

（初回）Cmab+CBDCA+5-FU　頭頸 セツキシマブ・カルボプラチン・フルオロウラシル

（2回目以降）Cmab+CBDCA+5-FU　頭頸 セツキシマブ・カルボプラチン・フルオロウラシル

（初回）Cmab+PTX+CBDCA　頭頸 セツキシマブ・パクリタキセル・カルボプラチン

（2回目以降）Cmab+PTX+CBDCA　頭頸 セツキシマブ・パクリタキセル・カルボプラチン

ペムブロリズマブ+CBDCA+5-FU　頭頸 ペムブロリズマブ・カルボプラチン・フルオロウラシル

CDDP+RT　頭頸 シスプラチン+放射線治療

FP　頭頸 フルオロウラシル・シスプラチン

TPF　頭頸 ドセタキセル・フルオロウラシル・シスプラチン

S1+CDDP　頭頸 ティーエスワン・シスプラチン

DOC+CDDP　頭頸 ドセタキセル・シスプラチン

（初回）Cmab+CDDP+5-FU　頭頸 セツキシマブ・フルオロウラシル・シスプラチン

（2回目以降）Cmab+CDDP+5-FU　頭頸 セツキシマブ・フルオロウラシル・シスプラチン

ペムブロリズマブ+CDDP+5-FU　頭頸 ペムブロリズマブ・フルオロウラシル・シスプラチン
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DOC　頭頸 ドセタキセル

（初回）Cmab+wPTX　頭頸 セツキシマブ・パクリタキセル

（2回目以降）Cmab+wPTX　頭頸 セツキシマブ・パクリタキセル

19胚細胞腫瘍

BEP　胚 ブレオマイシン・エトポシド・シスプラチン

20脳外科

Bv　ｸﾞﾘｵｰﾏ（初発） ベバシズマブ

Bv　ｸﾞﾘｵｰﾏ（再発） ベバシズマブ

CARE　ｼﾞｬｰﾐﾉｰﾏｰ カルボプラチン・エトポシド

HD-MTX　中枢悪リ メトトレキサート

R-MPV　中枢悪リ リツキシマブ・メトトレキサート・ビンクリスチン・プロカルバジン

Bv+テモゾロミド+RT　ｸﾞﾘｵｰﾏ（初発） ベバシズマブ・テモゾロミド+放射線治療

Bv+テモゾロミド　ｸﾞﾘｵｰﾏ（初発） ベバシズマブ・テモゾロミド

21悪性軟部腫瘍

ERI　悪性軟部 エリブリン

IFM　悪性軟部 イホマイド

22多発性骨髄腫

(1ｺｰｽ目)IsaPd　75歳未満　MM イサツキシマブ・ポマリドミド・デキサメタゾン

(1ｺｰｽ目)IsaPd　75歳以上　MM イサツキシマブ・ポマリドミド・デキサメタゾン

(2ｺｰｽ目以降)IsaPd　75歳未満　MM イサツキシマブ・ポマリドミド・デキサメタゾン

(2ｺｰｽ目以降)IsaPd　75歳以上　MM イサツキシマブ・ポマリドミド・デキサメタゾン

BD MM ボルテゾミブ・デキサメタゾン

23神経内分泌腫瘍

CBDCA+ETP　神経内分泌 カルボプラチン・エトポシド

CDDP+CPT-11　神経内分泌 シスプラチン・イリノテカン

24MSI-High固形癌

ペムブロリズマブ　MSI-High固形 ペムブロリズマブ

25肉芽腫

Rmab　肉芽腫 リツキシマブ

26原発不明癌

2wNivo　原発不明 ニボルマブ

TC　原発不明 パクリタキセル・カルボプラチン
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