
消化器外科 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  

ニボルマブ・イピリムマブ併用療法（MSI-High大腸癌） ◆ ニボルマブ・イピリムマブ併用療法（MSI-High大腸癌）  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 イピリムマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 240 mg/body day 1  

デスモイド腫瘍　　　　　　　　　　　
VM療法(デスモイド腫瘍） ◆ VM療法(デスモイド腫瘍） 　 1コース 7日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:26コース 

【静注】 メトトレキサート注射用 30 mg/㎡ day 1  

【静注】 注射用ビンブラスチン硫酸塩 6 mg/㎡ day 1  

悪性黒色腫　　　　　　　　　　　
オプジーボ4週毎(術後)(悪性黒色腫) ◆ オプジーボ4週毎(術後)(悪性黒色腫)  1コース 28日 □術前:               ■術後:1年間          □進行再発:               □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 480 mg/body day 1  

オプジーボ療法（術後）（悪性黒色腫） ◆ オプジーボ療法（術後）（悪性黒色腫） 　 1コース 14日 □術前:               ■術後:1年間          □進行再発:               □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 240 mg/body day 1  

胃癌　　　　　　　　　　　
abraxane+サイラムザ療法（胃癌）　　 ◆ abraxane+サイラムザ療法（胃癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 100 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 ラムシルマブ（遺伝子組換え）注射液 8 mg/kg day 1,15  

CPT-11+CDDP療法（進行・再発胃癌） ◆ CPT-11+CDDP療法（進行・再発胃癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 60 mg/㎡ day 1  

【静注】 シスプラチン注射液 30 mg/㎡ day 1  

CPT-11療法（A法）（進行・再発胃癌） ◆ CPT-11療法（A法）（進行・再発胃癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 100 mg/㎡ day 1,8,15  

CPT-11療法（B法）（進行・再発胃癌） ◆ CPT-11療法（B法）（進行・再発胃癌） 　 1コース 35日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 150 mg/㎡ day 1,15  

DTX療法（進行・再発胃癌） ◆ DTX療法（進行・再発胃癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1  

PTX+サイラムザ（胃癌）　　 ◆ PTX+サイラムザ（胃癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 ラムシルマブ（遺伝子組換え）注射液 8 mg/kg day 1,15  

S-1/CDDP(SH)(胃癌)　　 ◆ S-1/CDDP(SH)(胃癌) 　 1コース 35日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 シスプラチン注射液 60 mg/㎡ day 8  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1-21 ＜1.25㎡：80mg/日 、1.25-1.5㎡：100mg/日、1.5㎡≦：120mg/日 

S-1+DTX療法（術後）（胃癌） ◆ S-1+DTX療法（術後）（胃癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:6コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 40 mg/㎡ day 1  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-15朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

S-1+DTX療法（進行・再発胃癌） ◆ S-1+DTX療法（進行・再発胃癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 40 mg/㎡ day 1  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-15朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

S-1+ハーセプチン（HER2強陽性胃癌）　　 ◆ S-1+ハーセプチン（HER2強陽性胃癌） 　 1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1,22 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-29朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

SOX（術前）（胃癌） ◆ SOX（術前）（胃癌） 　 1コース 21日 ■術前:3コース        □術後:               □進行再発:               □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 130 mg/㎡ day 1  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-15朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

SOX+ハーセプチン（HER2強陽性胃癌）　　 ◆ SOX+ハーセプチン（HER2強陽性胃癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 130 mg/㎡ day 1  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-15朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

SOX療法（胃癌）　　 ◆ SOX療法（胃癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 130 mg/㎡ day 1  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-15朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

TS-1+PTX療法（胃癌） ◆ TS-1+PTX療法（胃癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:



TS-1+PTX療法（胃癌）【静注】 パクリタキセル注射液 50 mg/㎡ day 1,8,15  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80 mg/㎡ day 1夕-15朝 分2

weekly abraxane(胃癌） ◆ weekly abraxane(胃癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 100 mg/㎡ day 1,8,15  

weekly PTX療法（進行・再発胃癌） ◆ weekly PTX療法（進行・再発胃癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

XELOX療法（胃癌） ◆ XELOX療法（胃癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:8コース        ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 130 mg/㎡ day 1  

【内服】 カペシタビン 2000 mg/㎡ day 1夕-15朝 分2

アブラキサン（胃癌） ◆ アブラキサン（胃癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 260 mg/㎡ day 1  

エンハーツ(胃癌) ◆ エンハーツ(胃癌)  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ　デルクステカン（遺伝子組換え）注射用 6.4 mg/kg day 1  

オプジーボ4週毎(胃癌) ◆ オプジーボ4週毎(胃癌)  1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 480 mg/body day 1  

オプジーボ療法（胃癌） ◆ オプジーボ療法（胃癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 240 mg/body day 1  

サイラムザ単剤（胃癌）　　 ◆ サイラムザ単剤（胃癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ラムシルマブ（遺伝子組換え）注射液 8 mg/kg day 1,15  

小細胞癌　　　　　　　　　　　
CPT-11/CDDP療法（小細胞癌） ◆ CPT-11/CDDP療法（小細胞癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 60 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 シスプラチン注射液 60 mg/㎡ day 1  

食道癌　　　　　　　　　　　
DTX+Nedaplatin療法（進行・再発食道癌） ◆ DTX+Nedaplatin療法（進行・再発食道癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 30 mg/㎡ day 1  

【静注】 ネダプラチン静注用 40 mg/㎡ day 1  

DTX療法（進行・再発食道癌） ◆ DTX療法（進行・再発食道癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1  

mFOLFOX6療法（食道癌） ◆ mFOLFOX6療法（食道癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 85 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

Nedaplatin（食道癌） ◆ Nedaplatin（食道癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ネダプラチン静注用 80 mg/㎡ day 1  

nivolumab療法(食道癌) ◆ nivolumab療法(食道癌) 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 240 mg/body day 1  

PTX療法（食道癌） ◆ PTX療法（食道癌） 　 1コース 56日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 100 mg/㎡ day 1,8,15,22,29,36  

S-1+DTX療法（頭頸部癌・頸部食道癌） ◆ S-1+DTX療法（頭頸部癌・頸部食道癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 40 mg/㎡ day 1  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80 mg/㎡ day 1夕-15朝 分2

オプジーボ4週毎(食道癌) ◆ オプジーボ4週毎(食道癌)  1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 480 mg/body day 1  

大腸癌　　　　　　　　　　　
FOLFIRI(150mg)+Avastin療法(大腸癌) ◆ FOLFIRI(150mg)+Avastin療法(大腸癌) 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 150 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 5 mg/kg day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

FOLFIRI/セツキシマブ療法（大腸癌） ◆ FOLFIRI/セツキシマブ療法（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 150 mg/㎡ day 1  

【静注】 セツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 250-400 mg/㎡ day 1,8 初回量：400mg/㎡、維持量：250mg/㎡

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

FOLFIRI+サイラムザ療法（大腸癌） ◆ FOLFIRI+サイラムザ療法（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 150 mg/㎡ day 1  



FOLFIRI+サイラムザ療法（大腸癌）【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 ラムシルマブ（遺伝子組換え）注射液 8 mg/kg day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

FOLFIRI+ザルトラップ（大腸癌） ◆ FOLFIRI+ザルトラップ（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 アフリベルセプト　ベータ（遺伝子組換え）注射液 4 mg/kg day 1  

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 150 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

FOLFIRI+パニツムマブ療法（大腸癌） ◆ FOLFIRI+パニツムマブ療法（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 150 mg/㎡ day 1  

【静注】 パニツムマブ（遺伝子組換え）注射液 6 mg/kg day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

FOLFIRI療法（150mg)(大腸癌) ◆ FOLFIRI療法（150mg)(大腸癌) 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 150 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

FOLFOXIRI+Bev（大腸癌） ◆ FOLFOXIRI+Bev（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 150 mg/㎡ day 1  

【静注】 オキサリプラチン注射液 85 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 5 mg/kg day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

IRIS/Bev療法(大腸癌) ◆ IRIS/Bev療法(大腸癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 100 mg/㎡ day 1,15  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 5 mg/kg day 1,15  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-15朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

IRIS療法(大腸癌) ◆ IRIS療法(大腸癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 100 mg/㎡ day 1,15  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80 mg/㎡ day 1夕-15朝 分2

mFOLFOX6/セツキシマブ療法（大腸癌） ◆ mFOLFOX6/セツキシマブ療法（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 85 mg/㎡ day 1  

【静注】 セツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 250-400 mg/㎡ day 1,8 初回量：400mg/㎡、維持量：250mg/㎡

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

mFOLFOX6+Avastin療法(大腸癌) ◆ mFOLFOX6+Avastin療法(大腸癌) 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 85 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 5 mg/kg day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

mFOLFOX6＋パニツムマブ療法（大腸癌） ◆ mFOLFOX6＋パニツムマブ療法（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 85 mg/㎡ day 1  

【静注】 パニツムマブ（遺伝子組換え）注射液 6 mg/kg day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

mFOLFOX6療法（大腸癌） ◆ mFOLFOX6療法（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 85 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

mFOLFOX6療法（大腸癌）（術後） ◆ mFOLFOX6療法（大腸癌）（術後） 　 1コース 14日 □術前:               ■術後:12コース       □進行再発:               □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 85 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与



mFOLFOX6療法（大腸癌）（術後）【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

sLV5FU2+Bev療法（結腸・直腸癌） ◆ sLV5FU2+Bev療法（結腸・直腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 5 mg/kg day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

sLV5FU2+Pani療法(大腸癌) ◆ sLV5FU2+Pani療法(大腸癌) 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パニツムマブ（遺伝子組換え）注射液 6 mg/kg day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

sLV5FU2療法（大腸癌） ◆ sLV5FU2療法（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

SOX/Bev(大腸癌) ◆ SOX/Bev(大腸癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 130 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 7.5 mg/kg day 1  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-15朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

SOX療法(大腸癌) ◆ SOX療法(大腸癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 130 mg/㎡ day 1  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-15朝 分2

Xeloda+Avastin療法(大腸癌) ◆ Xeloda+Avastin療法(大腸癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 7.5 mg/kg day 1  

【内服】 カペシタビン 2000 mg/㎡ day 1夕-15朝 分2

XELOX＋Avastin療法(大腸癌) ◆ XELOX＋Avastin療法(大腸癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 130 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 7.5 mg/kg day 1  

【内服】 カペシタビン 2000 mg/㎡ day 1夕-15朝 分2

XELOX療法(大腸癌) ◆ XELOX療法(大腸癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 130 mg/㎡ day 1  

【内服】 カペシタビン 2000 mg/㎡ day 1夕-15朝 分2

XELOX療法(大腸癌)（術後） ◆ XELOX療法(大腸癌)（術後） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:8コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 130 mg/㎡ day 1  

【内服】 カペシタビン 2000 mg/㎡ day 1-14  

ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ(ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ±ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ併用)(BRAF陽性大腸癌) ◆ ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ(ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ±ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ併用)(BRAF陽性大腸癌)  1コース 7日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 セツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 250-400 mg/㎡ day 1 初回量：400mg/㎡、維持量：250mg/㎡

【内服】 エンコラフェニブ 300 mg/body day 1-7 分1

【内服】 ビニメチニブ 90 mg/body day 1-7 分2

セツキシマブ/イリノテカン（100mg/㎡）併用療法 ◆ セツキシマブ/イリノテカン（100mg/㎡）併用療法 　 1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 100 mg/㎡ day 1,8,15,22  

【静注】 セツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 250-400 mg/㎡ day 1,8,15,22,29,36 初回量：400mg/㎡、維持量：250mg/㎡

セツキシマブ/イリノテカン（150mg/㎡）併用療法 ◆ セツキシマブ/イリノテカン（150mg/㎡）併用療法 　 1コース 49日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 150 mg/㎡ day 1,15,29  

【静注】 セツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 250-400 mg/㎡ day 1,8,15,22,29,36,43 初回量：400mg/㎡、維持量：250mg/㎡

セツキシマブ＋イリノテカン（biweekly）療法（大腸癌） ◆ セツキシマブ＋イリノテカン（biweekly）療法（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 150 mg/㎡ day 1  

【静注】 セツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 500 mg/㎡ day 1  

セツキシマブ単剤療法（大腸癌） ◆ セツキシマブ単剤療法（大腸癌） 　 1コース 7日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 セツキシマブ（遺伝子組換え）注射液 250-400 mg/㎡ day 1 初回量：400mg/㎡、維持量：250mg/㎡

パニツムマブ療法（大腸癌） ◆ パニツムマブ療法（大腸癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パニツムマブ（遺伝子組換え）注射液 6 mg/kg day 1  

ロンサーフ＋アバスチン療法（大腸癌） ◆ ロンサーフ＋アバスチン療法（大腸癌） 　 1コース 28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 5 mg/kg day 1,15  

【内服】 トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤 70 mg/㎡ day 1夕-6朝,8夕-13朝 分2

胆道癌・肝臓癌・膵臓癌　　　　　　　　　　　
biweekly GEM+TS-1(膵癌） ◆ biweekly GEM+TS-1(膵癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,15  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 60-100 mg/body day 1夕-8朝,15夕-22朝 ＜1.25㎡：60mg/日 分2、1.25-1.5㎡：80mg/日 分2、1.5㎡≦：100mg/日 分2



FOLFIRINOX療法（膵臓癌） ◆ FOLFIRINOX療法（膵臓癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 180 mg/㎡ day 1  

【静注】 オキサリプラチン注射液 85 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

GEM+CDDP+S-1（胆道癌） ◆ GEM+CDDP+S-1（胆道癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1  

【静注】 シスプラチン注射液 25 mg/㎡ day 1  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-8朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

GEM+CDDP療法(胆道癌) ◆ GEM+CDDP療法(胆道癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 シスプラチン注射液 25 mg/㎡ day 1,8  

GEM+S-1(biweekly)(胆道癌) ◆ GEM+S-1(biweekly)(胆道癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,15  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 60-100 mg/body day 1夕-8朝,15夕-22朝 ＜1.25㎡：60mg/日 分2、1.25-1.5㎡：80mg/日 分2、1.5㎡≦：100mg/日 分2

GEM+S-1（胆道癌） ◆ GEM+S-1（胆道癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 60-100 mg/body day 1夕-15朝 ＜1.25㎡：60mg/日 分2、1.25-1.5㎡：80mg/日 分2、1.5㎡≦：100mg/日 分2

GEM+S-1療法（膵臓癌） ◆ GEM+S-1療法（膵臓癌） 　 1コース 21日 ■術前:PDまで         ■術後:PDまで         ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-15朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

GEM+ﾀﾙｾﾊﾞ療法（膵臓癌） ◆ GEM+ﾀﾙｾﾊﾞ療法（膵臓癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8,15  

【内服】 エルロチニブ塩酸塩 100 mg/body day 1-28 分1

GEMOX療法（膵臓癌） ◆ GEMOX療法（膵臓癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 100 mg/㎡ day 1  

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1  

mFOLFOX6(胆道癌） ◆ mFOLFOX6(胆道癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 85 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

mFOLFOX6(膵臓癌) ◆ mFOLFOX6(膵臓癌) 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 85 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 フルオロウラシル注射液 400 mg/㎡ day 1  

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

nab-PTX+GEM(膵臓癌） ◆ nab-PTX+GEM(膵臓癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 125 mg/㎡ day 1,8,15  

nal-IRI+5-FU/LV療法(膵臓癌) ◆ nal-IRI+5-FU/LV療法(膵臓癌) 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物　リポソーム製剤 70 mg/㎡ day 1  

【静注】 フルオロウラシル注射液 2400 mg/㎡ day 1-3 46時間投与

【静注】 レボホリナートカルシウム注射用 200 mg/㎡ day 1  

WHF療法(転移性肝癌：大腸癌) ◆ WHF療法(転移性肝癌：大腸癌) 　 1コース 7日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【動注】 フルオロウラシル注射液 1000 mg/㎡ day 1  

XELOX（胆管癌） ◆ XELOX（胆管癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 オキサリプラチン注射液 130 mg/㎡ day 1  

【内服】 カペシタビン 2000 mg/㎡ day 1-14  

ジェムザール療法・1時間レジメン（膵癌・胆道癌） ◆ ジェムザール療法・1時間レジメン（膵癌・胆道癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8,15  

膵・消化管神経内分泌腫瘍　　　　　　　　　　　
ストレプトゾシン(膵・消化管神経内分泌腫瘍) ◆ ストレプトゾシン(膵・消化管神経内分泌腫瘍)  1コース 7日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ストレプトゾシン注射用 1000 mg/㎡ day 1 1500mg/㎡まで増量可


