
採用抗がん剤レジメン一覧(20190814)
適応症 治療目的 採用レジメン名 投与方法

投与
間隔

内服投与スケジュール

大腸癌 術後補助 (大腸)mFOLFOX6(術後補助) 注射 q2w －

大腸癌 術後補助 (大腸)CapeOX(術後補助) 注射+内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

大腸癌 術後補助 (大腸)RPMI(術後補助) 注射 q8w －

大腸癌 術後補助 (大腸)UFT+LV(術後補助) 内服 q5w 4　週投与　1　週休薬

大腸癌 術後補助 (大腸)S-1(術後補助)(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

大腸癌 術後補助 (大腸)S-1(術後補助)(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)UFT+LV 内服 q5w 4　週投与　1　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)S-1(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)S-1(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)mFOLFOX6 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)bevacizumab+mFOLFOX6 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)cetuximab+mFOLFOX6 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)panitumumab+mFOLFOX6 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)FOLFIRI 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)bevacizumab+FOLFIRI 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)cetuximab+FOLFIRI 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)panitumumab+FOLFIRI 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)CapeOX 注射+内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)bevacizumab+CapeOX 注射+内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)bevacizumab+SOX 注射+内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)cetuximab 注射 q1w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)panitumumab 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)bevacizumab+sLV5FU2 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)CPT-11 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)IRIS 注射+内服 q4w 2　週投与　2　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)sLV5FU2 注射 q2w －

大腸癌 進行・再発 (大腸)bevacizumab+capecitabine 注射+内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)ロンサーフ(5日投2日休5日投16日休) 内服 q4w 5　日投　2　日休　5　日投　16　日休　

大腸癌 進行・再発 (大腸)bevacizumab+S-1 注射+内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)regorafenib 内服 q4w 3　週投与　1　週休薬

大腸癌 進行・再発 (大腸)bevacizumab+CPT-11 内服 q2w －

胃癌 術後補助 (胃)S-1(術後補助)(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

胃癌 術後補助 (胃)S-1(術後補助)(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

胃癌 進行・再発 (胃)S-1(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

胃癌 進行・再発 (胃)S-1(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

胃癌 進行・再発 (胃)UFT 内服 － 連日

胃癌 進行・再発 (胃)SP 注射+内服 q5w 3　週投与　2　週休薬

胃癌 進行・再発 (胃)CapeOX 注射+内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

胃癌 進行・再発 (胃)trastuzumab+XP 注射+内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

胃癌 進行・再発 (胃)weekly パクリタキセル 注射 q4w －

胃癌 進行・再発 (胃)ドセタキセル 注射 q3w －

胃癌 進行・再発 (胃)irinotecan 注射 q2w －

胃癌 進行・再発 (胃)ramucirumab+PTX 注射 q4w －

胃癌 進行・再発 (胃)ramucirumab 注射 q2w －

胃癌 進行・再発 (胃)nivolumab 注射 q2w －

肺癌 術後補助 (非小細胞肺)UFT(術後補助) 内服 － 連日

肺癌 進行・再発 (非小細胞肺)S-1(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

肺癌 進行・再発 (非小細胞肺)S-1(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

肺癌 進行・再発 (非小細胞肺)gefitinib 内服 － 連日

肺癌 進行・再発 (非小細胞肺)erlotinib 内服 － 連日

肺癌 進行・再発 (非小細胞肺)osimertinib 内服 － 連日

肺癌 進行・再発 (非小細胞肺)bevacizumab+erlotinib 注射+内服 q3w 連日

肺癌 進行・再発 (非小細胞肺)S-1+CBDCA 注射+内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

肺癌 進行・再発 (非小細胞肺)CDDP+PEM 注射 q3w －

肺癌 進行・再発 (非小細胞肺)PEM(維持療法) 注射 q3w －

肺癌 進行・再発 (非小細胞肺)ramucirumab+DTX 注射 q3w －

肺癌 進行・再発 (小細胞肺)CE 注射 q3w －

肺癌 進行・再発 (小細胞肺)AMR 注射 q3w －

乳癌 術後補助 (乳腺)AC(術後補助) 注射 q3w －

乳癌 術後補助 (乳腺)DTX(術後補助) 注射 q3w －

乳癌 術後補助 (乳腺)trastuzumab+PTX(q1w)(術後補助) 注射 q1w



乳癌 術後補助 (乳腺)trastuzumab(q3w)(術後補助) 注射 q1w

乳癌 進行・再発 (乳腺)capecitabine(3投1休) 内服 q4w 3　週投与　1　週休薬

乳癌 進行・再発 (乳腺)capecitabine(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

乳癌 進行・再発 (乳腺)S-1(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

乳癌 進行・再発 (乳腺)S-1(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

乳癌 進行・再発 (乳腺)pertuzumab+trastuzumab+DOC 注射 q3w －

乳癌 進行・再発 (乳腺)eribulin 注射 q3w －

乳癌 進行・再発 (乳腺)EC 注射 q3w －

乳癌 進行・再発 (乳腺)trastuzumab(q3w) 注射 q3w

乳癌 進行・再発 (乳腺)fulvestrant+ｐalbociclib 注射+内服 q4w 3　週投与　1　週休薬

乳癌 進行・再発 (乳腺)letrozole+ｐalbociclib 注射+内服 q4w 3　週投与　1　週休薬(letrozoleは連日)

乳癌 術前補助 (乳腺NAC)EC(4) 注射 q3w －

乳癌 術前補助 (乳腺ＮＡＣ)ドセタキセル 注射 q3w -

膵臓癌 術後補助 (膵)S-1(術後補助)(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

膵臓癌 術後補助 (膵)S-1(術後補助)(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

膵臓癌 進行・再発 (膵)S-1(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

膵臓癌 進行・再発 (膵)S-1(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

膵臓癌 進行・再発 (膵臓)GEM 注射 q4w －

膵臓癌 進行・再発 (膵臓)nab-PTX+GEM 注射 q4w －

十二指腸癌 進行・再発 (十二指腸)DTX 注射 q3w －

前立腺癌 進行・再発 (前立腺)DTX 注射 q3w －

前立腺癌 進行・再発 (前立腺)cabazitaxel 注射 q3w －

胆道癌 進行・再発 (胆道)S-1(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

胆道癌 進行・再発 (胆道)S-1(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

胆道癌 進行・再発 (胆道)GC 注射 q3w －

胆道癌 進行・再発 (胆道)GEM 注射 q4w －

胆道癌 進行・再発 (胆道)GS 注射+内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

食道癌 術前補助 (食道)FP(NAC) 注射 q3w －

食道癌 進行・再発 (食道)DTX 注射 q3w －

食道癌 進行・再発 (食道)S-1(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

食道癌 進行・再発 (食道)S-1(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

尿路上皮癌 進行・再発 (尿路上皮)GC 注射 q4w －

尿路上皮癌 進行・再発 (尿路上皮)GEM 注射 q4w －

悪性神経膠腫 進行・再発 (悪性神経膠腫)TMZ(初発RT併用6投4休) 内服 q10w 6　週投与　4　週休薬

悪性神経膠腫 進行・再発 (悪性神経膠腫)TMZ(初発) 内服 q4w 5　日投　23　日休

悪性神経膠腫 進行・再発 (悪性神経膠腫)TMZ(再発) 内服 q4w 5　日投　23　日休

悪性神経膠腫 進行・再発 (悪性神経膠腫)bevacizumab+TMZ(維持療法) 注射+内服 q4w 5　日投　23　日休

悪性神経膠腫 進行・再発 (悪性神経膠腫)bevacizumab(再発) 注射 q2w

頭頚部癌 進行・再発 (頭頚部)S-1(4投2休) 内服 q6w 4　週投与　2　週休薬

頭頚部癌 進行・再発 (頭頚部)S-1(2投1休) 内服 q3w 2　週投与　1　週休薬

頭頚部癌 進行・再発 (頭頚部)cetuximab+PTX 注射 q1w -

肝臓癌 進行・再発 (肝)sorafenib 内服 － 連日

肝臓癌 進行・再発 (肝)lenvatinib 内服 － 連日

肝転移 進行・再発 (肝転移)5-FU注5mg/kg肝動注 注射 q1w －

小腸癌 進行・再発 (小腸)mFOLFOX6 注射 q2w －

小腸癌 進行・再発 (小腸)FOLFIRI 注射 q2w －

卵巣癌 進行・再発 (卵巣)TC 注射 q3w －

卵巣癌 進行・再発 (卵巣)ｄose ｄenseTC 注射 q3w －

卵巣癌 進行・再発 (卵巣)GEM 注射 q4w －

卵巣癌 進行・再発 (卵巣)DC 注射 q3w

卵巣癌 進行・再発 (卵巣)olaparib 内服 - 連日

神経内分泌腫瘍 進行・再発 (NEC)VP-16+CDDP 注射 q4w －

神経内分泌腫瘍 進行・再発 (NEC)CPT-11+CDDP 注射 q4w －

GIST 術後補助 (GIST)imatinib(術後補助) 内服 － 連日

GIST 進行・再発 (GIST)imatinib 内服 － 連日

非ホジキンリンパ腫 進行・再発 (非ホジキンリンパ腫)rituximab(初回) 注射 q1w

非ホジキンリンパ腫 進行・再発 (非ホジキンリンパ腫)rituximab(2回目以降) 注射 q1w

非ホジキンリンパ腫 進行・再発 (非ホジキンリンパ腫)R-CHOP(初回) 注射 q3w

非ホジキンリンパ腫 進行・再発 (非ホジキンリンパ腫)R-CHOP(2回目以降) 注射 q3w


