
癌種 プロトコール名(療法名) 期間 薬品1 投与日1 薬品2 投与日2 薬品3 投与日3 薬品4 投与日4 薬品5 投与日5 薬品6 投与日6
乳癌 3wDOC 21 ドセタキセル(DTX) 60 mg/㎡ d1
乳癌 3wDOC/3wHER(2回目以降用) 21 ドセタキセル(DTX) 60 mg/㎡ d1 ハーセプチン(HER) 6 mg/kg d1,8,15
乳癌 3wDOC/3wHER(初回投与用) 21 ドセタキセル(DTX) 60 mg/㎡ d1 ハーセプチン(HER) 8 mg/kg d1 ハーセプチン(HER) 2 mg/kg d8,d15
乳癌 3wHER(2回目以降用) 21 ハーセプチン(HER) 6 mg/kg d1
乳癌 3wHER(初回投与用) 21 ハーセプチン(HER) 8 mg/kg d1
乳癌 AC療法 21 ドキソルビシン(DXR) 60 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 600 mg/㎡ d1
乳癌 CPT-11 28 イリノテカン(CPT-11) 100 mg/㎡ d1,8,15
乳癌 FEC療法 21 エピルビシン 100 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 500 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 500 mg/㎡ d1
乳癌 GEM 21 ゲムシタビン(GEM) 1250 mg/㎡ d1.8
乳癌 PER/HER/3wDOC(初回投与用) 21 パージェタ 840 mg/body d1 ハーセプチン(HER) 8 mg/kg d1 ドセタキセル(DTX) 75 mg/㎡ d1
乳癌 PER/HER/3wDOC(2回目以降用) 21 パージェタ 420 mg/body d1 ハーセプチン(HER) 6 mg/kg d1 ドセタキセル(DTX) 75 mg/㎡ d1
乳癌 TC療法 21 ドセタキセル(DTX) 75 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 600 mg/㎡ d1
乳癌 VNB 21 ナベルビン 25 mg/㎡ d1,8
乳癌 VNB/3wHER(2回目以降用) 21 ナベルビン 25 mg/㎡ d1.8 ハーセプチン(HER) 4 mg/kg d1(2回目以降) ハーセプチン(HER) 2 mg/kg d8,d15
乳癌 VNB/3wHER(初回投与用) 21 ナベルビン 25 mg/㎡ d1.8 ハーセプチン(HER) 2 mg/kg d1,8,15
乳癌 nab-PTX療法 21 アブラキサン 260 mg/㎡ d1
乳癌 wPTX 7 パクリタキセル(PTX) 80 mg/㎡ d1
乳癌 wPTX/BV 28 パクリタキセル(PTX) 90 mg/㎡ d1,8,15 アバスチン 10 mg/kg d1,15
乳癌 wPTX/HER(2回目以降用) 7 パクリタキセル(PTX) 80 mg/㎡ d1 ハーセプチン(HER) 2 mg/kg d1
乳癌 wPTX/HER(初回投与用) 7 パクリタキセル(PTX) 80 mg/㎡ d1 ハーセプチン(HER) 4 mg/kg d1
乳癌 ハラヴェン単独療法 21 ハラヴェン 1.4 mg/㎡ d1,8
乳癌 カドサイラ 21 カドサイラ 3.6 mg/kg d1
乳癌 dose dense AC療法 14 ドキソルビシン(DXR) 60 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 600 mg/㎡ d1
乳癌 dose dense EC療法 14 エピルビシン 90 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 600 mg/㎡ d1
乳癌 dose dense PTX 14 パクリタキセル(PTX) 175 mg/㎡ d1
乳癌 nab-PTX/Atezo併用療法 28 テセントリク(Atezolizumab) 1200 mg/body d1,15 アブラキサン 100 mg/㎡ d1,8,15
乳癌 トラスツズマブデルグスカン療法 21 トラスツズマブデルグスカン 5.4 mg/kg d1
食道癌 3wDOC 21 ドセタキセル(DTX) 70 mg/㎡ d1
食道癌 5-FU/CDGP 28 アクプラ 100 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 800 mg/㎡ d1-5
食道癌 5-FU/CDGP/RT 28 アクプラ 70 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 700 mg/㎡ d1-4
食道癌 5-FU/CDGP/RT(Day1-5,8-12/28日) 28 アクプラ 50 mg/㎡ d1,d8 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1-5,d8-d12

食道癌 CDGP/VDS 28 アクプラ 90 mg/㎡ d1 フィルデシン 3 mg/㎡ d1,d8
食道癌 DOC/CDGP 28 ドセタキセル(DTX) 60 mg/㎡ d1 アクプラ 80 mg/㎡ d1
食道癌 FP 28 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 800 mg/㎡ d1-5
食道癌 FP/RT 28 シスプラチン(CDDP) 70 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 700 mg/㎡ d1-4
食道癌 PTX(6投1休) 49 パクリタキセル(PTX) 100 mg/㎡ d1,8,15,d22,d29,d36

食道癌 wDOC 28 ドセタキセル(DTX) 30 mg/㎡ d1,8,15
食道癌 オプジーボ 240mg/body 14 オプジーボ(Nivolumab) 240 mg/body d1
胃癌 3wDOC 21 ドセタキセル(DTX) 60 mg/㎡ d1
胃癌 3wHER(初回投与用) 21 ハーセプチン(HER) 8 mg/kg d1
胃癌 3wHER(2回目以降用) 21 ハーセプチン(HER) 6 mg/kg d1
胃癌 CPT-11 14 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1
胃癌 CPT-11(Day1,15)/CDDP(Day1) 28 イリノテカン(CPT-11) 70 mg/㎡ d1,15 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1
胃癌 CPT-11(Day1,15)/CDDP(Day1,15) 28 イリノテカン(CPT-11) 60 mg/㎡ d1,15 シスプラチン(CDDP) 30 mg/㎡ d1,15
胃癌 RAM/PAC療法 28 サイラムザ(RAM) 8 mg/kg d1,15 パクリタキセル(PTX) 80 mg/㎡ d1,8,15
胃癌 RAM/nab-PTX療法 28 サイラムザ(RAM) 8 mg/kg d1,15 アブラキサン 100 mg/㎡ d1,8,15
胃癌 RAM単独 14 サイラムザ(RAM) 8 mg/kg d1
胃癌 SOX 21 オキサリプラチン(L-OHP) 130 mg/㎡ d1 S-1 80 mg/㎡ d1-14
胃癌 SOX/3wHER(初回投与用) 21 ハーセプチン(HER) 8 mg/kg d1 オキサリプラチン(L-OHP) 130 mg/㎡ d1
胃癌 SOX/3wHER(2回目以降用) 21 ハーセプチン(HER) 6 mg/kg d1 オキサリプラチン(L-OHP) 130 mg/㎡ d1
胃癌 TS-1/CDDP用CDDP 35 シスプラチン(CDDP) 60 mg/㎡ d8 S-1 80 mg/㎡ d1-21
胃癌 TS-1/CPT-11 28 イリノテカン(CPT-11) 60 mg/㎡ d1,15 S-1 80 mg/㎡ d1-21
胃癌 XELOX 21 オキサリプラチン(L-OHP) 130 mg/㎡ d1 ゼローダ(Cape) 2000 mg/㎡ d1-14
胃癌 XP 21 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1 ゼローダ(Cape) 2000 mg/㎡ d1-14
胃癌 XP/3wHER(初回投与用) 21 ハーセプチン(HER) 8 mg/kg d1 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1 ゼローダ(Cape) 2000 mg/㎡ d1-14
胃癌 XP/3wHER(2回目以降用) 21 ハーセプチン(HER) 6 mg/kg d1 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1 ゼローダ(Cape) 2000 mg/㎡ d1-14
胃癌 wDOC 28 ドセタキセル(DTX) 30 mg/㎡ d1,8,15
胃癌 wPTX 28 パクリタキセル(PTX) 80 mg/㎡ d1,8,15
胃癌 【New自費】S-1/PTXivip 21 パクリタキセル(PTX) iv 50 mg/㎡ d1,8 パクリタキセル(PTX) ip 20 mg/㎡ d1,8 S-1 80 mg/㎡ d1-14
胃癌 【患者申出療法】S-1/PTXivip 21 パクリタキセル(PTX) iv 50 mg/㎡ d1,8 パクリタキセル(PTX) ip 20 mg/㎡ d1,8 S-1 80 mg/㎡ d1-14
胃癌 【臨床試験】TS-1/CDDP+ipPTX 35 【試験薬】タキソール(PTX) iv 20 mg/㎡ d1,8,22 シスプラチン(CDDP) 60 mg/㎡ d8
胃癌 weekly nab-PTX 28 アブラキサン 100 mg/㎡ d1,8,15
胃癌 オプジーボ 240mg/body 14 オプジーボ(Nivolumab) 240 mg/body d1
胃癌 オプジーボ 480mg/body 28 オプジーボ(Nivolumab) 480 mg/body d1
胃癌 mFOLFOX6 14 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 オキサリプラチン(L-OHP) 85 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46ｈ)

胃癌 術後化学療法S-1/DTX2-7コース目用 21 ドセタキセル(DTX) 40 mg/㎡ d1 S-1 80 mg/㎡ d1-14
胃癌 トラスツズマブデルグスカン療法 21 トラスツズマブデルグスカン 6.4 mg/kg d1
大腸癌 5-FU/LV(RPMI) 56 レボホリナート(l-LV) 250 mg/㎡ d1,8,15,22,29,36 フルオロウラシル(5-FU) 600 mg/㎡ d1,8,15,22,29,36

大腸癌 CPT-11/ベクティビックス 14 ベクティビックス 6 mg/kg d1 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1
大腸癌 Cet/CPT-11(隔週 初回投与用) 14 アービタックス 400 mg/㎡ d1 アービタックス 250 mg/㎡ d8 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1
大腸癌 Cet/CPT-11(隔週 2回目以降用) 14 アービタックス 250 mg/㎡ d1,d8 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1
大腸癌 Cet単独(初回投与用) 7 アービタックス 400 mg/㎡ d1 アービタックス 250 mg/㎡ d8以降
大腸癌 Cet単独(2回目以降用) 7 アービタックス 250 mg/㎡ d1
大腸癌 FOLFIRI 14 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46h)

関東労災病院レジメン一覧(2021年4月更新）

投与量6投与量1 投与量2 投与量3 投与量4 投与量5
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大腸癌 FOLFIRI/BV 14 アバスチン(BV) 5 mg/kg d1 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46h)
大腸癌 FOLFIRI/ベクティビックス 14 ベクティビックス 6 mg/kg d1 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46h)
大腸癌 FOLFIRI/Cet(初回投与用) 14 アービタックス 400 mg/㎡ d1 アービタックス 250 mg/㎡ d8 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46h)
大腸癌 FOLFIRI/Cet(2回目以降用) 14 アービタックス 250 mg/㎡ d1,d8 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46h)
大腸癌 IFL 42 レボホリナート(l-LV) 250 mg/㎡ d1,8,15,22 フルオロウラシル(5-FU) 500 mg/㎡ d1,8,15,22 イリノテカン(CPT-11) 80 mg/㎡ d1,8,15,22
大腸癌 IFL/BV 42 アバスチン(BV) 5 mg/kg d1,15,29 レボホリナート(l-LV) 250 mg/㎡ d1,8,15,d22 フルオロウラシル(5-FU) 500 mg/㎡ d1,8,15,d22 イリノテカン(CPT-11) 80 mg/㎡ d1,8,15,d22

大腸癌 SOX 21 オキサリプラチン(L-OHP) 130 mg/㎡ d1 S-1 80 mg/㎡ d1-14
大腸癌 SOX/BV 21 アバスチン(BV) 7.5 mg/kg d1 オキサリプラチン(L-OHP) 130 mg/㎡ d1 S-1 80 mg/㎡ d1-14
大腸癌 XELIRI 21 イリノテカン(CPT-11) 200 mg/kg d1 ゼローダ(Cape) 1600 mg/㎡ d1-14
大腸癌 XELIRI/BV 21 アバスチン(BV) 7.5 mg/kg d1 イリノテカン(CPT-11) 200 mg/㎡ d1 ゼローダ(Cape) 1600 mg/㎡ d1-14
大腸癌 XELOX 21 オキサリプラチン(L-OHP) 130 mg/㎡ d1 ゼローダ(Cape) 2000 mg/㎡ d1-14
大腸癌 XELOX/BV 21 アバスチン(BV) 7.5 mg/kg d1 オキサリプラチン(L-OHP) 130 mg/㎡ d1 ゼローダ(Cape) 2000 mg/㎡ d1-14
大腸癌 mFOLFOX6 14 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 オキサリプラチン(L-OHP) 85 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(4時間)

大腸癌 mFOLFOX6/BV 14 アバスチン(BV) 5 mg/kg d1 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 オキサリプラチン(L-OHP) 85 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46h)
大腸癌 mFOLFOX6/ベクティビックス 14 ベクティビックス 6 mg/kg d1 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 オキサリプラチン(L-OHP) 85 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46h)
大腸癌 ベクティビックス 14 ベクティビックス 6 mg/kg d1
大腸癌 IRIS 28 イリノテカン(CPT-11) 125 mg/㎡ d1,15 S-1 80 mg/㎡ d1-14
大腸癌 IRIS/BV 28 アバスチン(BV) 5 mg/kg d1,15 イリノテカン(CPT-11) 100 mg/㎡ d1,15 S-1 80 mg/㎡ d1-14
大腸癌 FOLFIRI/RAM 14 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46時間) サイラムザ(RAM) 8 mg/kg d1
大腸癌 modified FOLFOXIRI/BV 14 アバスチン(BV) 5 mg/kg d1 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1 オキサリプラチン(L-OHP) 85 mg/㎡ d1 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1
大腸癌 【患者限定】TAS102/BV 28 アバスチン 5 mg/kg d1,15
大腸癌 CPT-11 14 イリノテカン(CPT-11) 150 mg/㎡ d1
膵臓癌 FOLFIRINOX 14 オキサリプラチン(L-OHP) 85 mg/㎡ d1 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 イリノテカン(CPT-11) 180 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 400 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46h)
膵臓癌 GEM/nab-PTX 28 アブラキサン 125 mg/㎡ d1,8,15 ゲムシタビン 1000 mg/㎡ d1,8,15
膵臓癌 GEM 28 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8,15
膵臓癌 GEM/TS-1用のGEM(3week) 21 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,d8 S-1 80 mg/㎡ d1-14
膵臓癌 GEM/TS-1用のGEM(4week) 28 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,15 S-1 80 mg/㎡ d1-14
膵臓癌 GC(CDDP/GEM) 21 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,d8 シスプラチン(CDDP) 25 mg/㎡ d1,d8
膵臓癌 GEMOX 14 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1 オキサリプラチン(L-OHP) 100 mg/㎡ d1
膵臓癌 nal-IRI/5FU/LV 14 オニバイド(nal-IRI) 70 mg/㎡ d1 レボホリナート(l-LV) 200 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 2400 mg/㎡ d1-2(46h)
肝癌 アイエーコール肝動注(リピオドール溶解) 7 アイエーコール 65 mg/㎡ d1
肝癌 アイエーコール肝動注(生食溶解) 7 アイエーコール 65 mg/㎡ d1
肝癌 肝動注FP(1コース目) 14 動注用アイエーコール 50 mg/body d1,8 フルオロウラシル(5-FU) 250 mg/body d1,8 フルオロウラシル(5-FU) 1250 mg/body d1,8
肝癌 肝動注FP(2コース目以降 メンテナンス) 14 動注用アイエーコール 20 mg/body d1 フルオロウラシル(5-FU) 750 mg/body d1
肝癌 RAM単独 14 サイラムザ(RAM) 8 mg/kg d1
肝癌 Atezo/BV療法 21 テセントリク(Atezolizumab) 1200 mg/body d1 アバスチン(BV) 15 mg/kg d1
小細胞肺癌 AMR単独 21 カルセド 45 mg/㎡ d1-3
小細胞肺癌 CBDCA/CPT-11 28 イリノテカン(CPT-11) 60 mg/㎡ d1,8,15 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1
小細胞肺癌 CE療法(CBDCA/VP-16) 21 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3
小細胞肺癌 CPT-11単独 28 イリノテカン(CPT-11) 100 mg/㎡ d1,8,15
小細胞肺癌 PE/RT療法 28 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1
小細胞肺癌 PE療法 21 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1
小細胞肺癌 VP-16単独 21 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3
小細胞肺癌 wPTX 28 パクリタキセル(PTX) 80 mg/㎡ d1,8,15
小細胞肺癌 ノギテカン(初回および通常量1.0mg/㎡) 21 ハイカムチン 1 mg/㎡ d1-5
小細胞肺癌 ノギテカン(1段階増量 1.2mg/㎡) 21 ハイカムチン 1.2 mg/㎡ d1-5
小細胞肺癌 CDDP/CPT-11 28 イリノテカン(CPT-11) 60 mg/㎡ d1,8,15 シスプラチン(CDDP) 60 mg/㎡ d1
小細胞肺癌 PE short hydration療法 21 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1
小細胞肺癌 CDDP/CPT-11 short hydration療法 28 イリノテカン(CPT-11) 60 mg/㎡ d1,8,15 シスプラチン(CDDP) 60 mg/㎡ d1
小細胞肺癌 Atezo+CE療法(CBDCA/VP-16) 21 テセントリク(Atezolizumab) 1200 mg/body d1 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3
小細胞肺癌 CDDP/VP-16/Durvalmab 21 イミフィンジ(Durvalumab) 1500 mg/body d1 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3
小細胞肺癌 CBDCA/VP-16/Durvalmab 21 イミフィンジ(Durvalumab) 1500 mg/body d1 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3
非小細胞肺癌 3wDOC 21 ドセタキセル(DTX) 60 mg/㎡ d1
非小細胞肺癌 BV/CBDCA/Pem 21 アリムタ 500 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1 アバスチン(BV) 15 mg/kg d1     
非小細胞肺癌 BV/CBDCA/monthlyPTX 21 パクリタキセル(PTX) 200 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1 アバスチン(BV) 15 mg/kg d1
非小細胞肺癌 BV/Pem 21 アバスチン(BV) 15 mg/kg d1 アリムタ 500 mg/㎡ d1     
非小細胞肺癌 CBDCA/DTX 21 ドセタキセル(DTX) 60 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
非小細胞肺癌 CBDCA/GEM 21 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,d8 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1
非小細胞肺癌 CBDCA/Pem 21 アリムタ 500 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1     
非小細胞肺癌 CBDCA/nab-PTX 21 アブラキサン 100 mg/㎡ d1,8,15 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
非小細胞肺癌 CBDCA/weeklyPTX(wTC療法) 28 パクリタキセル(PTX) 80 mg/㎡ d1,8,15 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
非小細胞肺癌 CBDCA/weeklyPTX同時放射線療法(RT期間中) 63 パクリタキセル(PTX) 40 mg/㎡ d1,8,15,d22,d29,d36 カルボプラチン(CBDCA) 2 AUC d1,8,15,d22,d29,d36

非小細胞肺癌 CBDCA/weeklyPTX同時放射線療法(地固め) 21 パクリタキセル(PTX) 210 mg/㎡ d2 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d2
非小細胞肺癌 CBDCA/mPTX(mTC療法) 21 パクリタキセル(PTX) 200 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
非小細胞肺癌 CDDP/CPT-11 28 シスプラチン(CDDP) 60 mg/㎡ d1 イリノテカン(CPT-11) 60 mg/㎡ d1,8,15
非小細胞肺癌 CDDP/DTX 21 ドセタキセル(DTX) 60 mg/㎡ d1 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1
非小細胞肺癌 CDDP/Pem 21 アリムタ 500 mg/㎡ d1 シスプラチン(CDDP) 75 mg/㎡ d1     
非小細胞肺癌 CDDP/Pem/BEV 21 アリムタ 500 mg/㎡ d1 シスプラチン(CDDP) 75 mg/㎡ d1 アバスチン(BV) 15 mg/kg d1
非小細胞肺癌 CDDP/VNR 21 ナベルビン 25 mg/㎡ d1,d8 シスプラチン(CDDP) 80 mg/㎡ d1
非小細胞肺癌 CD(CDDP/DTX)(胸部放射線併用) 42 ドセタキセル(DTX) 40 mg/㎡ d1,d8,d29,d36 シスプラチン(CDDP) 40 mg/㎡ d1,d8,d29,d36

非小細胞肺癌 CPT-11単独 28 イリノテカン(CPT-11) 100 mg/㎡ d1,8,15
非小細胞肺癌 GEM 28 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8,15
非小細胞肺癌 アリムタ単独 21 アリムタ 500 mg/㎡ d1     
非小細胞肺癌 キイトルーダ単独 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1
非小細胞肺癌 キイトルーダ単独 42 キイトルーダ(Pembrolizumab) 400 mg/body d1
非小細胞肺癌 ナベルビン (VNR)単独 21 ナベルビン 25 mg/㎡ d1,d8
非小細胞肺癌 RAM/DTX 21 サイラムザ(RAM) 10 mg/kg d1 ドセタキセル(DTX) 60 mg/㎡ d1
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非小細胞肺癌 テセントリク点滴静注 21 テセントリク(Atezolizumab) 1200mg body/body d1
非小細胞肺癌 weekly nab-PTX 28 アブラキサン 100 mg/㎡ d1,8,15
非小細胞肺癌 オプジーボ 240mg/body 14 オプジーボ(Nivolumab) 240 mg/㎡ d1
非小細胞肺癌 オプジーボ 480mg/body 28 オプジーボ(Nivolumab) 480 mg/body d1
非小細胞肺癌 イミフィンジ療法 14 イミフィンジ(Durvalumab) 10 mg/kg d1
非小細胞肺癌 BEV維持療法 21 アバスチン(BEV) 15 mg/kg d1
非小細胞肺癌 CBDCA/PEM/Pemb 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1 アリムタ 500 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1
非小細胞肺癌 short CDDP/PEM/Pemb 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1 アリムタ 500 mg/㎡ d1 シスプラチン(CDDP) 75 mg/㎡ d1
非小細胞肺癌 PEM/Pemb 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1 アリムタ 500 mg/㎡ d1
非小細胞肺癌 CBDCA/PTX+Pemb 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1 パクリタキセル 200 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
非小細胞肺癌 CBDCA/nab-PTX+Pemb 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1 アブラキサン 100 mg/㎡ d1,8,15 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
非小細胞肺癌 ABPC 21 テセントリク(Atezolizumab) 1200 mg/body d1 アバスチン 15 mg/kg d1 パクリタキセル 200 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
非小細胞肺癌 AB 21 テセントリク(Atezolizumab) 1200 mg/body d1 アバスチン 15 mg/kg d1
非小細胞肺癌 daily low-dose CBDCA/RT 20 カルボプラチン(CBDCA) 30 mg/㎡ d1-20
非小細胞肺癌 Nivolumab/Ipilimumab療法 42 オプジーボ(Nivolumab) 240 mg/body d1,15,22 ヤーボイ(Ipilimumab) 1 mg/kg d1
非小細胞肺癌 CBDCA/nab-PTX+Atezo 21 テセントリク(Atezolizumab) 1200 mg/body d1 アブラキサン 100 mg/㎡ d1,8,15 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
婦人科癌 Act-D静注 14 コスメゲン(Act-D 0.01 mg/kg d1-5
婦人科癌 BEV(TC/BEVの後治療) 21 アバスチン(BV) 15 mg/kg d1
婦人科癌 CPT-11 35 イリノテカン(CPT-11) 100 mg/㎡ d,d8,d15
婦人科癌 DC 21 ドセタキセル(DTX) 70 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
婦人科癌 [Pt限定]　DC（CBDCA減感作療法） 21 ドセタキセル(DTX) 70 mg/㎡ d1 カルボプラチン(1/1000→1/100→1/10→1/1) 6 AUC d1
婦人科癌 DC/BV(BEV維持療法必須) 21 ドセタキセル(DTX) 70 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1 アバスチン(BV) 15 mg/kg d1
婦人科癌 Doxil 90mg/body以上 28 ドキシル 50 mg/㎡ d1
婦人科癌 Doxil 90mg/body未満 28 ドキシル 50 mg/㎡ d1
婦人科癌 Doxil (90mg/body未満)/CBDCA 28 ドキシル 30 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1
婦人科癌 GEM 28 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8,15
婦人科癌 GEM/CBDCA 21 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8 カルボプラチン(CBDCA) 4 AUC d1
婦人科癌 GEM/DTX 21 ゲムシタビン(GEM) 900 mg/㎡ d1,8 ドセタキセル(DTX) 70 mg/㎡ d8
婦人科癌 MTX筋注(0.4mg/kg/Day1-5) 14 メソトレキセート(MTX) 0.4 mg/kg d1-5
婦人科癌 MTX筋注(0.5mg/kg/Day1-4) 14 メソトレキセート(MTX) 0.5 mg/kg d1-4
婦人科癌 TC-tri weekly 21 パクリタキセル(PTX) 175 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
婦人科癌 TC-weekly 28 パクリタキセル(PTX) 80 mg/㎡ d1,8,15 カルボプラチン(CBDCA) 2 AUC d1,8,15
婦人科癌 TC/BV(BEV維持療法必須) 21 パクリタキセル(PTX) 175 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1 アバスチン(BV) 15 mg/kg d1
婦人科癌 dose-dense TC 21 パクリタキセル(PTX) 80 mg/㎡ d1,8,15 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
婦人科癌 weekly DOC 28 ドセタキセル(DTX) 30 mg/㎡ d1,8,15
婦人科癌 【Pt限定】TC療法(CBDCAip) 21 パクリタキセル(PTX) 175 mg/㎡ d1 カルボプラチン(CBDCA) 6 AUC d1
婦人科癌 weekly CDDP(RT併用) 7 シスプラチン(CDDP) 40 mg/㎡ d1
婦人科癌 weekly CDDP(RT併用)外来 7 シスプラチン(CDDP) 40 mg/㎡ d1
婦人科癌 EMA/CO 14 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1,2 コスメゲン 0.5 mg/body d1,2 メソトレキセート(MTX) 100 mg/㎡ d1 メソトレキセート(MTX) 200 mg/㎡ d1 オンコビン(VCR) 1 mg/㎡ d8 エンドキサン(CPA) 600 mg/㎡ d8
婦人科癌 FA 14 コスメゲン 0.5 mg/body d1-4 フルオロウラシル(5-FU) 1500 mg/body d1-4
婦人科癌 EP/EMA療法(EMA/CO refractory) 14 エトポシド(VP-16) 150 mg/㎡ d1 シスプラチン(CDDP) 75 mg/㎡ d1 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d8 メソトレキセート(MTX) 300 mg/㎡ d8 コスメゲン(Act-D) 0.5 mg/body d8
婦人科癌 MEA 14 メソトレキセート(MTX) 150 mg/body d1 メソトレキセート(MTX) 300 mg/body d1 エトポシド(VP-16) 100 mg/body d1-5 コスメゲン(ActD) 0.5 mg/body d1-5
婦人科癌 ノギテカン 21 ハイカムチン 1.5 mg/㎡ d1-5
婦人科癌 ノギテカン/BEV 21 アバスチン(BV) 15 mg/kg d1 ハイカムチン 1.25 mg/㎡ d1-5
婦人科癌 PLD/BEV 28 アバスチン(BV) 15 mg/kg d1 ドキシル 40 mg/㎡ d1
腎細胞癌 テムシロリムス単独 7 トーリセル 25 mg/body d1
腎細胞癌 オプジーボ・ヤーボイ併用療法1-4クール 21 オプジーボ(Nivolumab) 240 mg/body d1 ヤーボイ(Ipilimumab) 1 mg/kg d1
腎細胞癌 オプジーボ 240mg/body 14 オプジーボ(Nivolumab) 240 mg/body d1
腎細胞癌 オプジーボ 480mg/body 28 オプジーボ(Nivolumab) 480 mg/body d1
腎細胞癌 Pembrolizumab/アキシチニブ療法 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1 アキシチニブ 5mg BID day1-21
膀胱癌・上部尿路癌 CaG 28 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8,15 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d2
膀胱癌・上部尿路癌 GC 28 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8,15 シスプラチン(CDDP) 70 mg/㎡ d2
膀胱癌・上部尿路癌 GEM 28 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8,15
膀胱癌・上部尿路癌 ADM膀胱内注入(無菌調剤加算なし) 1 ドキソルビシン(DXR) 40 mg/body d1
膀胱癌・上部尿路癌 DIP 21 ドセタキセル(DTX) 60 mg/㎡ d1 イホマイド 1000 mg/㎡ d2-d6 シスプラチン(CDDP) 20 mg/㎡ d2-d6
膀胱癌・上部尿路癌 MVAC 28 メソトレキセート(MTX) 30 mg/㎡ d1,15,d22 エクザール 3 mg/㎡ d2,d15,d22 ドキソルビシン(DXR) 30 mg/㎡ d2 シスプラチン(CDDP) 70 mg/㎡ d2
膀胱癌・上部尿路癌 CDDP/THP動注 21 シスプラチン(CDDP) 70 mg/㎡ d1 テラルビシン 30 mg/㎡ d1
膀胱癌・上部尿路癌 キイトルーダ単独療法 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1
膀胱癌・上部尿路癌 キイトルーダ単独 42 キイトルーダ(Pembrolizumab) 400 mg/body d1
膀胱癌・上部尿路癌 THP(30mg)膀胱内注入(無菌調剤加算なし) 1 ピノルビン 30 mg/body d1
前立腺癌 3ｗDOC単独(70mg/㎡) 21 ドセタキセル(DTX) 70 mg/㎡ d1
前立腺癌 3ｗDOC単独(75mg/㎡) 21 ドセタキセル(DTX) 75 mg/㎡ d1
前立腺癌 ジェブタナ単剤療法 21 ジェブタナ 25 mg/㎡ d1 ジーラスタ 1 本 d2
胚細胞腫瘍 BEP療法 21 ブレオ 30 mg/body d1,8,15 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-5 シスプラチン(CDDP) 20 mg/㎡ d1-5
胚細胞腫瘍 EP療法 21 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-5 シスプラチン(CDDP) 20 mg/㎡ d1-5
胚細胞腫瘍 GEMOX 14 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1 オキサリプラチン(L-OHP) 100 mg/㎡ d1
胚細胞腫瘍 VeIP療法 21 イホマイド 1200 mg/㎡ d1-5 エクザール 0.11 mg/kg d1-2 シスプラチン(CDDP) 20 mg/㎡ d1-5
胚細胞腫瘍 ＴＩP療法（PTX210mg/㎡） 21 パクリタキセル(PTX) 210 mg/㎡ d1 イホマイド 1200 mg/㎡ d2-d6 シスプラチン(CDDP) 20 mg/㎡ d2-6
胚細胞腫瘍 TIP療法 21 パクリタキセル(PTX) 175 mg/㎡ d1 イホマイド 1200 mg/㎡ d2-d6 シスプラチン(CDDP) 20 mg/㎡ d2-6
悪性リンパ腫 ABVD 28 ドキソルビシン(DXR) 25 mg/㎡ d1,15 ブレオ 9 mg/㎡ d1,15 エクザール 6 mg/㎡ d1,15 ダカルバジン 250 mg/㎡ d1,15
悪性リンパ腫 BR療法(B120mg/㎡ 3week)用量・期間注意 21 トレアキシン 120 mg/㎡ d1,2 リツキシマブBS点滴静注「KHK」 375 mg/㎡ d2
悪性リンパ腫 BR療法(B90mg/㎡ 3week)用量・期間注意 28 トレアキシン 90 mg/㎡ d1,2 リツキシマブBS点滴静注「KHK」 375 mg/㎡ d2
悪性リンパ腫 CEOP 21 エトポシド(VP-16) 50 mg/㎡ d1 オンコビン(VCR) 1.4 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d1 ベプシドカプセル50mg 100 mg/㎡ d2-3 プレドニゾロン(PSL) 100 mg/body d1-5
悪性リンパ腫 CHASE 21 エンドキサン(CPA) 1200 mg/㎡ d1 シタラビン(AraC) 2000 mg/㎡ d2-3 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3 デキサメタゾン(DEX) 40 mg/body d1-3
悪性リンパ腫 CHOP 21 ドキソルビシン(DXR) 50 mg/㎡ d1 オンコビン(VCR) 1.4 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d1 プレドニゾロン錠 100 mg/body d1-5
悪性リンパ腫 CPT-11 7 イリノテカン(CPT-11) 40 mg/㎡ d1-3
悪性リンパ腫 DA-EPOCH(最大量) 21 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-4 オンコビン(VCR) 0.4 mg/㎡ d1-4 ドキソルビシン(DXR) 20 mg/㎡ d1-4 エンドキサン(CPA) 1500 mg/㎡ d5 プレドニゾロン(PSL) 60 mg/㎡ d1-5
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悪性リンパ腫 DHAP療法 21 DEX 40 mg/body d1-4 シスプラチン(CDDP) 100 mg/㎡ d1 シタラビン(AraC) 2000 mg/㎡ d2
悪性リンパ腫 DeVIC 21 カルボプラチン(CBDCA) 300 mg/㎡ d1 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3 イホマイド 1500 mg/㎡ d1-3
悪性リンパ腫 EPOCH 21 エトポシド(VP-16) 50 mg/㎡ d1-4 オンコビン(VCR) 0.4 mg/㎡ d1-4 ドキソルビシン(DXR) 10 mg/㎡ d1-4 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d5 プレドニゾロン(PSL) 60 mg/㎡ d1-5
悪性リンパ腫 ESHAP 21 メチルプレドニゾロン(mPSL) 500 mg/body d1-4 エトポシド(VP-16) 40 mg/㎡ d1-4 シスプラチン(CDDP) 25 mg/㎡ d1-4 シタラビン(AraC) 2000 mg/㎡ d5
悪性リンパ腫 GCD 21 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1 デキサメタゾン(DEX) 20 mg/body d1-4
悪性リンパ腫 R-GCD(day2-4DEXは内服、day8Rmab入り） 21 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1 デキサメタゾン(DEX) 20 mg/body d1-4 リツキシマブ 375 mg/㎡ d8
悪性リンパ腫 GDP 21 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8 シスプラチン(CDDP) 75 mg/㎡ d1 デキサメタゾン(DEX) 40 mg/body d1-4
悪性リンパ腫 GEM 28 ゲムシタビン(GEM) 1000 mg/㎡ d1,8,15
悪性リンパ腫 HD-MTX(3.5g/㎡ 3時間投与) 14 メソトレキセート(MTX) 500 mg/㎡ d2 メソトレキセート(MTX) 3000 mg/㎡ d2
悪性リンパ腫 Hyper CVAD 21 エンドキサン (11時) 300 mg/㎡ d1-3 エンドキサン(CPA:23時) 300 mg/㎡ d1-3 ドキソルビシン(DXR) 50 mg/㎡ d4 オンコビン(VCR) 1.4 mg/㎡ d4,11
悪性リンパ腫 ICE 21 イホマイド 1200 mg/㎡ d1-5 カルボプラチン(CBDCA) 400 mg/㎡ d1 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-5
悪性リンパ腫 MEAM療法 7 サイメリン 300 mg/㎡ d1 エトポシド(VP-16) 200 mg/㎡ d2-5 シタラビン(AraC) 200 mg/㎡ d2-5 アルケラン 70 mg/㎡ d6,7
悪性リンパ腫 R-CHOP(CHOP→R用) 21 ドキソルビシン(DXR) 50 mg/㎡ d1 オンコビン(VCR) 1.4 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d1 リツキシマブ 375 mg/㎡ d2 プレドニゾロン(PSL) 100 mg/body d1-5
悪性リンパ腫 R-CHOP(同日投与) 21 リツキシマブ 375 mg/㎡ d1 ドキソルビシン(DXR) 50 mg/㎡ d1 オンコビン(VCR) 1.4 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d1 プレドニゾロン(PSL) 100 mg/body d1-5
悪性リンパ腫 SMILE 28 メソトレキセート(MTX) 2000 mg/㎡ d2 イホマイド 1500 mg/㎡ d3-5 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d3-5 ロイナーゼ 6000 mg/㎡ d9,11,13,15,17,19,21

悪性リンパ腫 THP-COP 21 テラルビシン 50 mg/㎡ d1 オンコビン(VCR) 1.4 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d1 プレドニン 100 mg/body d1-5
悪性リンパ腫 VP-16大量 3 エトポシド(VP-16) 125 mg/㎡ d1-3 エトポシド(VP-16) 125 mg/㎡ d1-3 エトポシド(VP-16) 125 mg/㎡ d1-3 エトポシド(VP-16) 125 mg/㎡ d1-3
悪性リンパ腫 VeMP 5 水溶性プレドニン(PSL) 60 mg/㎡ d1-5 ノバントロン 6 mg/㎡ d1-3 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3
悪性リンパ腫 V(R)-CAP 21 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1 ドキソルビシン(DXR) 50 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d1 PSL 100 mg/body d1-5
悪性リンパ腫 VR-CAP(Day4R) 21 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1 ドキソルビシン(DXR) 50 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d1 PSL 100 mg/body d1-5 リツキシマブ 375 mg/㎡ d4
悪性リンパ腫 アドセトリス単独 21 アドセトリス 1.8 mg/kg d1
悪性リンパ腫 トレアキシン単独(120mg/㎡ 3week) 21 トレアキシン 120 mg/㎡ d1,2
悪性リンパ腫 ネララビン 21 アラノンジー 1500 mg/㎡ d1,3,5
悪性リンパ腫 ポテリジオ単独 7 ポテリジオ 1 mg/kg d1
悪性リンパ腫 リツキサン単独 7 リツキサン 375 mg/㎡ d1
悪性リンパ腫 【後】リツキサン単独(他レジメン併用休薬0日) 7 リツキシマブ 375 mg/㎡ d1
悪性リンパ腫 髄注A 1 メソトレキセート(MTX) 15 mg/body d1 キロサイド(AraC) 40 mg/body d1 DEX 6.6 mg/body d1
悪性リンパ腫 mLSG15 (1/2シート目) 28 オンコビン(VCR) 1 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 350 mg/㎡ d1 ドキソルビシン(DXR) 40 mg/㎡ d1 PSL 40 mg/㎡ d1,8,15-17 ドキソルビシン(DXR) 30 mg/㎡ d8 サイメリン 60 mg/㎡ d8
悪性リンパ腫 mLSG15 (2/2シート目) 28 フィルデシン 2.4 mg/㎡ d15 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d15-17 カルボプラチン(CBDCA) 250 mg/㎡ d15 シタラビン（AraC:IT） 40 mg/body d1 メソトレキセート（髄注） 15mg mg/body d1 PSL(IT) 10mg mg/body d1
悪性リンパ腫 ジフォルタ単独 49 ジフォルタ 2.4 mg/㎡ d1,8,15,22,29,36

悪性リンパ腫 MTX/AraC 49 メソトレキセート(MTX) 1000 mg/㎡ d2 シタラビン(AraC) 2000 mg/㎡ d3,4
悪性リンパ腫 イストダックス 28 イストダックス 14 mg/㎡ d1
悪性リンパ腫 Gazyva単独(１サイクル目) 21 ガザイバ(Obinutuzumab) 1000 mg/body d1,8,15
悪性リンパ腫 Gazyva単独(2サイクル目以降) 21 ガザイバ(Obinutuzumab) 1000 mg/body d1
悪性リンパ腫 Gazyva単独(維持療法) 56 ガザイバ(Obinutuzumab) 1000 mg/body d1
悪性リンパ腫 G-CHOP (同日投与・初回用) 21 ガザイバ(Obinutuzumab) 1000 mg/body d1,8,15 ドキソルビシン(DXR) 50 mg/㎡ d1 オンコビン(VCR) 1.4 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d1 プレドニゾロン錠 100 mg/body d1-5
悪性リンパ腫 G-CHOP (同日投与・2回目以降) 21 ガザイバ(Obinutuzumab) 1000 mg/body d1 ドキソルビシン(DXR) 50 mg/㎡ d1 オンコビン(VCR) 1.4 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d1 プレドニゾロン錠 100 mg/body d1-5
悪性リンパ腫 G-Benda療法 (初回投与用) 28 トレアキシン 90 mg/㎡ d1,2 ガザイバ(Obinutuzumab) 1000 mg/body d2,9,16
悪性リンパ腫 G-Benda療法 (2回目以降用) 28 トレアキシン 90 mg/㎡ ガザイバ(Obinutuzumab) 1000 mg/body

悪性リンパ腫 キイトルーダ単独療法(PhaseⅡ) 21 キイトルーダ療法 200 mg/body d1
悪性リンパ腫 オプジーボ 240mg/body 14 オプジーボ(Nivolumab) 240 mg/body d1
悪性リンパ腫 A-CHP療法 21 アドセトリス 1.8 mg/kg d1 ドキソルビシン(DXR) 50 mg/㎡ d1 エンドキサン(CPA) 750 mg/㎡ d1 プレドニゾロン錠 100 mg/body d1-5
悪性リンパ腫 クラドリビン持続静注 28 ロイスタチン 0.09 mg/kg d1-7
悪性リンパ腫 R-MPV 14 リツキシマブ 375 mg/㎡ d1 メソトレキセート(MTX) 500 mg/㎡ d2 メソトレキセート(MTX) 3000 mg/㎡ d2 オンコビン(VCR) 1.4 mg/㎡ d2 プロカルバジン 100 mg/㎡ d1-7（奇数コース）

悪性リンパ腫 MPV-A（AraCのみ） 28 シラタビン 3000 mg/㎡ d1,2
白血病 CAG 14 アクラシノン 14 mg/㎡ d1-4 キロサイド(AraC) 20 mg/㎡ d1-14
白血病 MEC 28 エトポシド(VP-16) 80 mg/㎡ d1-6 シタラビン(AraC) 1000 mg/㎡ d1-6 ノバントロン 6 mg/㎡ d1-d6
白血病 オンコビン単独 7 オンコビン(VCR) 1.3 mg/㎡ d1
白血病 低用量AraC 14 キロサイド(AraC) 20 mg/㎡ d1-14
白血病 ベスポンサ療法(0.8-0.5-0.5) 21-28 ベスポンサ(Inotuzumab ozogamicin) 0.8 mg/㎡ d1 ベスポンサ(Inotuzumab ozogamicin) 0.5 mg/㎡ d8,15
白血病 ベスポンサ療法(0.5-0.5-0.5) 28 ベスポンサ(Inotuzumab ozogamicin) 0.5 mg/㎡ d1,8,15
白血病 FMC 28 フルダラ静注用 25 mg/㎡ d1,2,3 ノバントロン注 8 mg/㎡ d1 エンドキサン 200 mg/㎡ d1,2,3
白血病 マイロターグ 15 マイロターグ 9 mg/㎡ d1,15
白血病 ネララビン 21 アラノンジー 1500 mg/㎡ d1,3,5
白血病 ビーリンサイト(BW45kg以上)寛解導入1サイクル目 42 ビーリンサイト(Blinatumomab) 9 mcg/body d1-7 ビーリンサイト(Blinatumomab) 28 mcg/body d8-28
白血病 Induction therapy(All-202-O 25歳以上60歳未満) 30 エンドキサン(CPA) 1200 mg/㎡ d1 ダウノマイシン(DNR) 60 mg/㎡ d1-3 オンコビン(VCR) 1.3 mg/㎡ d1,8,15,22 ロイナーゼ 3000 U/㎡ d9,11,13,16,18,20 PSL 60 mg/㎡ d1-27
白血病 Induction therapy(All-202-O 60歳以上) 30 エンドキサン(CPA) 800 mg/㎡ d1 ダウノマイシン(DNR) 30 mg/㎡ d1-3 オンコビン(VCR) 1.3 mg/㎡ d1,8,15,22 ロイナーゼ 3000 U/㎡ d9,11,13,16,18,20 PSL 60 mg/㎡ d1-13
白血病 ALL202-O Consolidation therapy C1(C4) 60歳以上 28 シタラビン(AraC) 1000 mg/㎡ d1-3 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3 DEX 33 mg/body d1-3 シタラビン(AraC) 1000 mg/㎡ d1-3 メソトレキセート（髄注） 15 mg/body d1 DEX 3.3 mg/body d1
白血病 ALL202-O Consolidation therapy C1(C4) 60歳未満 28 シタラビン(AraC) 2000 mg/㎡ d1-3 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-3 DEX 33 mg/body d1-3 シタラビン(AraC) 2000 mg/㎡ d1-3 メソトレキセート（髄注） 15 mg/body d1 DEX 3.3 mg/body d1
白血病 ALL202-O Consolidation therapy C2(C5)-A50歳以上 21 オンコビン(VCR) 1.3 mg/㎡ d1,15 メソトレキセート(MTX) 100 mg/㎡ d1,15 メソトレキセート(MTX) 1400 mg/㎡ d1,15 メソトレキセート (IT) 15 mg/body d1,15 DEX 3.3 mg/body d1,15 ロイケリン散 25 mg/㎡ d1-21
白血病 ALL202-O Consolidation therapy C2(C5)-A50歳未満 21 オンコビン(VCR) 1.3 mg/㎡ d1,15 メソトレキセート(MTX) 100 mg/㎡ d1,15 メソトレキセート(MTX) 2900 mg/㎡ d1,15 メソトレキセート (IT) 15 mg/body d1,15 DEX 3.3 mg/body d1,15 ロイケリン散 25 mg/㎡ d1-21
白血病 ALL202-O Consolidation therapy C2(C5)-B 21 オンコビン(VCR) 1.3 mg/㎡ d1,15 メソトレキセート(MTX) 100 mg/㎡ d1,15 メソトレキセート(MTX) 400 mg/㎡ d1,15 メソトレキセート (IT) 15 mg/body d1,15 DEX 3.3 mg/body d1,15 ロイケリン散 25 mg/㎡ d1-21
白血病 ALL202-O Consolidation therapy3 (1/2シート目) 42 ドキソルビシン(DXR) 30 mg/㎡ d1,8,15 オンコビン(VCR) 1.3 mg/㎡ d1,8,15 DEX 10 mg/㎡ d1-8,15-22 エンドキサン(CPA) 1000 mg/㎡ d29 ロイケリン散 60 mg/㎡ d29-42 シタラビン 75 mg/㎡ d29-33,36-40

白血病 ALL202-O Consolidation therapy3 (2/2シート目) 42 メソトレキセート(MTX:IT) 15 mg/body d1.29 キロサイド(AraC:IT) 40 mg/body d1.29 DEX(IT) 3.3 mg/body d1.29
白血病 ALL202-O 維持療法 28 オンコビン(VCR) 1.3 mg/body d1 PSL 60 mg/㎡ d1-5 メソトレキセート(MTX) 20 mg/㎡ d1,8,15,22 ロイケリン(6-MP) 60 mg/㎡ d1-28
白血病 ALL202-U 寛解導入療法 (1/2シート目) 35 PSL 60 mg/㎡ d1-7 メソトレキセート(MTX) 12 mg/body d1,8,(※11,15),22 キロサイド(AraC) 30 mg/body d8,(※11,15),22 ヒドロコルチゾン 25 mg/body d8,(※11,15),22

白血病 ALL202-U 寛解導入療法 (2/2シート目) 35 DEX 10 mg/㎡ d8-14 テラルビシン 25 mg/㎡ d8,9 オンコビン(VCR) 1.5 mg/㎡ d8,15,22,29 エンドキサン(CPA) 25 mg/㎡ d10 ロイナーゼ 6000 U/㎡ d15,17,19,21,23,25,27,29

白血病 Ph+ALL208IMA(Imatinib併用)Induction therapy (1/2枚) 42 エンドキサン(CPA) 1200 mg/㎡ d1 ダウノマイシン(DNR) 60 mg/㎡ d1-3 オンコビン(VCR) 1.3 mg/㎡ d1,8,15,22 プレドニゾロン(PSL) 60 mg/㎡ d1-21※ イマチニブ(Imatinib) 600 mg/body d8-42
白血病 Ph+ALL208IMA(Imatinib併用)Induction therapy (2/2枚) 42 メソトレキセート (MTX：IT) 15 mg/body d29 キロサイド (AraC：IT) 40 mg/body d29 デキサメタゾン(DEX：IT) 4 mg/body d29
白血病 Ph+ALL208IMA(Imatinib併用)地固めC1 (1/2枚) 28 メソトレキセート(MTX) 1000 mg/㎡ d1 シタラビン（AraC:2000mg q12h） 4000 mg/㎡ d2-3 mPSL(50mg q12h) 100 mg/body d1-3 メソトレキセート(MTX:IT) 15 mg/body d1 キロサイド（AraC:IT） 40 mg/body d1 デキサート（DEX:IT） 3.3 mg/body d1
白血病 Ph+ALL208IMA(Imatinib併用)地固めC1 (2/2枚) 28 イマチニブ(Imatinib) 600 mg/body d4-21
白血病 Ph+ALL208IMA(Imatinib併用)地固めC2 (1/2枚) 28 エンドキサン(CPA) 1200 mg/㎡ d1 ダウノマイシン(DNR) 60 mg/㎡ d1 オンコビン(VCR) 1.3 mg/㎡ d1 プレドニゾロン(PSL) 60 mg/㎡ d1-7 イマチニブ(Imatinib) 600 mg/body d2-21
白血病 Ph+ALL208IMA(Imatinib併用)地固めC2 (2/2枚) 28 メソトレキセート(MTX:IT) 15 mg/body d1 キロサイド (AraC:IT) 40 mg/body d1 DEX (IT) 3.3 mg/body d1
白血病 JALSG　Ph＋ALL2081IMA(Imatinib併用維持) 28 オンコビン(VCR) 1.3 mg/㎡ d1 イマチニブ(Imatinib) 600 mg/body d1-28 プレドニゾロン(PSL) 60 mg/㎡ d1-5
白血病 DNR/Ara-C 寛解導入療法 7 ダウノマイシン(DNR) 50 mg/㎡ d1-5 シタラビン(AraC) 100 mg/㎡ d1-7
白血病 IDR/Ara-C 寛解導入療法 7 イダマイシン 12 mg/㎡ d1-3 シタラビン(AraC) 100 mg/㎡ d1-7
白血病 HD-AraC 5 シタラビン (AraC:2000mg/㎡ q12h) 2000 mg/㎡ d1-5
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白血病 地固め第1コース MT/AraC 5 ノバントロン 7 mg/㎡ d1-3 シタラビン(AraC) 200 mg/㎡ d1-5
白血病 地固め第2コース DNR/AraC 5 ダウノマイシン(DNR) 50 mg/㎡ d1-3 シタラビン(AraC) 200 mg/㎡ d1-5
白血病 地固め第2コース後髄注 1 メソトレキセート(MTX:IT) 15 mg/body d1 キロサイド(AraC:IT) 40 mg/body d1 PSL (IT) 10 mg/body d1
白血病 地固め第3コース ACR/AraC 5 アクラシノン 20 mg/㎡ d1-5 シタラビン(AraC) 200 mg/㎡ d1-5
白血病 地固め第4コース A triple V 28 エトポシド(VP-16) 100 mg/㎡ d1-5 シタラビン(AraC) 200 mg/㎡ d1-5 オンコビン(VCR) 0.8 mg/㎡ d8 フィルデシン 2 mg/㎡ d10
白血病 APL205R Induction therapy 7 トリセノックス 0.15 mg/kg d1-7 イダマイシン 12 mg/㎡ d1-2
白血病 APL204 C3(IDR/Ara-C) 6 イダマイシン 12 mg/㎡ d1-3 シタラビン(AraC) 140 mg/㎡ d1-5
骨髄腫 BD(皮下注) 21 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1,4,8,11 デキサメタゾン(DEX) 20 mg/body d1,4,8,11
骨髄腫 CPA大量療法 7 エンドキサン(CPA) 2000 mg/㎡ d1,8
骨髄腫 CyBorD療法 35 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1,8,15,22 デキサメタゾン(DEX) 40 mg/body d1,8,15,22 エンドキサン(CPA) 300 mg/㎡ d1,8,15,22
骨髄腫 ELd(1・2コース目) 28 エムプリシティ(Elotuzumab) 10 mg/kg d1,8,15,22 DEX iv 33 mg/body d1,8,15,22 レブラミド(Lenalidomide) 25 mg/body d1-21
骨髄腫 ELd(3コース目以降) 28 エムプリシティ(Elotuzumab) 10 mg/kg d1,15 DEX iv (po) 33 mg/body d1,(8),15,(22) レブラミド(Lenalidomide) 25 mg/body d1-21
骨髄腫 KRd療法(1コース目のみ) 28 カイプロリス注 20 mg/㎡ d1-2 カイプロリス注 27 mg/㎡ d8-9,15-16 レブラミド(Lenalidomide) 25 mg/body d1-21 デキサメタゾン(DEX) 40 mg/body d1,5,8,12
骨髄腫 KRd療法(2-12コース) 28 カイプロリス注 27 mg/㎡ d1-2,8-9,15-16 レブラミド(Lenalidomide) 25 mg/body d1-21 デキサメタゾン(DEX) 40 mg/body d1,5,8,12
骨髄腫 KRd療法(13-18コース) 28 カイプロリス注 27 mg/㎡ d1-2,15-16 レブラミド(Lenalidomide) 25 mg/body d1-21 デキサメタゾン(DEX) 40 mg/body d1,5,8,12
骨髄腫 L-PAM大量療法 2 アルケラン 100 mg/㎡ d1,2
骨髄腫 PAD療法 28 ドキソルビシン(DXR) 9 mg/㎡ d1-4 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1,4,8,11 デキサメタゾン(DEX) 40 mg/body d1-4,9-12,17-20

骨髄腫 VAD療法 28 オンコビン(VCR) 0.4 mg/body d1-4 ドキソルビシン(DXR) 10 mg/㎡ d1-4 DEX 40 mg/body d1-4
骨髄腫 VMP療法(1-4コース) 42 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1,4,8,11,22,25,29,32 アルケラン 9 mg/㎡ d1-4 プレドニゾロン 60 mg/㎡ d1-4
骨髄腫 VMP療法(5-9コース) 42 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1,8,22,29 アルケラン 9 mg/㎡ d1-4 プレドニゾロン 60 mg/㎡ d1-4
骨髄腫 VRd療法 21 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1,4,8,11 レブラミド(Lenalidomide) 25 mg/body d1-14 デキサメタゾン(DEX) 20 mg/body d1-2,4-,5,8-9,11-12

骨髄腫 DLd(1クール目) 28 ダラザレックス 16 mg/kg d1,8,15,22 レブラミド(Lenalidomide) 25 mg/body d1-21 DEX iv or (po) 20 mg/body d1,(2),8,(9),15,(16),22(23)

骨髄腫 DLd(2クール目) 28 ダラザレックス 16 mg/kg d1,8,15,22 レブラミド(Lenalidomide) 25 mg/body d1-21 DEX iv or (po) 20 mg/body d1,(2),8,(9),15,(16),22(23)

骨髄腫 DLd(3-6クール) 28 ダラザレックス 16 mg/kg d1,15 レブラミド(Lenalidomide) 25 mg/body d1-21 DEX iv or (po) 20 mg/body d1,(2),15,(16) DEX (po) 40 mg/body d8,22 (40mg/週でOK)

骨髄腫 DLd(7クール以降) 28 ダラザレックス 16 mg/kg d1 レブラミド(Lenalidomide) 25 mg/body d1-21 DEX iv or (po) 20 mg/body d1,(2) DEX (po) 40 mg/body d8,15,22 (40mg/週でOK)

骨髄腫 VRD-lite(1-9コース) 35 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1,8,15,22 デキサメタゾン(DEX) 20 mg/body d1,8,15,22 レブラミド(Lenalidomide) 15 mg/body d1-21
骨髄腫 VRd-lite維持(10コース～15コース) 28 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1,15 レブラミド(Lenalidomide) 15 mg/body d1-21
骨髄腫 Epd(1・2コース目) 28 デキサメタゾン(DEX) 33 mg/body d1,8,15,22 エムプリシティ(Elotuzumab) 10 mg/kg d1,8,15,22 ポマリスト(Pomalidomide) 4 mg/body d1-21
骨髄腫 Epd(3コース目以降) 28 デキサメタゾン(DEX) 33 mg/body d1 エムプリシティ(Elotuzumab) 20 mg/kg d1 ポマリスト(Pomalidomide) 4 mg/body d1-21 デキサメタゾン(DEX) 40 mg/body d8,15,22
骨髄腫 Kd療法(1コース目のみ) 28 カイプロリス点滴静注用 20 mg/㎡ d1 カイプロリス点滴静注用 70 mg/㎡ d8,15 デキサメタゾン(DEX) 40 mg/body d1,8,15,22
骨髄腫 Kd療法(2コース目以降) 28 カイプロリス点滴静注用 70 mg/㎡ d1,8,15 デキサメタゾン(DEX) 40 mg/body d1,8,15,22
骨髄腫 PVD療法（1～8コース） 21 ベルケイド(Bortezomib) 1.3 mg/㎡ d1,4,8,11 ポマリドミド 4 mg/body d1-14 デキサメタゾン(DEX) 20 mg/body d1-2,4-,5,8-9,11-12

骨髄腫 DCd(1クール目) 28 ダラザレックス 8 mg/kg d1,2 ダラザレックス 16 mg/kg d8,15,22 カイプロリス点滴静注用 20 mg/㎡ d1,2 カイプロリス点滴静注用 56 mg/㎡ d8,9,15,16 DEX (iv) or po 20 mg/body d(1),2,4,5,(8),9,11,12

骨髄腫 DCd(2クール目) 28 ダラザレックス 16 mg/kg d1,8,15,22 カイプロリス点滴静注用 56 mg/㎡ d1,2,8,9,15,16 DEX (iv) or po 20 mg/body d(1),2,4,5,(8),9,11,12

骨髄腫 DCd(3-6クール目) 28 ダラザレックス 16 mg/kg d1,15 カイプロリス点滴静注用 56 mg/㎡ d1,2,8,9,15,16 DEX (iv) or po 20 mg/body d(1),2,4,5,8,9,11,12

骨髄腫 DCd(7クール目以降) 28 ダラザレックス 16 mg/kg d1 カイプロリス点滴静注用 56 mg/㎡ d1,2,8,9,15,16 DEX 20 mg/body d1
その他 アクテムラ 7 アクテムラ 8 mg/kg d1
その他 アザシチジン(皮下注用) 28 ビダーザ(AZA) 75 mg/㎡ d1-7
その他 ETP療法(HLH-94プロトコール) 7 エトポシド(VP-16) 150 mg/㎡ d1
その他 サイメリン単独 42 サイメリン 90 mg/㎡ d1
その他 髄注B 1 メソトレキセート(MTX) 12 mg/body d1 キロサイド(AraC) 30 mg/body d1 ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa 25 mg/body d1
その他 髄注C 1 メソトレキセート(MTX) 15 mg/body d1 キロサイド(AraC) 40 mg/body d1 PSL 10 mg/body d1
その他 アザシチジン(点滴静注) 28 ビダーザ(AZA) 75 mg/㎡ d1-7
その他 肉腫(悪性軟部腫瘍)AIM療法 21 ドキソルビシン(DXR) 25 mg/㎡ d1-3 イホマイド 2000 mg/㎡ d1-3
その他 肉腫(IFO+ADM)(JCOG0304) 21 ドキソルビシン(DXR) 30 mg/㎡ d1,2 イホマイド 2000 mg/㎡ d1-5
骨・軟部肉腫/皮膚癌 DAVferon療法 28 ダカルバジン 200 mg/body d1-5 オンコビン(VCR) 1 mg/body d1 二ドラン 100 mg/body d1 インターフェロンβ(IFN-β)(フェロン) 300万U mg/body d1
骨・軟部肉腫/皮膚癌 ハラヴェン単独 21 ハラヴェン 1.4 mg/㎡ d1
骨・軟部肉腫/皮膚癌 トラベクテジン単剤療法 21 ヨンデリス 1.2 mg/㎡ d1
骨・軟部肉腫/皮膚癌 ヤーボイ単独療法 21 ヤーボイ(Ipilimumab) 3 mg/㎡ d1
骨・軟部肉腫/皮膚癌 ドキソルビシン単独 21 ドキソルビシン(DXR) 20 mg/㎡ d1-3
骨・軟部肉腫/皮膚癌 イホマイド単独 21 ウロミテキサン 600 mg/㎡ d1-3 イホマイド 3 mg/㎡ d1-3
骨・軟部肉腫/皮膚癌 ダカルバジン単独 28 ダカルバジン 200 mg/body d1-5
骨・軟部肉腫/皮膚癌 オプジーボ(黒色腫)240mg/body 14 オプジーボ(Nivolumab) 240 mg/body d1
脳腫瘍 アバスチン (BV)10mg/kg 14 アバスチン(BV) 10 mg/kg d1
脳腫瘍 テモゾロミド点滴(初発75mg/㎡) 70 テモダール点滴静注 75 mg/㎡ d1-42
脳腫瘍 テモゾロミド点滴(150mg/㎡) 28 テモダール点滴静注 150 mg/㎡ d1-5
脳腫瘍 テモゾロミド点滴(200mg/㎡) 28 テモダール点滴静注 200 mg/㎡ d1-5
頭頸部癌 3wDOC 21 ドセタキセル(DTX) 70 mg/㎡ d1
頭頸部癌 CBDCA/フルオロウラシル(5-FU)/Cet(初回投与用) 21 アービタックス 400 mg/㎡ d1 アービタックス 250 mg/㎡ d8,d15 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1 フルオロウラシル(5-FU) 1000 mg/㎡ d1-4
頭頸部癌 CBDCA/フルオロウラシル(5-FU)/Cet(2回目以降用) 21 アービタックス 250 mg/㎡ d1,8,15 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1 フルオロウラシル(5-FU) 1000 mg/㎡ d1-4
頭頸部癌 CDDP/RT 21 シスプラチン(CDDP) 100 mg/㎡ d1
頭頸部癌 weekly CDDP/RT 49 シスプラチン(CDDP) 40 mg/㎡ d1,8.15.22.29.36.43

頭頸部癌 Cet/PTX(初回投与用) 28 アービタックス 400 mg/㎡ d1 アービタックス 250 mg/㎡ d8,d15,d22 パクリタキセル(PTX) 80 mg/㎡ d1,8,15
頭頸部癌 Cet/PTX(2回目以降用) 28 アービタックス 250 mg/㎡ d1,8,15,d22 パクリタキセル(PTX) ip 80 mg/㎡ d1,8,15
頭頸部癌 Cet/RT(初回投与用 初回照射なし) 7 アービタックス 400 mg/㎡ d1
頭頸部癌 Cet/RT(2回目以降用 照射終了まで) 7 アービタックス 250 mg/㎡ d1
頭頸部癌 wPTX(100mg/㎡) 49 パクリタキセル(PTX) 100 mg/㎡ d1,8,15,d22,d29,d36

頭頸部癌 weeklyDOC 28 ドセタキセル(DTX) 30 mg/㎡ d1,8,15
頭頸部癌 FP 21 シスプラチン(CDDP) 100 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 1000 mg/㎡ d1-4
頭頸部癌 FP/Cet(初回投与用) 21 アービタックス 400 mg/㎡ d1 アービタックス 250 mg/㎡ d8,d15 シスプラチン(CDDP) 100 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 1000 mg/㎡ d1-4
頭頸部癌 FP/Cet(2回目以降用) 21 アービタックス 250 mg/㎡ d1,8,15 シスプラチン(CDDP) 100 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 1000 mg/㎡ d1-4
頭頸部癌 RT併用SN療法用NDP 28 アクプラ 90 mg/㎡ d1 S-1 80 mg/㎡ d1-14     
頭頸部癌 NDP単独 28 アクプラ 100 mg/㎡ d1
頭頚部癌 オプジーボ 240mg/body 14 オプジーボ(Nivolumab) 240 mg/body d1
頭頚部癌 オプジーボ 480mg/body 28 オプジーボ(Nivolumab) 480 mg/body d1
頭頚部癌 PCE(初回) 21 アービタックス(初回) 400 mg/㎡ d1 アービタックス 250 mg/㎡ d8,15 パクリタキセル(PTX) 100 mg/㎡ d1,8 カルボプラチン(CBDCA) 2.5 AUC d1,8
頭頚部癌 PCE(2-6クール用)(MAX6クールまで) 21 アービタックス 250 mg/㎡ d1,8,15 パクリタキセル(PTX) 100 mg/㎡ d1,8 カルボプラチン(CBDCA) 2.5 AUC d1,8



癌種 プロトコール名(療法名) 期間 薬品1 投与日1 薬品2 投与日2 薬品3 投与日3 薬品4 投与日4 薬品5 投与日5 薬品6 投与日6投与量6投与量1 投与量2 投与量3 投与量4 投与量5

頭頚部癌 PCE後Cet維持療法(PDまで)weekly 7 アービタックス 250 mg/㎡ d1
頭頚部癌 キイトルーダ単独 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1
頭頚部癌 キイトルーダ単独 42 キイトルーダ(Pembrolizumab) 400 mg/body d1
頭頸部癌 Pemblo/FU/CBDCA 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1 カルボプラチン(CBDCA) 5 AUC d1 フルオロウラシル(5-FU) 1000 mg/㎡ d1-4
頭頸部癌 Pemblo/FU/CDDP 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1 シスプラチン(CDDP) 100 mg/㎡ d1 フルオロウラシル(5-FU) 1000 mg/㎡ d1-4
その他 キイトルーダ単独（MSI-Highを有する固形癌） 21 キイトルーダ(Pembrolizumab) 200 mg/body d1


