
呼吸器内科・外科
非小細胞肺癌 【非小細胞肺癌】★★★非小細胞肺癌(RTあり)★★★

【非小細胞肺癌】CBDCA分+PTX分+RT カルボプラチン パクリタキセル 放射線
【非小細胞肺癌】CDDP+DOC[Alc無]+RT シスプラチン ドセタキセル 放射線
【非小細胞肺癌】CDDP+VNB+RT シスプラチン ロゼウス 放射線

【非小細胞肺癌】★★★非小細胞肺癌(RTなし)CBDCAﾍﾞｰｽ★★★
【非小細胞肺癌】CBDCA+wPTX カルボプラチン パクリタキセル
【非小細胞肺癌】CBDCA+PTX[地固め用] カルボプラチン パクリタキセル
【非小細胞肺癌】CBDCA+PTX カルボプラチン パクリタキセル
【非小細胞肺癌】CBDCA+PTX+BV カルボプラチン パクリタキセル アバスチン
【非小細胞肺癌】CBDCA+PTX+BV+テセントリク カルボプラチン パクリタキセル アバスチン テセントリク
【非小細胞肺癌】CBDCA+PTX+キイトルーダ カルボプラチン パクリタキセル キイトルーダ
【非小細胞肺癌】CBDCA+wアブラキサン カルボプラチン アブラキサン
【非小細胞肺癌】CBDCA+wアブラキサン+キイトルーダ カルボプラチン アブラキサン キイトルーダ
【非小細胞肺癌】CBDCA+PEM カルボプラチン アリムタ
【非小細胞肺癌】CBDCA+PEM+BV カルボプラチン アリムタ アバスチン
【非小細胞肺癌】CBDCA+PEM+キイトルーダ カルボプラチン アリムタ キイトルーダ
【非小細胞肺癌】CBDCA+GEM カルボプラチン ゲムシタビン
【非小細胞肺癌】CBDCA+S-1 カルボプラチン エスワン

【非小細胞肺癌】★★★非小細胞肺癌(RTなし)CDDPﾍﾞｰｽ★★★
【非小細胞肺癌】CDDP+DOC[Alc無] シスプラチン ドセタキセル
【非小細胞肺癌】CDDP+PEM シスプラチン アリムタ
【非小細胞肺癌】CDDP+PEM+BV シスプラチン アリムタ アバスチン
【非小細胞肺癌】CDDP+PEM+キイトルーダ シスプラチン アリムタ キイトルーダ
【非小細胞肺癌】CDDP+GEM シスプラチン ゲムシタビン
【非小細胞肺癌】CDDP+GEM+BV シスプラチン ゲムシタビン アバスチン
【非小細胞肺癌】CDDP+VNB シスプラチン ロゼウス
【非小細胞肺癌】CDDP[d1]+S-1 シスプラチン エスワン
【非小細胞肺癌】CDDP[d8]+S-1 シスプラチン エスワン

【非小細胞肺癌】★★★非小細胞肺癌(RTなし)ﾌﾟﾗﾁﾅ以外★★★
【非小細胞肺癌】DOC[Alc無] ドセタキセル
【非小細胞肺癌】DOC[Alc無]+RAM ドセタキセル サイラムザ
【非小細胞肺癌】PEM アリムタ
【非小細胞肺癌】PEM+BV[7.5] アリムタ アバスチン
【非小細胞肺癌】PEM+BV[15] アリムタ アバスチン
【非小細胞肺癌】GEM ゲムシタビン
【非小細胞肺癌】VNB ロゼウス
【非小細胞肺癌】AMR カルセド
【非小細胞肺癌】BV[7.5](3w毎)ﾒﾝﾃ用 アバスチン
【非小細胞肺癌】BV[15](3w毎)ﾒﾝﾃ用 アバスチン

【非小細胞肺癌】★★★非小細胞肺癌(RTなし)ICIあり★★★
【非小細胞肺癌】オプジーボ[240mg] オプジーボ
【非小細胞肺癌】キイトルーダ(Pembrolizumab) キイトルーダ
【非小細胞肺癌】テセントリク(Atezolizumab) テセントリク
【非小細胞肺癌】イミフィンジ(Durvalumab) イミフィンジ
【非小細胞肺癌】PEM+キイトルーダ アリムタ キイトルーダ
【非小細胞肺癌】BV+テセントリク アバスチン テセントリク

小細胞肺癌 【小細胞肺癌】★★★小細胞肺癌(RTあり)★★★
【小細胞肺癌】PE(CDDP+ETP)+RT シスプラチン エトポシド

【小細胞肺癌】★★★小細胞肺癌(RTなし)★★★
【小細胞肺癌】PE(CDDP+ETP) シスプラチン エトポシド
【小細胞肺癌】SPE(CDDP分+ETP) シスプラチン エトポシド
【小細胞肺癌】CDDP+CPT-11 シスプラチン イリノテカン
【小細胞肺癌】CBDCA+ETP カルボプラチン エトポシド
【小細胞肺癌】CBDCA+ETP+テセントリク カルボプラチン エトポシド テセントリク
【小細胞肺癌】CBDCA+CPT-11 カルボプラチン イリノテカン
【小細胞肺癌】CPT-11 イリノテカン
【小細胞肺癌】AMR カルセド
【小細胞肺癌】NGT(Nogitecan) ハイカムチン

悪性胸膜中皮腫 【悪性胸膜中皮腫】★★★悪性胸膜中皮腫★★★
【悪性胸膜中皮腫】CDDP+PEM シスプラチン アリムタ
【悪性胸膜中皮腫】CDDP+GEM シスプラチン ゲムシタビン
【悪性胸膜中皮腫】CBDCA+PEM カルボプラチン アリムタ
【悪性胸膜中皮腫】PEM アリムタ
【悪性胸膜中皮腫】VNB ロゼウス

抗がん剤名称



外科（乳腺）
【乳癌】★★★乳癌(ｱﾝｽﾗﾍﾞｰｽﾚｼﾞﾒﾝ)★★★
【乳癌】AC(ADM+CPA) ドキソルビシン エンドキサン
【乳癌】CAF(CPApo+ADM+5FU) エンドキサン ドキソルビシン フルオロウラシル
【乳癌】EC(EPI+CPA)[3週毎] エピルビシン エンドキサン
【乳癌】FEC100[3週毎] フルオロウラシル エピルビシン エンドキサン
【乳癌】CEF(CPApo+EPI+5FU) エンドキサン エピルビシン フルオロウラシル

【乳癌】★★★乳癌(DOCﾍﾞｰｽﾚｼﾞﾒﾝ)★★★
【乳癌】3wDOC[Alc無] ドセタキセル
【乳癌】3wDOC[Alc無]+3wHER[初回] ドセタキセル ハーセプチン
【乳癌】3wDOC[Alc無]+3wHER[維持用] ドセタキセル ハーセプチン
【乳癌】3wDOC[Alc無]+3wHER+PER[初回] ドセタキセル ハーセプチン パージェタ
【乳癌】3wDOC[Alc無]+3wHER+PER[維持用] ドセタキセル ハーセプチン パージェタ

【乳癌】★★★乳癌(PTXﾍﾞｰｽﾚｼﾞﾒﾝ)★★★
【乳癌】wPTX(3投1休) パクリタキセル
【乳癌】wPTX(3投1休)+wHER[初回] パクリタキセル ハーセプチン
【乳癌】wPTX(3投1休)+wHER[維持用] パクリタキセル ハーセプチン
【乳癌】wPTX(12連投) パクリタキセル
【乳癌】wPTX(12連投)+wHER[初回] パクリタキセル ハーセプチン
【乳癌】wPTX(12連投)+wHER[維持用] パクリタキセル ハーセプチン
【乳癌】wPTX+3wHER+PER[初回] パクリタキセル ハーセプチン パージェタ
【乳癌】wPTX+3wHER+PER[維持用] パクリタキセル ハーセプチン パージェタ
【乳癌】wPTX(3投1休)+BV パクリタキセル アバスチン
【乳癌】3wアブラキサン アブラキサン
【乳癌】3wアブラキサン+3wHER[初回] アブラキサン ハーセプチン
【乳癌】3wアブラキサン+3wHER[維持用] アブラキサン ハーセプチン

【乳癌】★★★乳癌(抗HER2単剤ﾚｼﾞﾒﾝ)★★★
【乳癌】wHER[初回] ハーセプチン
【乳癌】wHER[維持用] ハーセプチン
【乳癌】3wHER[初回] ハーセプチン
【乳癌】3wHER[維持用] ハーセプチン
【乳癌】3wHER+PER[初回] ハーセプチン パージェタ
【乳癌】3wHER+PER[維持用] ハーセプチン パージェタ
【乳癌】T-DM1(カドサイラ) カドサイラ

【乳癌】★★★乳癌その他★★★
【乳癌】VNB ロゼウス
【乳癌】VNB+3wHER[初回] ロゼウス ハーセプチン
【乳癌】VNB+3wHER[維持用] ロゼウス ハーセプチン
【乳癌】VNB+3wHER+PER[初回] ロゼウス ハーセプチン パージェタ
【乳癌】VNB+3wHER+PER[維持用] ロゼウス ハーセプチン パージェタ
【乳癌】Eribulin(HALAVEN) ハラヴェン
【乳癌】Eribulin+3wHER[初回] ハラヴェン ハーセプチン
【乳癌】Eribulin+3wHER[維持用] ハラヴェン ハーセプチン
【乳癌】Eribulin+3wHER+PER[初回] ハラヴェン ハーセプチン パージェタ
【乳癌】Eribulin+3wHER+PER[維持用] ハラヴェン ハーセプチン パージェタ
【乳癌】GEM ゲムシタビン
【乳癌】GEM+3wHER[初回] ゲムシタビン ハーセプチン
【乳癌】GEM+3wHER[維持用] ゲムシタビン ハーセプチン
【乳癌】CMF(CPApo+MTX+5FU) エンドキサン メソトレキセート フルオロウラシル



消化器外科
胆道癌 【胆道癌】★★★胆道癌★★★

【胆道癌】GEM ゲムシタビン
【胆道癌】GEM+CDDP ゲムシタビン シスプラチン
【胆道癌】GEM+S-1 ゲムシタビン エスワン

大腸癌 【大腸癌】★★★大腸癌mFOLFOX6-like Regimen★★★
【大腸癌】mFOLFOX6 エルプラット レボホリナート フルオロウラシル
【大腸癌】mFOLFOX6+BV エルプラット レボホリナート フルオロウラシル アバスチン
【大腸癌】mFOLFOX6+Pani エルプラット レボホリナート フルオロウラシル ベクティビックス
【大腸癌】mFOLFOX6+Cetu[初回] エルプラット レボホリナート フルオロウラシル アービタックス
【大腸癌】mFOLFOX6+Cetu[維持用] エルプラット レボホリナート フルオロウラシル アービタックス
【大腸癌】XELOX エルプラット カペシタビン
【大腸癌】XELOX+BV エルプラット カペシタビン アバスチン
【大腸癌】XELOX+Pani エルプラット カペシタビン ベクティビックス
【大腸癌】SOX エルプラット エスワン
【大腸癌】SOX+BV エルプラット エスワン アバスチン

【大腸癌】★★★大腸癌FOLFIRI-like Regimen★★★
【大腸癌】FOLFIRI イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル
【大腸癌】FOLFIRI+BV イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル アバスチン
【大腸癌】FOLFIRI+RAM イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル サイラムザ
【大腸癌】FOLFIRI+AFL イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル ザルトラップ
【大腸癌】FOLFIRI+Pani イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル ベクティビックス
【大腸癌】FOLFIRI+Cetu[初回] イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル アービタックス
【大腸癌】FOLFIRI+Cetu[維持用] イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル アービタックス
【大腸癌】IRIS(IRI+S-1) イリノテカン エスワン
【大腸癌】IRIS(IRI+S-1)+BV イリノテカン エスワン アバスチン
【大腸癌】IRIS(IRI+S-1)+Pani イリノテカン エスワン ベクティビックス
【大腸癌】SIR(S-1+IRI) イリノテカン エスワン
【大腸癌】SIRB(S-1+IRI+BV) イリノテカン エスワン アバスチン
【大腸癌】mXELIRI イリノテカン カペシタビン
【大腸癌】mXELIRI+BV イリノテカン カペシタビン アバスチン

大腸癌 【大腸癌】★★★大腸癌【ﾌｫﾙﾌｫｷｼﾘ】like Regimen★★★
【大腸癌】mFOLFOXIRI イリノテカン エルプラット レボホリナート フルオロウラシル
【大腸癌】mFOLFOXIRI[ﾒﾝﾃ用] イリノテカン エルプラット レボホリナート フルオロウラシル
【大腸癌】mFOLFOXIRI+BV イリノテカン エルプラット レボホリナート フルオロウラシル アバスチン
【大腸癌】mFOLFOXIRI+BV[ﾒﾝﾃ用] イリノテカン エルプラット レボホリナート フルオロウラシル アバスチン

【大腸癌】★★★大腸癌その他(ｱﾊﾞｽﾁﾝあり)★★★
【大腸癌】ゼローダ[C法]+BV カペシタビン アバスチン
【大腸癌】ロンサーフ(TAS102)+BV ロンサーフ アバスチン

【大腸癌】★★★大腸癌その他(抗EGFR薬あり)★★★
【大腸癌】Pani単剤 ベクティビックス
【大腸癌】Cetu単剤[初回] アービタックス
【大腸癌】Cetu単剤[維持用] アービタックス
【大腸癌】Bi-weeklyCPT-11+Pani イリノテカン ベクティビックス
【大腸癌】Bi-weeklyCPT-11+Cetu[初回] イリノテカン アービタックス
【大腸癌】Bi-weeklyCPT-11+Cetu[維持用] イリノテカン アービタックス

【大腸癌】★★★大腸癌その他★★★
【大腸癌】5FU+Levofolinate フルオロウラシル レボホリナート
【大腸癌】Bi-weeklyCPT-11 イリノテカン

食道癌 10EC010E【食道癌】★★★食道癌★★★
10EC020E【食道癌】FP(5FU+CDDP)高用量+RT フルオロウラシル シスプラチン 放射線
10EC023E【食道癌】FP(5FU+CDDP)高用量 フルオロウラシル シスプラチン
10EC040E【食道癌】FP(5FU+CDDP)中等量+RT フルオロウラシル シスプラチン 放射線
10EC043E【食道癌】FP(5FU+CDDP)中等量 フルオロウラシル シスプラチン
10EC060E【食道癌】FP(5FU+CDDP)低用量+RT フルオロウラシル シスプラチン 放射線
10EC200F【食道癌】DCF(DOC[Alc無]+CDDP+5FU) ドセタキセル フルオロウラシル シスプラチン
10EC300E【食道癌】5FU+CDGP フルオロウラシル アクプラ
10EC400F【食道癌】DOC[Alc無] ドセタキセル
10EC500E【食道癌】wPTX[7週毎] パクリタキセル



胃癌 【胃癌】★★★胃癌(ﾌﾟﾗﾁﾅﾍﾞｰｽ)★★★
【胃癌】SP5(S-1+CDDP) エスワン シスプラチン
【胃癌】SP3(S-1+CDDP)+HER[初回] エスワン シスプラチン ハーセプチン
【胃癌】SP3(S-1+CDDP)+HER[維持用] エスワン シスプラチン ハーセプチン
【胃癌】XP シスプラチン カペシタビン
【胃癌】XP+HER[初回] シスプラチン カペシタビン ハーセプチン
【胃癌】XP+HER[維持用] シスプラチン カペシタビン ハーセプチン
【胃癌】G-SOX エルプラット エスワン
【胃癌】G-SOX+HER[初回] エルプラット エスワン ハーセプチン
【胃癌】G-SOX+HER[維持用] エルプラット エスワン ハーセプチン
【胃癌】XELOX エルプラット カペシタビン
【胃癌】mFOLFOX6 エルプラット レボホリナート フルオロウラシル

★★★胃癌(抗HER2療法単独用)★★★
【胃癌】3wHER[初回] ハーセプチン
【胃癌】3wHER[維持用] ハーセプチン

【胃癌】★★★胃癌(PTXﾍﾞｰｽ)★★★
【胃癌】wPTX パクリタキセル
【胃癌】wPTX+RAM パクリタキセル サイラムザ
【胃癌】3wアブラキサン アブラキサン

【胃癌】★★★胃癌(DOCﾍﾞｰｽ)★★★
【胃癌】3wDOC[Alc無] ドセタキセル
【胃癌】DOC[Alc無]+S-1 ドセタキセル エスワン

【胃癌】★★★胃癌(IRIﾍﾞｰｽ)★★★
【胃癌】CPT-11[A法] イリノテカン

【胃癌】★★★胃癌その他★★★
【胃癌】RAM サイラムザ
【胃癌】オプジーボ[240mg] オプジーボ

神経内分泌癌 【神経内分泌癌】★★★神経内分泌癌★★★
【神経内分泌癌】CDDP+ETP(VP-16) シスプラチン エトポシド
【神経内分泌癌】CDDP+CPT-11 シスプラチン イリノテカン

膵癌 【膵癌】★★★膵癌★★★
【膵癌】GEM ゲムシタビン
【膵癌】GEM+RT ゲムシタビン 放射線
【膵癌】GS(GEM+S-1) ゲムシタビン エスワン
【膵癌】GEM+アブラキサン ゲムシタビン アブラキサン
【膵癌】FOLFIRINOX エルプラット イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル
【膵癌】mFOLFIRINOX エルプラット イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル

小腸癌 【小腸癌】★★★小腸癌★★★
【小腸癌】mFOLFOX6 エルプラット レボホリナート フルオロウラシル



泌尿器科
膀胱癌 【膀胱癌】★★★膀胱癌★★★

【膀胱癌】GC(GEM+CDDP)[3週毎] ゲムシタビン シスプラチン
【膀胱癌】GC(GEM+CDDP)[4週毎] ゲムシタビン シスプラチン
【膀胱癌】GCa(GEM+CBDCA) ゲムシタビン カルボプラチン
【膀胱癌】M-VAC メソトレキセート エクザール ドキソルビシン シスプラチン
【膀胱癌】GP(GEM+PTX) ゲムシタビン パクリタキセル
【膀胱癌】キイトルーダ(Pembrolizumab) キイトルーダ

膀胱癌(小細胞癌) 【膀胱癌(小細胞癌)】★★★尿管癌(小細胞癌)★★★
【膀胱癌(小細胞癌)】PE(CDDP+ETP) シスプラチン エトポシド

腎細胞癌 【腎細胞癌】★★★腎細胞癌★★★
【腎細胞癌】トーリセル トーリセル
【腎細胞癌】オプジーボ[240mg] オプジーボ
【腎細胞癌】オプジーボ[240mg]+ヤーボイ オプジーボ ヤーボイ
【腎細胞癌】キイトルーダ+インライタ キイトルーダ インライタ

【腎細胞癌】★★★腎細胞癌(内服のみ)★★★
【腎細胞癌】Votrient(Pazopanib) ヴォトリエント

前立腺癌(小細胞癌) 【前立腺癌(小細胞癌)】★★★前立腺癌(小細胞癌)★★★
【前立腺癌(小細胞癌)】PE(CDDP+ETP) シスプラチン エトポシド

前立腺癌 【前立腺癌】★★★前立腺癌★★★
【前立腺癌】DOC[Alc無] ドセタキセル
【前立腺癌】CBZ(ジェブタナ) ジェブタナ

精巣腫瘍 【精巣腫瘍】★★★精巣腫瘍★★★
【精巣腫瘍】BEP(BLM+ETP+CDDP) ブレオ エトポシド シスプラチン
【精巣腫瘍】VeIP(VLB+IFM+CDDP) エクザール イホマイド シスプラチン
【精巣腫瘍】VIP(VP-16+IFM+CDDP) エトポシド イホマイド シスプラチン
【精巣腫瘍】PE(ETP+CDDP) エトポシド シスプラチン

産婦人科
子宮頸癌 【子宮頸癌】★★★子宮頸癌★★★

【子宮頸癌】CCRT(CDDP+RT) シスプラチン
【子宮頸癌】monthlyTC(3wPTX+3wCBDCA) パクリタキセル カルボプラチン
【子宮頸癌】monthlyTC(3wPTX+3wCBDCA)+BV パクリタキセル カルボプラチン アバスチン
【子宮頸癌】TP(PTX+CDDP) パクリタキセル シスプラチン
【子宮頸癌】TP(PTX+CDDP)+BV パクリタキセル シスプラチン アバスチン
【子宮頸癌】CDGP アクプラ
【子宮頸癌】キイトルーダ(Pembrolizumab) キイトルーダ

卵巣胚細胞腫瘍 【卵巣胚細胞腫瘍】★★★卵巣胚細胞腫瘍★★★
【卵巣胚細胞腫瘍】BEP(BLM+ETP+CDDP) ブレオ エトポシド シスプラチン

卵巣癌 【卵巣癌】★★★卵巣癌(ﾌﾟﾗﾁﾅﾍﾞｰｽ)★★★
【卵巣癌】CBDCA[点滴] カルボプラチン
【卵巣癌】monthlyTC(3wPTX+3wCBDCA) パクリタキセル カルボプラチン
【卵巣癌】monthlyTC(3wPTX+3wCBDCA)+BV パクリタキセル カルボプラチン アバスチン
【卵巣癌】dose-denseTC(wPTX+3wCBDCA) パクリタキセル カルボプラチン
【卵巣癌】weeklyTC(wPTX+wCBDCA) パクリタキセル カルボプラチン
【卵巣癌】DC(DOC[Alc有]+CBDCA) ドセタキセル カルボプラチン
【卵巣癌】DC(DOC[Alc無]+CBDCA) ドセタキセル カルボプラチン
【卵巣癌】GC(GEM+CBDCA) ゲムシタビン カルボプラチン
【卵巣癌】CDDP シスプラチン
【卵巣癌】CPT-11+CDDP イリノテカン シスプラチン

【卵巣癌】★★★卵巣癌(その他)★★★
【卵巣癌】NGT(Nogitecan) ハイカムチン
【卵巣癌】NGT(Nogitecan)+BV ハイカムチン アバスチン
【卵巣癌】PLD(Doxil) ドキシル
【卵巣癌】CPT-11 イリノテカン
【卵巣癌】DOC[Alc無] ドセタキセル
【卵巣癌】BV[15](3w毎)ﾒﾝﾃ用 アバスチン
【卵巣癌】キイトルーダ(Pembrolizumab) キイトルーダ

【卵巣癌】★★★卵巣癌(内服のみ)★★★
【卵巣癌】Lynparza(Olaparib) リムパーザ

子宮体癌 【子宮体癌】★★★子宮体癌★★★
【子宮体癌】monthlyTC(3wPTX+3wCBDCA) パクリタキセル カルボプラチン
【子宮体癌】weeklyTC(wPTX+4wCBDCA) パクリタキセル カルボプラチン
【子宮体癌】DC(DOC[Alc有]+CBDCA) ドセタキセル カルボプラチン
【子宮体癌】DC(DOC[Alc無]+CBDCA) ドセタキセル カルボプラチン
【子宮体癌】DP(DOC[Alc有]+CDDP) ドセタキセル シスプラチン
【子宮体癌】DP(DOC[Alc無]+CDDP) ドセタキセル シスプラチン
【子宮体癌】AP(ADM+CDDP) ドキソルビシン シスプラチン
【子宮体癌】キイトルーダ(Pembrolizumab) キイトルーダ


