
脳神経外科 2021年7月 審査分

癌
種

剤型 レジメン名/薬剤 投与量 投与日/1コース日数 備考

MSI-High固形癌　　　　　　　　　　　
キイトルーダ6週毎（MSI-High固形癌） ◆ キイトルーダ6週毎（MSI-High固形癌）  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 400 mg/body day 1  

キイトルーダ療法（MSI-High固形癌）　　 ◆ キイトルーダ療法（MSI-High固形癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 200 mg/body day 1  

悪性神経膠腫　　　　　　　　　　　
ACNU維持治療（悪性神経膠腫） ◆ ACNU維持治療（悪性神経膠腫）  1コース 56日 □術前:               ■術後:主治医判断     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニムスチン塩酸塩注射用 80 mg/㎡ day 1  

AVASTIN（維持療法）（悪性神経膠腫） ◆ AVASTIN（維持療法）（悪性神経膠腫） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 10 mg/kg day 1  

AVASTIN+テモダール(悪性神経膠腫) ◆ AVASTIN+テモダール(悪性神経膠腫) 　 1コース 28日 ■術前:主治医判断     ■術後:主治医判断     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 10 mg/kg day 1,15  

【内服】 テモゾロミド 150-200 mg/㎡ day 2-6 起床時服用

PAV（悪性神経膠腫） ◆ PAV（悪性神経膠腫）  1コース 56日 □術前:               ■術後:3～6コース     ■進行再発:3～6コース     □その他:

【静注】 ニムスチン塩酸塩注射用 70 mg/㎡ day 1  

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.4 mg/㎡ day 8,29 Max 2mg/body

【内服】 塩酸プロカルバジン 60 mg/㎡ day 8-21  

視神経・視床下部神経膠腫　　　　　　　　　　　
カルボ・ビンクリスチン維持療法(視神経・視床下部神経膠腫) ◆ カルボ・ビンクリスチン維持療法(視神経・視床下部神経膠腫) 　 1コース 42日 □術前:               ■術後:8コース        ■進行再発:8コース        ■その他:8コース

【静注】 カルボプラチン注射液 175 mg/㎡ day 1,8,15,22  

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.5 mg/㎡ day 1,8,15 Max 2mg/body

カルボ・ビンクリスチン導入療法(視神経・視床下部神経膠腫) ◆ カルボ・ビンクリスチン導入療法(視神経・視床下部神経膠腫) 　 1コース 84日 □術前:               ■術後:1コース        ■進行再発:1コース        ■その他:1コース

【静注】 カルボプラチン注射液 175 mg/㎡ day 1,8,15,22,43,50,57,64  

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.5 mg/㎡ day 1,8,15,22,29,36,43,50,57,64 Max 2mg/body

脳悪性リンパ腫　　　　　　　　　　　
MPV(初発or未照射再発脳悪性リンパ腫） ◆ MPV(初発or未照射再発脳悪性リンパ腫）  1コース 21日(初発)、3～4カ月(再発) □術前:               □術後:               ■進行再発:5コース        ■その他:5コース

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.4 mg/㎡ day 1 Max 2mg/body

【静注】 ホリナートカルシウム 15 mg/body day 11-15  

【静注】 メトトレキサート注射用 3500 mg/㎡ day 10 ※2-5コースはMTX単独4コース

【内服】 塩酸プロカルバジン 100 mg/㎡ day 2-8 2～3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て

MPV療法（維持）（脳悪性リンパ腫） ◆ MPV療法（維持）（脳悪性リンパ腫） 　 1コース 3～4カ月 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:5コース

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.4 mg/㎡ day 1 Max 2mg/body

【静注】 ホリナートカルシウム 15 mg/body day 11-15  

【静注】 メトトレキサート注射用 3500 mg/㎡ day 10  

【内服】 塩酸プロカルバジン 100 mg/㎡ day 2-8 2～3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て

R-MPV（維持）(再発脳悪性リンパ腫） ◆ R-MPV（維持）(再発脳悪性リンパ腫） 　 1コース 3～4カ月 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ビンクリスチン硫酸塩注射用 1.4 mg/㎡ day 1 Max 2mg/body

【静注】 ホリナートカルシウム 15 mg/body day 11-15  

【静注】 メトトレキサート注射用 3500 mg/㎡ day 10  

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 9  

【内服】 塩酸プロカルバジン 100 mg/㎡ day 2-8 2～3回で分割投与、50mg刻みで端数切捨て

weekly rituximab(脳悪性リンパ腫） ◆ weekly rituximab(脳悪性リンパ腫） 　 1コース 56日 □術前:               □術後:               ■進行再発:1コース        □その他:

【静注】 リツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 375 mg/㎡ day 1,8,15,22,29,36,43,50  


