
当院で実施しているがん化学療法レジメン一覧

がん種 レジメン名 がん種 レジメン名
頭頚部がん 悪性神経膠腫 TMZ療法 大腸がん ｍFOLFOX6療法 

非小細胞肺がん CDDP+PEM療法 大腸がん ｍFOLFOX6+Bmab療法 
非小細胞肺がん CDDP+PEM+Bmab療法 大腸がん ｍFOLFOX6+Cmab療法
非小細胞肺がん (CDDP+)PEM+Bmab維持療法 大腸がん ｍFOLFOX6+Pmab療法 
非小細胞肺がん CDDP+DTX療法 大腸がん XELOX療法 
非小細胞肺がん CDDP+GEM療法 大腸がん XELOX+Bmab療法 
非小細胞肺がん CDDP+VNR療法 大腸がん SOX療法 
非小細胞肺がん SP療法 大腸がん SOX+Bmab療法 
非小細胞肺がん CBDCA+PTX療法 大腸がん FOLFIRI療法
非小細胞肺がん CBDCA+PTX分割療法 大腸がん FOLFIRI+Bmab療法 
非小細胞肺がん CBDCA+PTX+RT療法 大腸がん FOLFIRI+RAM療法
非小細胞肺がん CBDCA+PTX+Bmab療法 大腸がん FOLFIRI+Cmab療法
非小細胞肺がん (CBDCA+PTX+)Bmab維持療法 大腸がん FOLFIRI+Pmab療法
非小細胞肺がん CBDCA+GEM療法 大腸がん FOLFOXIRI療法
非小細胞肺がん CBDCA+GEM+Bmab療法 大腸がん FOLFOXIRI+Bmab療法
非小細胞肺がん CBDCA+S１療法 大腸がん IRIS療法
非小細胞肺がん CBDCA+nabPTX療法 大腸がん SIR療法
非小細胞肺がん CBDCA+PEM療法 大腸がん SIRB療法 
非小細胞肺がん CBDCA+PEM+Bmab療法 大腸がん CPT11単独療法
非小細胞肺がん （CBDCA+PEM+）Bmab単独療法 大腸がん CPT11+Bmab療法 
非小細胞肺がん （CBDCA+）PEM+Bmab維持療法 大腸がん CPT11+Cmab療法
非小細胞肺がん DTX療法 大腸がん CPT11+Pmab療法
非小細胞肺がん DTX+RAM療法 大腸がん sLV5FU2療法
非小細胞肺がん （DTX+）RAM療法 大腸がん sLV5FU2+Bmab療法 
非小細胞肺がん GEM+VNR療法 大腸がん sLV5FU2+Cmab療法
非小細胞肺がん GEM+CPT11療法 大腸がん sLV5FU2+Pmab療法
非小細胞肺がん GEM+DTX療法 大腸がん sLV5FU2+RAM療法
非小細胞肺がん VNR単独療法 大腸がん Cape+Bmab療法 
非小細胞肺がん CPT11単独療法 大腸がん Cmab単独療法
非小細胞肺がん PEM療法 大腸がん Pmab単独療法
非小細胞肺がん AMR療法 肛門がん FP療法
非小細胞肺がん Ｎｉｖｏｌｕｍａｂ単剤療法 肛門がん 5FU+MMC+RT療法
小細胞肺がん CDDP+CPT11療法 膵がん FOLFIRINOX療法 
小細胞肺がん CDDP+VP16療法 膵がん ｎabPTX+GEM療法
小細胞肺がん CBDCA+VP16療法 膵がん GEM単剤療法
小細胞肺がん AMR療法 膵がん Elrotinib+GEM療法
小細胞肺がん NGT単独療法 膵がん GS療法 (GEM+S1)
小細胞肺がん CPT11単独療法 膵・消化管神経内分泌腫瘍 Streptozocin療法
悪性中皮腫 CDDP＋PEM療法 胆道がん GEM+CDDP療法 
悪性中皮腫 CBDCA+PEM療法 胆道がん GEM単剤療法
悪性中皮腫 CBDCA＋GEM療法 胆道がん GS療法 (GEM+S1)
悪性中皮腫 PEM単独療法 腎細胞がん 腎細胞がん IL-2+IFNα ＋tegafur uracil療法
乳がん AC療法 尿路上皮がん M-VAC療法 
乳がん EC療法 尿路上皮がん GEM+CDDP療法 
乳がん FEC100療法 尿路上皮がん CBDCA+GEM療法 
乳がん TC療法 （DTX+CPA） 尿路上皮がん　Peｍｂrolizumab療法
乳がん DTX単剤療法 前立腺がん DTX単剤療法
乳がん wPTX単剤療法 前立腺がん DTX+ゾレドロン酸併用療法
乳がん nabPTX単剤療法 精巣がん 精巣がん BEP療法 
乳がん VNR単剤療法 子宮体がん 子宮体がん TC療法 
乳がん Eribulin単剤療法 卵巣がん CBDCA+DTX療法 
乳がん GEM単剤療法 卵巣がん CPT 11単剤療法
乳がん CPT11単剤療法 卵巣がん GEM療法
乳がん Tmab単剤療法 卵巣がん DTX単剤療法
乳がん Tmab+PTX療法 卵巣がん リポ化DXR単剤療法
乳がん Tmab+DTX療法 絨毛がん 絨毛がん MTX療法
乳がん TCH療法 DTX+CPA+Tmab併用 骨軟部腫瘍 DXR単剤療法
乳がん Tmab+VNR療法 骨軟部腫瘍 IFM単剤療法
乳がん Pertuzumab+Tmab+DTX療法 骨軟部腫瘍 DXR+IFM療法
乳がん Pertuzumab+Tmab療法 骨軟部腫瘍 PTX療法
乳がん T-DM1療法 骨軟部腫瘍 Eribulin単剤療法
乳がん Bmab+PTX療法 悪性リンパ腫 ABVD療法 
食道がん FP療法 悪性リンパ腫 CHOP療法
食道がん FP+RT療法 悪性リンパ腫 R-CHOP療法
食道がん Nedaplatin+5FU療法 悪性リンパ腫 R-CEPP療法
食道がん DTX単剤療法 悪性リンパ腫 ESHAP療法 
食道がん PTX単剤療法(6投1休) 悪性リンパ腫 Rmab療法
胃がん SP療法 悪性リンパ腫 Rmab維持療法 8週毎
胃がん SP+Tmab療法 悪性リンパ腫 Bendamustine単独療法
胃がん XP療法 悪性リンパ腫 Rmab+Bendamustine療法 
胃がん XP+Tmab療法 悪性リンパ腫 中枢神経浸潤予防療法
胃がん SOX療法 (L-OHP100mg㎡） 悪性リンパ腫 AMP療法
胃がん XELOX療法（L-OHP130mg㎡） 悪性リンパ腫 CPT11単独療法 
胃がん wPTX療法 多発性骨髄腫　VAD療法
胃がん wPTX+RAM療法 多発性骨髄腫 Bortezomib療法
胃がん wPTX+Tmab療法 骨髄異形成症候群 Azacitidine単独療法
胃がん DTX療法 
胃がん DTX+S1療法
胃がん nabPTX療法
胃がん nabPTX＋RAM療法
胃がん CPT11療法
胃がん CPT11+CDDP 隔週療法
胃がん FP療法 
胃がん RAM単剤療法
胃がん　FOLFOX6療法
胃がん　Ｎｉｖｏｌｕｍａｂ療法
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