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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6週毎＋ミトタン（MSI-High副腎癌） ◆ キイトルーダ6週毎＋ミトタン（MSI-High副腎癌）  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  

【内服】 オペプリム 1500-4500 mg/body day 1-42 分3

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  

ペムブロリズマブ＋ミトタン併用療法（MSI-High副腎癌） ◆ ペムブロリズマブ＋ミトタン併用療法（MSI-High副腎癌） 　 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  

【内服】 オペプリム 1500-4500 mg/body day 1-21 分3

その他　　　　　　　　　　　
アドリアシン単剤療法（後腹膜肉腫） ◆ アドリアシン単剤療法（後腹膜肉腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用 75 mg/㎡ day 1  

ハラヴェン（後腹膜肉腫） ◆ ハラヴェン（後腹膜肉腫） 　 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  

腎細胞癌　　　　　　　　　　　
イピリムマブ＋ニボルマブ療法（腎細胞癌） ◆ イピリムマブ＋ニボルマブ療法（腎細胞癌） 　 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  

オプジーボ4週毎(腎癌) ◆ オプジーボ4週毎(腎癌)  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  

キイトルーダ6週毎＋アキシチニブ（腎癌） ◆ キイトルーダ6週毎＋アキシチニブ（腎癌）  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  

【内服】 アキシチニブ 10-20 mg/body day 1-42 朝夕食後

トーリセル療法（腎細胞癌） ◆ トーリセル療法（腎細胞癌） 　 1コース 7日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 テムシロリムス注射液 25 mg/body day 1  

ニボルマブ（腎癌） ◆ ニボルマブ（腎癌） 　 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  

ペムブロリズマブ＋アキシチニブ（腎癌） ◆ ペムブロリズマブ＋アキシチニブ（腎癌） 　 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  

【内服】 アキシチニブ 10-20 mg/body day 1-21 朝夕食後

前立腺癌　　　　　　　　　　　
カバジタキセル療法（前立腺癌） ◆ カバジタキセル療法（前立腺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カバジタキセル　アセトン付加物注射液 25 mg/㎡ day 1  

ドセタキセル療法(前立腺癌) ◆ ドセタキセル療法(前立腺癌) 　 1コース 21-28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  

尿路上皮癌　　　　　　　　　　　
GEM+CBDCA(尿路上皮癌） ◆ GEM+CBDCA(尿路上皮癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

GEM+CDDP療法（3weeks）(尿路上皮癌） ◆ GEM+CDDP療法（3weeks）(尿路上皮癌） 　 1コース 21日 ■術前:3～6コース     □術後:               ■進行再発:3～6コース     □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 70 mg/㎡ day 2  

GEM+CDDP療法（尿路上皮癌） ◆ GEM+CDDP療法（尿路上皮癌） 　 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】 シスプラチン注射液 70 mg/㎡ day 2  

GEM+CDDP療法（尿路上皮癌）(術前) ◆ GEM+CDDP療法（尿路上皮癌）(術前) 　 1コース 28日 ■術前:主治医判断     □術後:               □進行再発:               □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】 シスプラチン注射液 70 mg/㎡ day 2  

アベルマブ化学療法後維持療法（尿路上皮癌） ◆ アベルマブ化学療法後維持療法（尿路上皮癌）  1コース 14日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:主治医判断

【静注】 アベルマブ（遺伝子組換え）注射液 10 mg/kg day 1  

キイトルーダ6週毎（尿路上皮癌） ◆ キイトルーダ6週毎（尿路上皮癌）  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  

ゲムシタビン（尿路上皮癌） ◆ ゲムシタビン（尿路上皮癌） 　 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  



ドセタキセル療法（尿路上皮癌） ◆ ドセタキセル療法（尿路上皮癌） 　 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  

ペムブロリズマブ（尿路上皮癌） ◆ ペムブロリズマブ（尿路上皮癌） 　 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  


