
産科婦人科 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  

子宮体癌　　　　　　　　　　　
CBDCA+PLD療法（子宮体癌） ◆ CBDCA+PLD療法（子宮体癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:3～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩　リポソーム注射剤 40 mg/㎡ day 1  

DC療法（子宮体癌） ◆ DC療法（子宮体癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:3～6コース     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ドセタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1  

Taxol療法（子宮体癌） ◆ Taxol療法（子宮体癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:主治医判断     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 210 mg/㎡ day 1  

ＴＣ療法（子宮体癌） ◆ ＴＣ療法（子宮体癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:3～6コース     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 175 mg/㎡ day 1  

TEC療法(子宮体癌） ◆ TEC療法(子宮体癌） 　 1コース 21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】 エピルビシン塩酸塩注射液 50 mg/㎡ day 1  

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 4 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 150 mg/㎡ day 1  

weekly Taxol療法（子宮体癌） ◆ weekly Taxol療法（子宮体癌） 　 1コース 7日 □術前:               ■術後:PDまで         ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1  

エピルビシン療法（子宮体癌） ◆ エピルビシン療法（子宮体癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 エピルビシン塩酸塩注射液 60 mg/㎡ day 1  

子宮肉腫　　　　　　　　　　　
Eribulin療法（子宮肉腫） ◆ Eribulin療法（子宮肉腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 エリブリンメシル酸塩注射液 1.4 mg/㎡ day 1,8  

Gem/Doc療法（子宮肉腫） ◆ Gem/Doc療法（子宮肉腫） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:2～6コース     ■進行再発:2～6コース     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 900 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 ドセタキセル注射液 70 mg/㎡ day 8  

子宮頸癌　　　　　　　　　　　
BEV単剤療法（進行・再発）（子宮頸癌） ◆ BEV単剤療法（進行・再発）（子宮頸癌） 　 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 15 mg/kg day 1 CCRT後6週以内、RT単独後3週以内は投与しない

CPT-11単剤療法(子宮頚癌） ◆ CPT-11単剤療法(子宮頚癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:2コース～      □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  

DC+BEV（子宮頸癌（PTXｱﾚﾙｷﾞｰ・ｱﾙｺｰﾙ不耐症例）） ◆ DC+BEV（子宮頸癌（PTXｱﾚﾙｷﾞｰ・ｱﾙｺｰﾙ不耐症例）） 　 1コース 21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】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ドセタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1  

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

DC療法（子宮頸癌） ◆ DC療法（子宮頸癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:主治医判断     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ドセタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1  

TC+BEV（子宮頸癌） ◆ TC+BEV（子宮頸癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:3～6コース     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 175 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1 術後28日以内、CCRT後6週以内、RT単独後3週以内は投与しない

TC療法（子宮頸癌） ◆ TC療法（子宮頸癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:3～6コース     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 175 mg/㎡ day 1  

weekly TC療法(子宮頸癌) ◆ weekly TC療法(子宮頸癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:3～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 2 day 1,8,15  

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

卵巣癌・卵管癌・腹膜癌　　　　　　　　　　　
BEV維持療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ BEV維持療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:主治医判断     □進行再発:               □その他:

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1 BEV投与最大21コース



BEV単剤療法（進行・再発）（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ BEV単剤療法（進行・再発）（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 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 15 mg/kg day 1  

CPT-11単剤療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ CPT-11単剤療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 28日 □術前:               ■術後:主治医判断     ■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-P療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ CPT-P療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 28日 □術前:               ■術後:3～6コース     ■進行再発:3～6コース     □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  

DC+BEV（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌（PTXｱﾚﾙｷﾞｰ・ｱﾙｺｰﾙ不耐症例）） ◆ DC+BEV（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌（PTXｱﾚﾙｷﾞｰ・ｱﾙｺｰﾙ不耐症例）） 　 1コース 21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】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ドセタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1  

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

DC療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ DC療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 ■術前:3～6コース     ■術後:3～6コース     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ドセタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1  

ｄｄTC+BEV（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ ｄｄTC+BEV（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:6コース        ■進行再発:6コース        □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1 術後28日以内は投与しない

Doxil療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ Doxil療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 28日 □術前:               ■術後:主治医判断     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩　リポソーム注射剤 50 mg/㎡ day 1  

GC+BEV療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ GC+BEV療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 4 day 1  

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1 術後28日以内は投与しない

GC療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ GC療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 4 day 1  

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

GEM+BEV（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ GEM+BEV（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 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】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

GEM療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ GEM療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 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  

PLD+BEV療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ PLD+BEV療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩　リポソーム注射剤 30 mg/㎡ day 1  

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

PLDC+BEV療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ PLDC+BEV療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌）  1コース 28日 □術前:               ■術後:6コース        ■進行再発:6コース        □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩　リポソーム注射剤 30 mg/㎡ day 1  

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

PLDC療法（PLD+CBDCA療法）（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ PLDC療法（PLD+CBDCA療法）（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩　リポソーム注射剤 30 mg/㎡ day 1  

PTX+GEM療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ PTX+GEM療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 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  

【静注】 パクリタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1,8,15  

Taxol療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ Taxol療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:主治医判断     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 210 mg/㎡ day 1  

TC+BEV(卵巣癌・卵管癌・腹膜癌) ◆ TC+BEV(卵巣癌・卵管癌・腹膜癌) 　 1コース 21日 ■術前:6コース        ■術後:6コース        ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 175 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1 術後28日以内は投与しない

TC療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ TC療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 ■術前:3～6コース     ■術後:3～6コース     ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 175 mg/㎡ day 1  

weekly PTX+BEV（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ weekly PTX+BEV（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

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

weekly Taxol療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ weekly Taxol療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 7日 □術前:               ■術後:PDまで         ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1  

weekly TC療法(術後)（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ weekly TC療法(術後)（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:2～6コース     □進行再発:               □その他:



weekly TC療法(術後)（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌）【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

weekly TC療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ weekly TC療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） 　 1コース 21日 ■術前:2～6コース     □術後:               ■進行再発:2～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

オラパリブ+ベバシズマブ維持療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌） ◆ オラパリブ+ベバシズマブ維持療法（卵巣癌・卵管癌・腹膜癌）  1コース 21日 □術前:               ■術後:22コース       □進行再発:               □その他:

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

【内服】 オラパリブ 600 mg/body day1-21 分2、最長2年間


