
院内登録レジメン　一覧 R4. 6月現在

癌種 レジメンNo. レジメン
胃-1 ハーセプチン+SOX 乳腺-1 ハーセプチン

胃-2 ハーセプチン/nabPAC　 乳腺-2 ハーセプチン+Weekly PAC 

胃-3 サイラムザ 乳腺-3 ハーセプチン/DOC

胃-4 サイラムザ+PAC 乳腺-4 ハーセプチン＋TC

胃-5 サイラムザ+nab-PAC 乳腺-5 ハーセプチン/nabPAC

胃-6 オプジーボ 乳腺-6 ハーセプチン/VNR

胃-7 オプジーボ（倍量） 乳腺-7 ハーセプチン/ハラヴェン

胃-8 SOX  乳腺-8 ハーセプチン/GEM

胃-9 CapeOX　 乳腺-9 ハーセプチン＋GT

胃-10 mFOLFOX6　 乳腺-10 TCH

胃-11 Weekly PAC 乳腺-11 パージェタ/ハーセプチン/PAC

胃-12 アブラキサン 乳腺-12 パージェタ/ハーセプチン/DOC

胃-13 TS-1/CDDP 乳腺-13 パージェタ＋TCH

胃-14 カペシタビン/シスプラチン（XP) 乳腺-14 カドサイラ

胃-15 S-1+DOC 乳腺-15 アバスチン+PAC

胃-16 DOC 乳腺-16 アバスチン+アブラキサン

胃-17 CPT 乳腺-17 テセントリク+nabPAC

胃-18 CPT/CDDP 乳腺-18 AC

胃-19 オプジーボ＋SOX 乳腺-19 dose-dense AC

胃-20 ハーセプチン+mFOLFOX6 乳腺-20 EC

胃-21 オプジーボ+mFOLFOX6 乳腺-21 dose-dense EC

食道-1 FP 乳腺-22 FEC 100

食道-2 DOC 　　 乳腺-23 Weekly PAC　　

食道-3 DOC/CDGP 乳腺-24 Triweekly PAC

食道-4 Weekly PAC　 乳腺-25 dose-dense PAC

大腸-1 アバスチン+mFOLFOX6 乳腺-26 DOC　　

大腸-2 アバスチン+SOX 乳腺-27 DC　　

大腸-3 アバスチン+CapeOX 乳腺-28 TC

大腸-4 アバスチン+FOLFIRI 乳腺-29 アブラキサン

大腸-5 アバスチン+IRIS 乳腺-30 VNR 

大腸-6
アバスチン＋
modified-FOLFOXIRI（導入）

乳腺-31 ハラヴェン

大腸-7
アバスチン＋
modified-FOLFOXIRI（維持）

乳腺-32 GEM　　

大腸-8 アバスチン+ロンサーフ 乳腺-33 GT

大腸-9 サイラムザ+FOLFIRI 乳腺-34 CPT　　

大腸-10 ザルトラップ+FOLFIRI

大腸-11 ベクティビックス

大腸-12 ベクティビックス+mFOLFOX6

大腸-13 ベクティビックス+FOLFIRI

大腸-14 ベクティビックス+CPT

大腸-15 アービタックス

大腸-16 アービタックス+mFOLFOX6

大腸-17 アービタックス+FOLFIRI

大腸-18 アービタックス+CPT

大腸-19 mFOLFOX6

大腸-20 SOX

大腸-21 CapeOX

大腸-22 FOLFIRI

大腸-23 IRIS

大腸-24 FL

肝-1 EPI肝動注

肝-2 低用量FP肝動注

肝-3 アイエーコール肝動注

膵・胆道-1 GEM 

膵・胆道-2 GEM/S-1

膵・胆道-3 GEM/CDDP

膵・胆道-4 nab-PAC/GEM

膵・胆道-5 FOLFIRINOX

膵・胆道-6 modified-FOLFIRINOX

膵・胆道-7 nal-IRI+5-FU+LV

消化器

胃がん

乳腺 乳がん

食道がん

大腸がん

肝細胞がん

膵・胆道がん

※↑マークは上の癌腫に同じレジメンがあり、レジメンファイルのプリントを省略しています。



子宮-1 TJ-WB　　 NHL-1
リツキサン,リツキシマブBS
（併用療法含む）

子宮-2 Weekly PAC　　 NHL-2 R-CHOP

子宮-3 DOC　　 NHL-3 R-THP-COP

子宮-4 AP NHL-4 R-CVP

子宮-5 CPT　　 NHL-5 R-B

卵巣-1 アバスチン+TC  NHL-6 R-ICE

卵巣-2 アバスチン+GEM/CBDCA　 NHL-7 CHOP

卵巣-3 TJ-WB　　 NHL-8 THP-COP

卵巣-4 TC  NHL-9 CVP

卵巣-5 Weekly PAC　　 NHL-10 トレアキシン

卵巣-6 DOC　　 NHL-11 DHAP

卵巣-7 DC    NHL-12 ESHAP

卵巣-8 CPT 　　 NHL-13 MTX/Ara-C

卵巣-9 CP 腹腔内 NHL-14 Hyper CVAD

卵巣-10 GEM  NHL-15 CPT(NHL)

卵巣-11 GEM/CBDCA　 NHL-16 大量MTX

卵巣-12 ドキシル NHL-17 GEM　

卵巣-13 ハイカムチン NHL-18 GDP
肺-1 アバスチン+TC NHL-19 DeVIC
肺-2 アバスチン+PEM/CBDCA ホジキンリンパ腫 HL-1 ABVD
肺-3 アバスチン+タルセバ MDS MDS-1 ビダーザ
肺-4 サイラムザ+DOC AML-1 IDR+Ara-C
肺-5 オプジーボ　 AML-2 DNR+Ara-C
肺-6 オプジーボ倍量　 AML-3 大量シタラビン
肺-7 キイトルーダ AML MIT+Ara-C

肺-8
PEM/CBDCA＋キイトルーダ
（導入）

MM-1 ベルケイド

肺-9
PEM/CBDCA＋キイトルーダ
（維持）

MM-2 VMP

肺-10 キイトルーダ（倍量） MM-3 VRD
肺-11 CDDP/VP-16 MM-4 CyBorD
肺-12 CDDP/CPT MM-5 modified-CyBorD
肺-13 CDDP/PEM MM-6 E-Ld
肺-14 CDDP/VNR MM-7 DPd
肺-15 CBDCA/VP-16 悪性リンパ腫・急性白血病 VP-16
肺-16 CPT/CBDCA 急性リンパ性白血病 Ara-C＋MTX＋PSL
肺-17 CBDCA/S-1 脳腫瘍-1 アバスチン
肺-18 GEM/CBDCA 脳腫瘍-2 アバスチン+テモダール
肺-19 PEM/CBDCA 脳腫瘍-3 テモダール
肺-20 nab-PAC/CBDCA 黒色腫-1 オプジーボ　
肺-21 CPT　　 黒色腫-2 オプジーボ（倍量）　
肺-22 GEM　 骨軟部腫瘍骨軟部悪性腫瘍 骨軟部-1 DXR

肺-23 PEM その他
不安定性（MSI-
high）
を有する固形癌

MSH-1 キイトルーダ　

肺-24 DOC 　
肺-25 DC　　
肺-26 アブラキサン  
肺-27 VNR　
肺-28 アムルビシン

肺-29 TJ-WB
肺-30 TC
肺-31 Weekly PAC　
膀胱-1 GEM　　
膀胱-2 GC
膀胱-3 GEM/CBDCA　
膀胱-4 Weekly PAC  
膀胱-5 キイトルーダ　
前立腺-1 DOC　
前立腺-2 CBZ

泌尿器科
膀胱がん

前立腺がん

子宮がん

非ホジキンリンパ腫

卵巣がん

呼吸器科

多発性骨髄腫

血液がん

悪性神経膠腫

婦人科

肺がん

急性白血病

脳腫瘍

皮膚がん 悪性黒色腫

※↑マークは上の癌腫に同じレジメンがあり、レジメンファイルのプリントを省略しています。


