
当院で実施される化学療法のレジメン一覧

病名 レジメン番号 レジメン名称【1コース期間】 使用薬剤 投与量 投与方法 投与時間 投与スケジュール 前投薬

ビンクリスチン【VCR】 1.4mg/㎡ 点滴静注 15分 d1

ドキソルビシン【DXR】 50mg/㎡ 点滴静注 30分 d1

シクロホスファミド【CPA】 750mg/㎡ 点滴静注 1～2時間 d1

プレドニゾロン【PSL】 100mg/body 経口 - d1-5

ビンクリスチン【VCR】 1.4mg/㎡ 点滴静注 15分 d1

ピラルビシン【THP】 50mg/㎡ 点滴静注 30分 d1

シクロホスファミド【CPA】 750mg/㎡ 点滴静注 1～2時間 d1

プレドニゾロン【PSL】 100mg/body 経口 - d1-5

ビンクリスチン【VCR】 1.4mg/㎡ 点滴静注 15分 d1

プレドニゾロン【PSL】 100mg/body 経口 - d1-5

ビンブラスチン【VLB】 6mg/㎡ 点滴静注 15分 d1,15

ドキソルビシン【DXR】 25mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,15

ブレオマイシン【BLM】 9mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,15

ダカルバジン【DTIC】 375mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,15

ビンデシン【VDS】 3mg/㎡ 点滴静注 15分 d1

プレドニゾロン【PSL】 100mg/㎡ 経口 - d1-5

デキサメサゾン【DEX】 5-20mg/body 経口 - d1,2,4,5,8,9,11,12

ボルテゾミブ【BOR】 1.3mg/㎡ 皮下注 - d1,4,8,11

ビンクリスチン【VCR】 1.0mg/m2 点滴静注 15分 d1

ドキソルビシン【ADM】 40mg/m2 点滴静注 30分 d1

シクロホスファミド【CPM】 350mg/m2 点滴静注 1.5時間 d1

プレドニゾロン【PSL】 40mg/m2 経口 - d1

ドキソルビシン【ADM】 30mg/m2 点滴静注 30分 d8

ラニムスチン【MCNU】 60mg/m2 点滴静注 1.5時間 d8

プレドニゾロン【PSL】 40mg/m2 経口 - d8

ビンデシン【VDS】 2.4mg/m2 点滴静注 15分 d15

エトポシド【ETO】 100mg/m2 点滴静注 1.5時間 d15-17

カルボプラチン【CBDCA】 250mg/m2 点滴静注 1.5時間 d15

プレドニゾロン【PSL】 40mg/m2 経口 - d15-17

リツキシマブ【Rit】 250mg/㎡ 点滴静注 d1,8

ゼヴァリンイットリウム 11.1or 14.8MBq/kg 点滴静注 10分 d8

造血器腫瘍 01-48-002 トレアキシン(90) 【28日】 ベンダムスチン 90mg/㎡ 点滴静注 60分 d1,2
グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1,2

リツキシマブ【Rit】 375mg/㎡ 点滴静注 　 ｄ1

ベンダムスチン 120mg/㎡ 点滴静注 60分
【1コース】day2,3【2コース
以降】day1,2

造血器腫瘍 01-50-001 ビダーザ(皮下投与) 【28日】 アザシチジン【AZA】 75mg/㎡ 皮下注 - day1-7
内服ラモセトロン 0.1mg
day1-7

造血器腫瘍 01-50-002 ビダーザ(点滴静注) 【28日】 アザシチジン【AZA】 75mg/㎡ 点滴静注 10分 day1-7
内服ラモセトロン 0.1mg
day1-7

ゲムシタビン【GEM】 1000ｍｇ/㎡ 点滴静注 30分 d1,8

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=5 点滴静注 2時間 d1

デキサメタゾン【DEX】 40mg/body 経口 - d1-4

造血器腫瘍 01-69-001 アドセトリス 【21日】 ﾌﾞﾚﾝﾂｷｼﾏﾌﾞﾍﾞﾄﾞﾁﾝ 1.8mg/kg 点滴静注 30分 d1 なし

デキサメタゾン【DEX】 40mg 点滴静注 30分 d1-4

ゲムシタビン【GEM】 1000mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8

シスプラチン【CDDP】 25mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1-3

メトトレキサート【MTX】 150mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,15,29

メルカプトプリン【6-MP】 50mg/㎡ 経口 - d1-28

シタラビン【Ara-C】 30mg/body

メトトレキサート【MTX】 12mg/body

ヒドロコルチゾン 25mg/body

ビンクリスチン【VCR】 1.5mg/㎡ 点滴静注 15分 d1,8,15

シクロホスファミド【CPA】 600mg/㎡ 点滴静注 2時間 d8

L-アスパラギナーゼ【L-Asp】 10000U/㎡ 筋注 d2,9,16

プレドニゾロン【PSL】 40mg/㎡ 経口 - d1-14

造血器腫瘍 01-03-001 VP 【7日】 なし

造血器腫瘍 01-04-002 ABVD 【28日】
グラニセトロン 3mg
day1

造血器腫瘍 01-01-001 CHOP 【21日】
グラニセトロン 3mg
day1

造血器腫瘍 01-02-001 THP-COP 【21日】
グラニセトロン 3mg
day1

造血器腫瘍 01-28-002 mLSG15（1）VCAP【28日】

グラニセトロン 3mg
day1
（内服アプレピタント 125mg
day1）
（内服アプレピタント 80mg
day2,3）

造血器腫瘍 01-28-003 mLSG15（2）AMP【28日】

グラニセトロン 3mg
day8
（内服アプレピタント 125mg
day8）
（内服アプレピタント 80mg
day9,10）

造血器腫瘍 01-06-003 リツキｼﾏﾌﾞBS 【1日】 リツキシマブ【Rit】 375mg/㎡ 点滴静注 　 ｄ1

内服クロルフェニラミン 6mg
内服ロキソプロフェン 60mg
内服レバミピド 100mg
day1

造血器腫瘍 01-08-001 mVP(VDS）【14日】 なし

造血器腫瘍 01-22-003 【皮下】ベルケイド 【21日】

造血器腫瘍 01-78-001
JALSG ALL202-U
Maintenance2
(w26-29,46-49,66-69,86-89)【28日】

グラニセトロン 3mg
day8

造血器腫瘍 01-28-004 mLSG15（3）VECP【28日】

グラニセトロン 3mg
day15-17
（内服アプレピタント 125mg
day15）
（内服アプレピタント 80mg
day16,17）

造血器腫瘍 01-45-001 ゼヴァリン 【9日】

内服クロルフェニラミン 6mg
内服ロキソプロフェン 60mg
内服レバミピド 100mg
day1,8

造血器腫瘍 01-48-004 R-トレアキシン 【28日】

内服クロルフェニラミン 6mg
内服ロキソプロフェン 60mg
内服レバミピド 100mg
day1
グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
【1コース】day2,3【2コース以
降】day1,2

造血器腫瘍 01-70-001 GDP【21日】

パロノセトロン .0.75mg
day1
グラニセトロン 3mg
day8
内服アプレピタント 125mg
day1
内服アプレピタント 80mg
day2,3

造血器腫瘍 01-77-001
JALSG ALL202-U
Maintenance1（頭蓋照射無）
(w20-25)【42日】

内服アセタゾラミド 750mg
day1-3,15-17,29-31

なし

造血器腫瘍 01-68-001 GEM＋CBDCA【21日】

グラニセトロン 3mg
day1,8
（内服アプレピタント 125mg
day1）
（内服アプレピタント 80mg
day2,3）

髄注 髄注 d29
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メトトレキサート【MTX】 150mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,15,29

メルカプトプリン【6-MP】 50mg/㎡ 経口 - d1-28

（シタラビン【Ara-C】） （30mg/body）

（メトトレキサート【MTX】） （12mg/body）

（ヒドロコルチゾン） （25mg/body）

ビンクリスチン【VCR】 1.5mg/㎡ 点滴静注 15分 d1,8,15

ピラルビシン【THP】 25mg/㎡ 点滴静注 30分 d8

L-アスパラギナーゼ【L-Asp】 10000U/㎡ 筋注 d2,9,16

プレドニゾロン【PSL】 40mg/㎡ 経口 - d1-14

カルフィルゾミブ【CFZ】
1コース目day1-2：20mg/
㎡，その他：27mg/㎡

点滴静注 10分
【1-12コース】
d1,2,8,9,15,16，【13コース
以降】d1,2,15,16

レナリドミド【LEN】 25mg/body 経口 - d1-21

デキサメサゾン【DEX】 40mg/body 経口 - d1,8,15,22

造血器腫瘍 01-86-002 【240mg】オプジーボ 【14日】 ニボルマブ 240mg 点滴静注 30分 ｄ1 なし

造血器腫瘍 01-86-003 【4週】オプジーボ 【28日】 ニボルマブ 480mg 点滴静注 30分 ｄ1 なし

エロツズマブ 10mg/kg 点滴静注 不定
【1-2コース】d1,8,15,22，
【3コース以降】d1,15

レナリドミド【LEN】 25mg/body 経口 - d1-21

28mg＋8mg/body
経口＋

点滴静注
- 【1-2コース】d1,8,15,22

28mg＋8mg/body
（40mg/body）

経口＋点滴
静注

(経口）

【3コース以降】d1,15(d8、
22)

カルフィルゾミブ【CFZ】
1コース目day1-2：20mg/
㎡，以降：56mg/㎡

点滴静注 10分
【1-12コース】
d1,2,8,9,15,16，【13コース
以降】d1,2,15,16

デキサメサゾン【DEX】 40mg/body 経口 - d1,8,15,22

ダラツムマブ
16mg/kg【点滴】
1800mg/body【皮下注】

点滴静注or
皮下注

不定

【1-2コース】
day1,8,15,22，【3-6コー
ス】day1,15，【7コース以
降】day1

レナリドミド【LEN】 25mg/Body 経口 - day1-21

デキサメサゾン【DEX】 40mg/Body/週 経口 -

【1-2コース】
day1,2,8,9,15,16,22,23，
【3-6コース】
day1,2,8,15,16,22，【7コー
ス以降】day1,2,8,15,22

ダラツムマブ
16mg/kg【点滴】
1800mg/body【皮下注】

点滴静注or
皮下注

不定
【1-3コース】day1,8,15，
【4コース以降】day1，

ボルテゾミブ【BOR】 1.3mg/㎡ 皮下注 -
別途BORのレジメンに従
う

デキサメサゾン【DEX】 40mg/Body/週 経口 -

【1-3コース】
day1,2,8,9,15,16，【4-8
コース】day1,2および
BOR投与日とその翌日，
【9コース以降】day1,2

造血器腫瘍 01-98-001 ガザイバ 【21日】 オビヌツズマブ 1000mg/body 点滴静注 不定
【1コース】day1,8,15，【2
コース以降】day1

内服アセトアミノフェン
1000mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
【1コース】day1,8,15，【2コー
ス以降】day1

造血器腫瘍 01=102-002 ベスポンサ 【28日】 イノツズマブオゾガマイシン 0.5～0.8mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15

ヒドロコルチゾン 100mg
グラニセトロン 3mg
内服アセトアミノフェン
400mg
内服クロルフェニラミン 6mg
d1,8,15

シタラビン【Ara-C】 40mg/body

メトトレキサート【MTX】 15mg/body

プレドニゾロン【PSL】 10mg/body

イサツキシマブ １0mg/kg 点滴静注 不定

【1コース】
day1,8,15,22
【2コース以降】
day1,15

ポマリドミド【POM】
４mg/日
（適宜減量）

経口 - d1-21

デキサメタゾン【DEX】
75歳未満：40mg
75歳以上：20mg

経口 - d1,8,15,22

ダラツムマブ
16mg/kg【点滴】
1800mg/body【皮下注】

点滴静注or
皮下注

不定

【1-2コース】
day1,8,15
【3コース以降】
day1

ボルテゾミブ【BOR】 1.3mg/m2 皮下注 -
【1-2コース】day1,4,8,11
【3-18コース】day1,8
【19コース以降】day1,15

メルファラン 9mg/m2 経口 -
【1-18コース（奇数）】
day1,2,3,4

プレドニゾロン【PSL】 60mg/m2 経口 -
【1-18コース（奇数）】
day2,3,4

ポラツズマブ　ベドチン 1.8mg/kg
初回90分
2回目以降：30分

【1コース】day2【2コース
以降】day1

ベンダムスチン 90mg/m2 1時間
【1コース】day2,3【2コース
以降】day1,2

リツキシマブ【Rit】 375mg/m2 ３時間 day1

01=109-001 ポライビー＋BR 【21日】 点滴静注

内服クロルフェニラミン 6mg
内服ロキソプロフェン 60mg
内服レバミピド 100mg
【1コース】day1,2【2コース以
降】day1

造血器腫瘍 01-93-001 DBd 【21日】

内服アセトアミノフェン
600mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
【1-3コース】day1,8,15，【4
コース以降】day1，

造血器腫瘍 01-79-001

JALSG ALL202-U
Maintenance3
(w30-35,40-45,50-55,60-65,70-
75,80-85,90-95)（髄注有or無）【42
日】

内服アセタゾラミド750mg
day1-3,15-17,29-31

（髄注） （髄注） （d29）

造血器腫瘍 01-80-001

JALSG ALL202-U
mantenance4
（w36-39,56-59,76-79,96-98)【28
日】

グラニセトロン 3mg
day8

造血器腫瘍 01=106-001 IsaPd 【28日】

内服アセトアミノフェン
1000mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
内服ファモチジン 20mg
【1コース】
day1,8,15,22
【2コース以降】
day1,15

造血器腫瘍 01=104-002 MTX髄注 【1日】 髄注 髄注 d1 なし

造血器腫瘍 01-90-001 Kd 【28日】 なし

造血器腫瘍 01-92-002 DLd 【28日】

内服アセトアミノフェン
600mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
【1-2コース】day1,8,15,22，
【3-6コース】day1,15，【7コー
ス以降】day1

造血器腫瘍 01-85-001 KRｄ 【28日】 なし

造血器腫瘍 01-87-001 ERｄ 【28日】

ファモチジン 20mg
内服アセトアミノフェン600mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
【1-2コース】d1,8,15,22，【3
コース以降】d1,15デキサメタゾン【DEX】

造血器腫瘍 01-108-001 D-MPB【21日】

内服アセトアミノフェン
1000mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
内服デカドロン 20mg
内服モンテルカスト 10mg
【1-2コース】
day1,8,15
【3コース以降】
day1

造血器腫瘍
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胃癌 02-08-001 CPT-11（A法） 3投2休 【35日】 イリノテカン【CPT-11】 100mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1
グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1,8,15

TS-1【S-1】 80mg/㎡ 経口 朝夕 d1-21

シスプラチン【CDDP】 60mg/㎡ 点滴静注 2時間 d8

カペシタビン【XEL】 1000mg/㎡ 経口 day 1-15

シスプラチン【CDDP】 80mg/㎡ 点滴静注 2時間 day 1

トラスツズマブ【Tmab】
初回：8mg/kg，2回目以
降：6mg/kg

点滴静注
初回：90分，2回目
以降：30分

day 1

カペシタビン【XEL】 1000mg/㎡ 経口 day 1-15

シスプラチン【CDDP】 80mg/㎡ 点滴静注 2時間 day 1

胃癌 02-31-001 アブラキサン 【21日】 アブラキサン【nab-PTX】 260mg/㎡ 点滴静注 30分 Day1
デキサメタゾン 6.6mg
day1

TS-1【S-1】 80 ～120mg/body 経口 朝夕 d1-15

オキサリプラチン【L-OHP】 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

TS-1【S-1】 80 ～120mg/body 経口 朝夕 d1-15

オキサリプラチン【L-OHP】 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

トラスツズマブ【Tmab】
初回：8mg/kg，2回目以
降：6mg/kg

点滴静注
初回：90分，2回目
以降：30分

d1

カペシタビン【XEL】 2000 mg/㎡ 経口 朝夕 d1-15

オキサリプラチン【L-OHP】 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

TS-1【S-1】 80mg/㎡ 経口 day 1-14

トラスツズマブ【Tmab】
初回：8mg/kg，2回目以
降：6mg/kg

点滴静注
初回：90分，2回目
以降：30分

day 1

シスプラチン【CDDP】 60mg/㎡ 点滴静注 2時間 day 1

胃癌 02-36-002 Ram 【14日】 ラムシルマブ【Ram】 8 mg/kg 点滴静注 1時間 ｄ1
ジフェンヒドラミン 50mg
day1

ラムシルマブ【Ram】 8 mg/kg 点滴静注 1時間 ｄ1,15

パクリタキセル【PTX】 80mg/㎡ 点滴静注 1時間 ｄ１,8,15

ラムシルマブ【Ram】 8 mg/kg 点滴静注 1時間 ｄ1,15

アブラキサン【nab-PTX】 100mg/㎡ 点滴静注 30分 ｄ１,8,15

カペシタビン【XEL】 1000 mg/㎡ 経口 朝夕 d1～14

トラスツズマブ【Tmab】
初回：8mg/kg，2回目以
降：6mg/kg

点滴静注
初回：90分，2回目
以降：30分

d1

胃癌 02-40-002 アブラキサン（毎週投与） 【21日】 アブラキサン【nab-PTX】 100mg/㎡ 点滴静注 30分 ｄ１,8,15
デキサメタゾン 3.3mg
day1,8,15

胃癌 02-41 オプジーボ 【14日】 オプジーボ 240mg 点滴静注 30分 ｄ1 なし

胃癌 02-45-001 エンハーツ　 【21日】 トラスツズマブ　デルクステカン 6.4 mg/kg 点滴静注
初回：90分
2回目以降：30分

d1
グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1

エトポシド【VP-16】 100mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 ｄ1-3

シスプラチン【CDDP】 80mg/㎡ 点滴静注 1時間 ｄ1

イリノテカン【CPT-11】 60mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 ｄ1,8,15

シスプラチン【CDDP】 60mg/㎡ 点滴静注 1時間 ｄ1

ベバシズマブ【Bev】 5～10mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

イリノテカン【CPT-11】 150-180mg/㎡ 点滴静注 1時間30分 d1

5-FU【5-FU】 400mg/㎡ 点滴静注 5分 d1

5-FU【5-FU】 2400mg/㎡ 点滴静注 46時間 d1-2

ベバシズマブ【Bev】 5～10mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

オキサリプラチン【L-OHP】 100mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-FU【5-FU】 400mg/㎡ 点滴静注 5分 d1

5-FU【5-FU】 2400mg/㎡ 持続静注 46時間 d1-2

ベバシズマブ【Bev】 5～10mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

TS-1【S-1】 80 mg/㎡ 経口 朝夕 d1-14

イリノテカン【CPT-11】 125 mg/㎡ 点滴静注 90分 d1,15

02-12-002 TS-1＋CDDP（Day8） 【35日】

03-03-001 FOLFIRI±Bev 【14日】

03-04-002 mFOLFOX６±Bev 【14日】

03-12-007 IRIS±Bev 【28日】

02-36-004 Ram＋wPTX 【28日】

02-33-101 ハーセプチン+SOX 【21日】

02-34-001 XELOX 【21日】

02-35-002
ハーセプチン＋TS-1＋CDDP 【21
日】

02-27-006
ハーセプチン＋XEL＋CDDP 【21
日】

02-28-001 XEL＋CDDP 【21日】

02-33-001 SOX 【21日】

02-32-001 CDDP＋VP-16 【21日】

02-37-001

02-38-003
ハーセプチン＋カペシタビン 【21
日】

02-36-005 Ram＋nabPTX 【28日】

胃癌

胃癌

胃癌

胃癌

胃癌

胃癌

胃癌

大腸癌

神経内分泌腫瘍

神経内分泌腫瘍

大腸癌

大腸癌

胃癌

胃癌

胃癌

CDDP＋CPT-11 【28日】

パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day8

パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day1

パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day1

パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1

パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1

パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1

パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day1

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン20mg
ジフェンヒドラミン 50mg
day1,8,15

デキサメタゾン 3.3mg
day1,8,15
ジフェンヒドラミン 50mg
day1,15

なし

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day1

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day1

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day8,15
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)
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当院で実施される化学療法のレジメン一覧

病名 レジメン番号 レジメン名称【1コース期間】 使用薬剤 投与量 投与方法 投与時間 投与スケジュール 前投薬

セツキシマブ【Cetu】
250mg/㎡(初回：400mg/
㎡）

点滴静注 1～2時間 d1,8

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

イリノテカン【CPT-11】 150-180mg/㎡ 点滴静注 1時間30分 d1

5-FU【5-FU】 400mg/㎡ 点滴静注 5分 d1

5-FU【5-FU】 2400mg/㎡ 持続静注 46時間 d1

セツキシマブ【Cetu】
250mg/㎡(初回：400mg/
㎡）

点滴静注 1～2時間 d1,8

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

オキサリプラチン【L-OHP】 85mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-FU【5-FU】 400mg/㎡ 点滴静注 5分 d1

5-FU【5-FU】 2400mg/㎡ 持続静注 46時間 d1

セツキシマブ【Cetu】
250mg/㎡（初回400mg/
㎡）

点滴静注 1～2時間 d1,8,15,22,29,36,43

イリノテカン【CPT-11】 150mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1,15,29

ベバシズマブ【Bev】 7.5 mg/kg 点滴静注 30～90分 d1

カペシタビン【XEL】 2000 mg/㎡ 経口 朝夕 d1-15

オキサリプラチン【L-OHP】 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

ベバシズマブ【Bev】 7.5 mg/kg 点滴静注 30～90分 d1

カペシタビン【XEL】 2000 mg/㎡/day 経口 朝夕 d1-14

パニツムマブ【Pani】 6mg/kg 点滴静注 60分 d1

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

オキサリプラチン【L-OHP】 85mg/㎡ 点滴静注 120分 d1

5-FU【5-FU】 400mg/㎡ 急速静注 2～3分 d1

5-FU【5-FU】 2400mg/㎡ 持続静注 46時間 d1-2

パニツムマブ【Pani】 6mg/kg 点滴静注 60分 d1

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

イリノテカン【CPT-11】 150mg/㎡ 点滴静注 90分 d1

5-FU【5-FU】 400mg/㎡ 急速静注 2～3分 d1

5-FU【5-FU】 2400mg/㎡ 持続静注 46時間 d1-2

ベバシズマブ【Bev】 7.5 mg/kg 点滴静注 30～90分 d1

TS-1【S-1】 80 ～120mg/body 経口 朝夕 d1-15

オキサリプラチン【L-OHP】 130 mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

パニツムマブ【Pani】 6mg/kg 点滴静注 60分 d1

イリノテカン【CPT-11】 150mg/㎡ 点滴静注 90分 d1

ラムシルマブ【Ram】 8 mg/kg 点滴静注 1時間 d1

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

イリノテカン【CPT-11】 150 mg/㎡ 点滴静注 90分 d1

5-FU【5-FU】 400 mg/㎡ 急速静注 2～3分 d1

5-FU【5-FU】 2400 mg/㎡ 持続静注 46時間 d1-2

ベバシズマブ【Bev】 5 mg/kg 点滴静注 30～90分 d1

イリノテカン【CPT-11】 150 mg/㎡ 点滴静注 60分 d1

オキサリプラチン【L-OHP】 85 mg/㎡ 点滴静注 120分 d1

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-FU【5-FU】 2400 mg/㎡ 持続静注 46時間 d1-3

アフリベルセプト ベータ【Afi】 4 mg/kg 点滴静注 60分 d1

イリノテカン【CPT-11】 150 mg/㎡ 点滴静注 90分 d1

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-FU【5-FU】 400 mg/㎡ 急速静注 5分 d1

5-FU【5-FU】 2400 mg/㎡ 持続静注 46時間 d1-3

ベバシズマブ【Bev】 7.5mg/kg 点滴静注 30～90分 d1

イリノテカン【CPT-11】 200mg/㎡ 点滴静注 60分 d1

カペシタビン【XEL】 1600mg/㎡ 経口 朝夕 d1-15

アテゾリズマブ 1200mg/body 点滴静注
初回60分、2回目
以降30分

d1

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg 点滴静注
初回90分、2回目
60分、3回目以降
30分

d1

肝癌 04-02-001 Ram　【14日】 ラムシルマブ【Ram】 8 mg/kg 点滴静注 1時間 ｄ1
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1

膵癌 05-01-003 GEM 【28日】 ゲムシタビン【GEM】 1000mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8,15 グラニセトロン 3mg day1

TS-1【S-1】 80mg/㎡ 経口 朝夕 d1-14

ゲムシタビン【GEM】 1000mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8

オキサリプラチン【L-OHP】 85mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

イリノテカン【CPT-11】 150mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-FU【5-FU】 2400mg/㎡ 持続静注 46時間 d1-d2

肝癌 04-03-001 テセントリク＋BV 【21日】

03-17-001 BV(7.5)＋XELOX 【21日】

03-21-001 BV(7.5)＋Xeloda 【21日】

03-23-001 Pani＋mFOLFOX６ 【14日】

03-14-005 Cetu＋FOLFIRI 【14日】

03-14-013 Cetu＋mFOLFOX6 【14日】

03-15-002 Cetu＋CPT-11 【49日】

03-29-001 Ram＋FOLFIRI 【14日】

03-30-003 BV(5)＋mFOLFOXIRI 【14日】

03-31-002 FOLFIRI＋Aflibercept 【14日】

03-25-001 Pani＋FOLFIRI 【14日】

03-27-001 BV（7.5)＋SOX 【21日】

03-28-001 Pani＋CPT-11 【14日】大腸癌

大腸癌

大腸癌

大腸癌

膵癌 05-03-003 GS（TS-1＋GEM） 【21日】

膵癌 05-07-003 modified FOLFIRINOX 【14日】

大腸癌

大腸癌 03-32-001 BV(7.5)＋mXELIRI 【21日】

大腸癌

大腸癌

大腸癌

大腸癌

大腸癌

大腸癌

大腸癌

グラニセトロン 3mg day1
デキサメタゾン 6.6mg
day1
ホスアプレピタント 150mg
day1
ジフェンヒドラミン 50mg
day1,8

グラニセトロン 3mg day1
デキサメタゾン 6.6mg
day1
ホスアプレピタント 150mg
day1
ジフェンヒドラミン 50mg
day1,8

グラニセトロン 3mg
day1,15,29,43
デキサメタゾン 6.6mg
day1,15,29,43
ジフェンヒドラミン 50mg
day1,8,15,22,29,36,43

パロノセトロン 0.75mg day1
デキサメタゾン 6.6mg
day1

なし

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day1

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day1

パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1

なし

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 6.6mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

グラニセトロン 3mg
day1、day8

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day1
クロルフェニラミン 5mg
day1,8

パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day1

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
day1

パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1
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オキサリプラチン【L-OHP】 85mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

イリノテカン【CPT-11】 180mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1

レボホリナート【ℓ-LV】 200mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-FU【5-FU】 400mg/㎡ 点滴静注 5分 d1

5-FU【5-FU】 2400mg/㎡ 持続静注 46時間 d1-d2

アブラキサン【nab-PTX】 125mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8,15

ゲムシタビン【GEM】 1000mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8,15

オニバイド【nal-IRI】 70mg/m2 点滴静注 90分 d1

レボホリナート【LV】 200mg/m2 点滴静注 120分 d1

フルオロウラシル【5FU】 2400mg/m2 点滴静注 46時間 d1

シクロホスファミド【CPA】 600mg/㎡ 点滴静注 30分 d1

エピルビシン【EPI】 90mg/㎡ 点滴静注 15分 d1

シクロホスファミド【CPA】 600mg/㎡ 点滴静注 30分 d1

エピルビシン【EPI】 90mg/㎡ 点滴静注 15分 d1

乳癌 06-05-011 weeklyPTX 【21日】 パクリタキセル【PTX】 80～100mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day8
デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day15

乳癌 06-05-011 12週連続PTX【21日】 パクリタキセル【PTX】 80mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1
デキサメタゾン 3.3mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day8
デキサメタゾン 1.65mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day15以降

乳癌 06-07-002 dose-dense DOC療法【14日】 ドセタキセル【DOC】 75mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1
デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day1

乳癌 06-10-001 VNR単独 【21日】 ビノレルビン【VNR】 20-25mg/㎡ 点滴静注 10分 d1,8
グラニセトロン 3mg
day1、day8

乳癌 06-13-004 ハーセプチン単独 【21日】 トラスツズマブ【Tmab】
初回：8mg/kg，2回目以
降：6mg/kg

点滴静注
初回：90分，2回目
以降：30分

d1 なし

乳癌 06-16-001 DOC 【21日】 ドセタキセル【DOC】 60～70mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1
デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day1

ドセタキセル【DOC】 75mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

シクロホスファミド【CPA】 600mg/㎡ 点滴静注 30分 d1

乳癌 06-24-001 ハラヴェン 【21日】 ハラヴェン 1.4ｍｇ／㎡ 点滴静注 2〜5分 d1,8 なし

パクリタキセル【PTX】 90mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15

ベバシズマブ【Bev】 10mg/kg 点滴静注 30～90分 d1,15

ペルツズマブ
初回：840mg，2回目以
降：420mg

点滴静注
初回60分，2回目
以降30分

d1

トラスツズマブ【Tmab】
初回：8mg/kg，2回目以
降：6mg/kg

点滴静注
初回：90分，2回目
以降：30分

d1

ドセタキセル【DOC】 ７５mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

ペルツズマブ
初回：840mg，2回目以
降：420mg

点滴静注
初回60分，2回目
以降30分

d1

トラスツズマブ【Tmab】
初回：8mg/kg，2回目以
降：6mg/kg

点滴静注
初回：90分，2回目
以降：30分

d1

パクリタキセル【PTX】 80mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15

乳癌 06-29-001 カドサイラ 【21日】 トラスツズマブエムタンシン 3.6mg/kg 点滴静注
1時間30分，2回目
以降30分

d1 なし

トラスツズマブ【Tmab】
初回：8mg/kg，2回目以
降：6mg/kg

点滴静注
初回：90分，2回目
以降：30分

ｄ1，8，15

ドセタキセル【DOC】 75㎎/㎡ 点滴静注 1時間 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC＝6 点滴静注 1.5時間 d1

ペルツズマブ
初回：840mg，2回目以
降：420mg

点滴静注
初回60分，2回目
以降30分

d1

トラスツズマブ【Tmab】
初回：8mg/kg，2回目以
降：6mg/kg

点滴静注
初回：90分，2回目
以降：30分

d1

ビノレルビン【VNR】 25mg/㎡ 点滴静注 全開 day1,8

膵癌 05-09-001 オニバイド＋5FU/LV 【14日】

膵癌 05-08-001 アブラキサン＋GEM　【28日】

乳癌 06-04-001 EC 【21日】

膵癌 05-07-003 FOLFIRINOX 【14日】

乳癌 06-28-001
パージェダ＋ハーセプチン＋DOC
【21日】

乳癌 06-31-001 TCH 【21日】

乳癌 06-21-001 TC（DOC＋CPA） 【21日】

乳癌 06-25-002 Bev（10）＋weeklyPTX 【28日】

乳癌 06-37-002
パージェダ＋ハーセプチン＋VNR
【21日】

乳癌 06-04-002 dose-dense EC療法【14日】

乳癌 06-28-001
パージェダ＋ハーセプチン＋
WeeklyPTX【21日】

グラニセトロン 3mg
day1、day8

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 6.6mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

デキサメタゾン 6.6mg
パロノセトロン 0.75mg
d1,8,15

デキサメタゾン 6.6mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

デキサメタゾン 6.6mg
パロノセトロン 0.75mg
内服アプレピタントセット
day1

デキサメタゾン 6.6mg
パロノセトロン 0.75mg
内服アプレピタントセット
day1

デキサメタゾン 6.6mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1,8,15

デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day1

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1
デキサメタゾン 3.3mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day8
デキサメタゾン 1.65mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day15以降

デキサメタゾン 6.6mg
パロノセトロン 0.75mg
内服アプレピタントセット
day1
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当院で実施される化学療法のレジメン一覧

病名 レジメン番号 レジメン名称【1コース期間】 使用薬剤 投与量 投与方法 投与時間 投与スケジュール 前投薬

アテゾリズマブ 840mg/body 点滴静注
初回60分，2回目
以降30分

ｄ1.15

アブラキサン【nab-PTX】 100mg/㎡ 点滴静注 30分 d1, d8, d15

乳癌 06-42-001 エンハーツ　 【21日】 トラスツズマブ　デルクステカン 5.4mg/kg 点滴静注
初回：90分
2回目以降：30分

d1
デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day1

パクリタキセル【PTX】 80 mg/m2 点滴静注 90分
day1、8、15、22、29、36、
43、50、57、64、71、78

トラスツズマブ【Tmab】
初回：8 mg/kg
2回目以降：6 mg/kg

点滴静注
初回：90分
2回目以降：30分

day1、22、43、64

ビノレルビン【VNR】 25mg/㎡ 点滴静注 1分 d1

ゲムシタビン【GEM】 1000mg/㎡ 点滴静注 30分 d1

肺癌 07-11-001 AMR単独 【21日】 アムルビシン【AMR】 30～45mg/㎡ 点滴静注 5分 d1,2,3 グラニセトロン 3mg day1-3

ドセタキセル【DOC】 60mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=5 点滴静注 1.5時間 d1

イリノテカン【CPT-11】 60mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1,8,15

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=5 点滴静注 1.5時間 d1

肺癌 07-15-001 DOC単独 【21日】 ドセタキセル【DOC】 60mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1 グラニセトロン 3mg day1

ドセタキセル【DOC】 60mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1

シスプラチン【CDDP】 80mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

肺癌 07-19-005 GEM単独 【21日】 ゲムシタビン【GEM】 1000mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8,15 デキサメタゾン 6.6mg day1,8

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=５ 点滴静注 1.5時間 d1

パクリタキセル【PTX】 180～210mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

エトポシド【VP-16】 100mg/㎡ 点滴静注 90分 d1,2,3

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=6 点滴静注 90分 d1

エトポシド【VP-16】 100mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 ｄ1,2,3

シスプラチン【CDDP】 80mg/㎡ 点滴静注 1時間 ｄ1

イリノテカン【CPT-11】 60mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 ｄ1,8,15

シスプラチン【CDDP】 60～80mg/㎡ 点滴静注 1時間 ｄ1

ペメトレキセド【PEM】 500mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

シスプラチン【CDDP】 75mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

乳癌 06-43-001 Her＋12週連続PTX【84日】

乳癌 06-41-002 テセントリク＋アブラキサン　【28日】

肺癌 07-14-001 CBDCA＋CPT-11（60） 【28日】

肺癌 07-20-003 CBDCA＋PTX 【21日】

肺癌 07-08-009 GEM＋VNR 【14日】

肺癌 07-12-001 CBDCA＋DOC 【28日】

肺癌 07-26-011
(Short) CDDP(60)＋CPT-11（60）
【28日】

肺癌 07-30-011 (Short) CDDP＋PEM　【21日】

肺癌 07-22-003 CBDCA＋VP-16 【28日】

肺癌 07-25-011

肺癌 07-17-011 (Short) CDDP＋DOC 【21日】

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day8,15
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)
内服葉酸
1日1回0.5mg
注射ビタミンB12
9週毎1回1mg
PEM初回投与7日以上前～
最終投与日から22日目まで

グラニセトロン 3mg day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day8,15

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)

デキサメタゾン 19.8mg
ファモチジン 20mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)

(Short) CDDP＋VP-16 【21日】

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1
デキサメタゾン 3.3mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day8
デキサメタゾン 1.65mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day15以降

デキサメタゾン 6.6mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
day8
デキサメタゾン 6.6mg
パロノセトロン 0.75mg
day15
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当院で実施される化学療法のレジメン一覧

病名 レジメン番号 レジメン名称【1コース期間】 使用薬剤 投与量 投与方法 投与時間 投与スケジュール 前投薬

肺癌 07-31-001 PEM単独　【21日】 ペメトレキセド【PEM】 500mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day0,2)
内服葉酸
1日1回0.5mg
注射ビタミンB12
9週毎1回1mg
PEM初回投与7日以上前～
最終投与日から22日目まで

ペメトレキセド 500mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

カルボプラチン【CBDCA】 ＡＵＣ5.0 点滴静注 1.5時間 d1

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

ペメトレキセド 500mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

ペメトレキセド【PEM】 500mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

シスプラチン【CDDP】 75mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=５ 点滴静注 1.5時間 d1

パクリタキセル【PTX】 180～210mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

ペメトレキセド【PEM】 500mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

シスプラチン【CDDP】 75mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

ドセタキセル【DOC】 60mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

ネダプラチン【CDGP】 100mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=５ 点滴静注 1.5時間 d1

アブラキサン【nab-PTX】 100mg/㎡ 点滴静注 30分 d1, d8, d15

ビノレルビン【VNR】 25mg/㎡ 点滴静注 全開 d1,8

シスプラチン【CDDP】 80mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

肺癌

(Short) BV(15)＋CDDP＋PEM 【21
日】

アクプラ＋DOC 【21日】07-34-001肺癌

肺癌 07-33-005 BV(15)＋CBDCA＋PEM 【21日】

肺癌 07-33-007 BV(15)＋CBDCA＋PTX 【21日】

肺癌 07-32-001 CBDCA＋PEM　【21日】

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day0-2)
内服葉酸
1日1回0.5mg
注射ビタミンB12
9週毎1回1mg
PEM初回投与7日以上前～
最終投与日から22日目まで

デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day0,2)
内服葉酸
1日1回0.5mg
注射ビタミンB12
9週毎1回1mg
PEM初回投与7日以上前～
最終投与日から22日目まで

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day0-2)
内服葉酸
1日1回0.5mg
注射ビタミンB12
9週毎1回1mg
PEM初回投与7日以上前～
最終投与日から22日目まで

デキサメタゾン 19.8mg
ファモチジン 20mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)
内服葉酸
1日1回0.5mg
注射ビタミンB12
9週毎1回1mg
PEM初回投与7日以上前～
最終投与日から22日目まで

デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
内服アプレピタント 125mg
day1
内服アプレピタント 80mg
day2,3
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
グラニセトロン 3mg
day8
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

07-33-004 BV(15)＋PEM　【21日】

肺癌 07-38-012 (Short) CDDP＋VNR(25) 【21日】

肺癌 07-33-013

肺癌 07-36-002 CBDCA+アブラキサン
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当院で実施される化学療法のレジメン一覧

病名 レジメン番号 レジメン名称【1コース期間】 使用薬剤 投与量 投与方法 投与時間 投与スケジュール 前投薬

ビノレルビン【VNR】 20mg/㎡ 点滴静注 全開 d1,8

シスプラチン【CDDP】 80mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

肺癌 07-40-001 CPT-11（100） 【28日】 イリノテカン【CPT-11】 100mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1,8,15
デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day1,8,15

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg 点滴静注 30～90分 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=5 点滴静注 1.5時間 d1

パクリタキセル【PTX】 70mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15

肺癌 07-42-003 【240mg】オプジーボ 【14日】 オプジーボ 240mg 点滴静注 30分 ｄ1 なし

肺癌 07-42-004 【4週】オプジーボ 【28日】 オプジーボ 480mg 点滴静注 30分 ｄ1 なし

ラムシルマブ【Ram】 10 mg/kg 点滴静注 1時間 ｄ1

ドセタキセル【DOC】 60 mg/㎡ 点滴静注 1時間 ｄ1

肺癌 07-45-001 キイトルーダ 【21日】 ペムブロリズマブ 200 mg/body 点滴静注 30分 ｄ1 なし

肺癌 07-45-002 【6週】キイトルーダ 【42日】 ペムブロリズマブ 400 mg/body 点滴静注 30分 ｄ1 なし

肺癌 07-46-001 テセントリク 【21日】 アテゾリズマブ 1200 mg/body 点滴静注
初回60分，2回目
以降30分

ｄ1 なし

肺癌 07-47-001 イミフィンジ 【14日】 デュルバルマブ 10mg/kg 点滴静注 1時間 d1 なし

ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 d1

ペメトレキセド【PEM】 500mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

シスプラチン【CDDP】 75mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 d1

ペメトレキセド【PEM】 500mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=５ 点滴静注 1.5時間 d1

ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 d1

ペメトレキセド【PEM】 500mg/㎡ 点滴静注 10分 d1

キイトルーダ 200mg 点滴静注 30分 d1

パクリタキセル【PTX】 200mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=6 点滴静注 1.5時間 d1

キイトルーダ 200mg 点滴静注 30分 d1

アブラキサン【nab-PTX】 100mg/㎡ 点滴静注 30分 d1, d8, d15

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=6 点滴静注 1.5時間 d1

アテゾリズマブ 1200mg 点滴静注
初回60分，2回目
以降30分

d1

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg 点滴静注 30～90分 d1

パクリタキセル【PTX】 175mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=6 点滴静注 1.5時間 d1

アテゾリズマブ 1200mg 点滴静注 30分 d1

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg 点滴静注 30分 d1

肺癌
キイトルーダ＋CBDCA＋アブラキ
サン 【21日】

07-48-041

肺癌 07-49-001
テセントリク＋BV(15)＋CBDCA＋
PTX（1日法） 【21日】

肺癌 07-49-011 テセントリク＋BV(15) 【21日】

(short)キイトルーダ＋CDDP＋PEM
【21日】

肺癌

肺癌 07-41-001
BV(15)＋CBDCA＋PTX3分割法
【28日】

肺癌 07-44-001 Ram＋DOC　【21日】

肺癌

肺癌

キイトルーダ＋PEM 【21日】07-48-021

肺癌 07-48-031
キイトルーダ＋CBDCA＋PTX 【21
日】

肺癌 07-48-001

なし

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

デキサメタゾン 19.8mg
ファモチジン 20mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1

デキサメタゾン 19.8mg
ファモチジン 20mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
グラニセトロン 3mg
day8
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
グラニセトロン 3mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day8,15

クロルフェニラミン 5mg
グラニセトロン 3mg
day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)
内服葉酸
1日1回0.5mg
注射ビタミンB12
9週毎1回1mg
PEM初回投与7日以上前～
最終投与日から22日目まで

デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day0,2)
内服葉酸
1日1回0.5mg
注射ビタミンB12
9週毎1回1mg
PEM初回投与7日以上前～
最終投与日から22日目まで

07-48-011
キイトルーダ＋CBDCA＋PEM【21
日】

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day0-2)
内服葉酸
1日1回0.5mg
注射ビタミンB12
9週毎1回1mg
PEM初回投与7日以上前～
最終投与日から22日目まで

07-39-011
(Short) CDDP＋VNR(20) radiation
【28日】
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当院で実施される化学療法のレジメン一覧

病名 レジメン番号 レジメン名称【1コース期間】 使用薬剤 投与量 投与方法 投与時間 投与スケジュール 前投薬

アテゾリズマブ 1200mg 点滴静注
初回60分，2回目
以降30分

d1

エトポシド【VP-16】 100mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1-3

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=5 点滴静注 1.5時間 d1

アテゾリズマブ 1200mg 点滴静注
初回60分，2回目
以降30分

d1

アブラキサン【nab-PTX】 100mg/㎡ 点滴静注 30分 d1, d8, d15

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=6 点滴静注 1.5時間 d1

デュルバルマブ 1500mg 点滴静注 1時間 d1

エトポシド【VP-16】 100mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1-3

シスプラチン【CDDP】 80mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

デュルバルマブ 1500mg 点滴静注 1時間 d1

エトポシド【VP-16】 100mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1-3

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=5 点滴静注 1.5時間 d1

肺癌 07-54-003 【SCLC】イミフィンジ 【28日】 デュルバルマブ 1500mg 点滴静注 1時間 d1 なし

オプジーボ【Nivo】 360mg 点滴静注 30分 ｄ1 なし

ヤーボイ【Ipi】 1mg/kg 点滴静注 30分 ｄ1 なし

肺癌 07-55-003 (Ipi+)Nivo 【21日】 オプジーボ【Nivo】 360mg 点滴静注 30分 ｄ1 なし

肺癌 07-59-001 アブラキサン【21日】 アブラキサン【nab-PTX】 100mg/㎡ 点滴静注 30分 d1, d8, d15 なし

カルボプラチン【CBDCA】 75mg/㎡ 点滴静注 2時間 ｄ1,2,3

イホマイド【IFM】 750mg/㎡ 点滴静注 30分 ｄ1,2,3

エトポシド【VP-16】 75mg/㎡ 点滴静注 2時間 ｄ1,2,3

脳腫瘍 08-07-001 BV（10）単剤　【14日】 ベバシズマブ【Bev】 10mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1 なし

卵巣癌 09-04-001 weekly CPT-11 イリノテカン【CPT-11】 60～100mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1,8,15
グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン6.6mg
day1,8,15

パクリタキセル【PTX】 175ｍｇ/㎡ 点滴静注 3時間 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC4-6 点滴静注 1時間 d1

ドセタキセル【DOC】 60-75mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC4-6 点滴静注 1時間 d1

イリノテカン【CPT-11】 60mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1,15

シスプラチン【CDDP】 60mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

子宮頸癌 09-13-010 weekly CDDP(CCRT) 【7日】 シスプラチン【CDDP】 40mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1
グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン6.6mg
day1

イリノテカン【CPT-11】 60mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1,8

ネダプラチン【CDGP】 80mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

パクリタキセル【PTX】 175ｍｇ/㎡ 点滴静注 3時間 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC4-6 点滴静注 1時間 d1

その他 09-28-001 ADM単剤 【21日】 ドキソルビシン【DXR】 60mg/㎡ 点滴静注 30分 d1
グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン6.6mg
day1

パクリタキセル【PTX】 175mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

シスプラチン【CDDP】 50mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

卵巣癌 09-31-001 ノギテカン単剤 ノギテカン【NGT】 1.2mg/㎡ 点滴静注 30分 d1-5
デキサメタゾン 6.6mg
day1-5

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

ゲムシタビン【GEM】 1000ｍｇ/㎡ 点滴静注 30分 d1,8

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=４ 点滴静注 1時間 d1

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

パクリタキセル【PTX】 60mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg/day 点滴静注 30～90分 d1

ドキシル【PLD】 40mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

デキサメタゾン 6.6mg
day1

なし

デキサメタゾン 19.8mg
ファモチジン 20mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1

デキサメタゾン 3.3mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
グラニセトロン 3mg
day8,15

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン6.6mg
day1,8

デキサメタゾン 19.8mg
ファモチジン 20mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1

デキサメタゾン 16.5mg
ファモチジン 20mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1
(デキサメタゾン day2-3）

デキサメタゾン 3.3mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
グラニセトロン3mg
day8

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
グラニセトロン 3mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1,8,15

肺癌 07-55-041
イミフィンジ＋CBDCA＋VP-16 【21
日】

肺癌 07-54-041
イミフィンジ＋CDDP＋VP-16 【21
日】

肺癌 07-50-001
テセントリク＋CBDCA＋アブラキサ
ン 【21日】

肺癌 07-50-001
テセントリク＋CBDCA＋VP-16 【21
日】

卵巣癌 09-06-004 TC 【21日】

卵巣癌 09-07-002 DC 【21日】

脳腫瘍 08-04-001 ICE 【21日】

肺癌 07-55-002 Ipi+Nivo【21日】

子宮頸癌 09-16-001 アクプラ＋CPT-11 【21日】

卵巣癌 09-26-004 Bev＋TC 【21日】

卵巣癌 09-08-001 CPT-11＋CDDP 【28日】

卵巣癌 09-33-002 Bev＋weekly PTX　【28日】

卵巣癌 09-34-001 Bev＋ドキシル 【28日】

子宮頸癌 09-30-002 TP 【21日】

卵巣癌 09-32-002 Bev＋GEM＋CBDCA 【21日】

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
(内服デキサメタゾン 8mg
day2-4)

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 4.95mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
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パクリタキセル【PTX】 80ｍｇ/㎡ 点滴静注 1時間 day1,8,15

カルボプラチン【CBDCA】 AUC6 点滴静注 2時間 day1

ベバシズマブ【Bev】 15ｍｇ/kg 点滴静注 30～90分 day1

ノギテカン【NGT】 1.25ｍｇ/㎡ 点滴静注 30分 day1-5

ベバシズマブ【Bev】 15mg/kg 点滴静注 30～90分 day1

パクリタキセル【PTX】 175mg/㎡ 点滴静注 3時間 day1

シスプラチン【CDDP】 50mg/㎡ 点滴静注 2時間 day1

ドキシル【PLD】 30mg/㎡ 点滴静注 2時間 day1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=5 点滴静注 1時間 day1

プレドニゾロン【PSL】 10mg/日 経口 分2 d1-21

ドセタキセル【DOC】 75mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

プレドニゾロン【PSL】 10mg/日 経口 分2 d1-21

ジェブタナ【CBZ】 25mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1

シスプラチン【CDDP】 80mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-FU【5-FU】 800mg/㎡ 持続静注 24時間 d1-5

シスプラチン【CDDP】 40mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

5-FU【5-FU】 400mg/㎡ 持続静注 24時間 d1-5

食道癌 12-10-005 weekly PTX 【49日】 パクリタキセル【PTX】 100mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1,8,15,22,29,36

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1

ドセタキセル【DOC】 60mg/㎡ 点滴静注 1時間 day1

シスプラチン【CDDP】 60mg/㎡ 点滴静注 2時間 day1

5-FU【5-FU】 800mg/㎡ 点滴静注 24時間 day1-5

メトトレキサート【MTX】 30mg/㎡ 点滴静注 30分 day1,15

エピルビシン【EPI】 50mg/㎡ 点滴静注 30分 day1

シスプラチン【CDDP】 50mg/㎡ 点滴静注 3時間 day2,3

ゲムシタビン【GEM】 1000mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8

シスプラチン【CDDP】 70mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

ゲムシタビン【GEM】 1000ｍｇ/㎡ 点滴静注 30分 d1,d8

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=4.5 点滴静注 2時間 d1

膀胱癌 13-07-001 MMC膀胱内注入療法 【7日】 マイトマイシンC【MMC】 40mg/Body 膀胱内注入 2時間 day1 なし

膀胱癌 13-08-001 BCG膀胱内注入療法【80mg】 【7
日】

イムノブラダー 40mg/Body 膀胱内注入 2時間 day1 なし

膀胱癌 13-09-001 ピノルビン膀胱内注入療法【7日】 ピノルビン【THP】 30mg/Body 膀胱内注入 15分以上 day1 なし

ゲムシタビン【GEM】 1000mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8

シスプラチン【CDDP】 25mg/㎡ 点滴静注 1.5時間 d1,8

ゲムシタビン【GEM】 1000mg/㎡ 点滴静注 30分 d1,8

TS-1【S-1】 80mg/㎡ 経口 - d1-7

ゲムシタビン【GEM】 1000mg/㎡ 点滴静注 30分 d1

シスプラチン【CDDP】 25mg/㎡ 点滴静注 60分 d1

TS-1【S-1】 80mg/㎡ 経口 - d1-7

パクリタキセル【PTX】 150mg/㎡ 点滴静注 4時間 day1,15

ゲムシタビン【GEM】 3000mg/㎡ 点滴静注 1時間 day1,15

頭頸部癌 16-14-011
CDDP(高用量)＋RT 併用化学療法
【21日】

シスプラチン【CDDP】 100mg/㎡ 点滴静注 2時間 d1

ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
day1-3

胆道癌 14-05-001 GS（GEM＋S-1） 【21日】
グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン6.6mg
day1,8

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
day8,15

デキサメタゾン 6.6mg
day1-5

デキサメタゾン 16.5mg
ファモチジン 20mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1
(デキサメタゾン day2-3）

デキサメタゾン 3.3mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
day1

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン6.6mg
day1

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン6.6mg
クロルフェニラミン 5mg
ファモチジン20mg
day1
ペグフィルグラスチム
day3

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
day2-5

dd-TC 【21日】

卵巣癌 09-37-001 Bev＋ノギテカン 【21日】

胆道癌 14-04-003 GEM＋CDDP 【21日】

泌尿器科癌 10-04-001 PSL＋DOC 【21日】

泌尿器科癌 10-08-001

泌尿器科癌 15-02-005 GP 【14日】

GCS（GEM＋CDDP＋S-1） 【14日】14-06-001胆道癌

泌尿器科癌

泌尿器科癌 13-03-001

PSL＋CBZ 【21日】

子宮頸癌 09-38-001 Bev＋TP 【21日】

卵巣癌 09-39-001 ドキシル＋CBDCA 【28日】

卵巣癌 09-36-001

MEC 【28日】

食道癌 12-04-001
FP（化学療法単独）[80/800] 【21～
28日】

食道癌 12-05-001
[CRT] FP radiation （放射線化学療
法）[70/700] 【28日】

13-05-002 GC 【21日】

泌尿器科癌 13-06-001 GEM＋CBDCA　【21日】

食道癌 12-10-000 DCF 【28日】

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
day2-5

ホスアプレピタント 150mg
デキサメタゾン 9.9mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
day2-5

（内服アプレピタント 125mg
day1
内服アプレピタント 80mg
day2,3）
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
day1-4
デキサメタゾン 3.3mg
day15

デキサメタゾン 6.6mg
ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
day2

グラニセトロン 3mg
day1,8
デキサメタゾン6.6mg
day1

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン6.6mg
day1,8

グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン6.6mg
day1

デキサメタゾン 6.6mg
ファモチジン 20mg
グラニセトロン 3mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1
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シスプラチン【CDDP】 70mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

5-FU【5-FU】 700mg/㎡ 持続静注 24時間 d1-5

セツキシマブ【Cetu】
250mg/㎡(初回：400mg/
㎡）

点滴静注 1時間(初回2時間） ｄ１,8,15,22,29,36,42

パクリタキセル【PTX】 80mg/㎡ 点滴静注 1時間 ｄ１,8,15,22,29,36,42

頭頸部癌 16-19-002 DOC単独 【21日】 ドセタキセル【DOC】 60mg/㎡ 点滴静注 1時間 d1
グラニセトロン 3mg
デキサメタゾン6.6mg
day1

セツキシマブ【Cetu】
250 mg/㎡（初回：400
mg/㎡9

点滴静注 1時間(初回2時間） d１,8,15

シスプラチン【CDDP】 100 mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

5-FU【5-FU】 1000 mg/㎡ 持続静注 24時間 d1-4

頭頸部癌 16-23-000 オプジーボ 【14日】 オプジーボ 240mg 点滴静注 30分 ｄ1 なし

頭頸部癌 16-24-001 weeklyPTX 【50日】 パクリタキセル【PTX】 100ｍｇ/㎡ 点滴静注 1時間 day1,8,15,22,29,36

ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day１,8,15,22,29,36
デキサメタゾン 6.6mg
day1
デキサメタゾン 3.3mg
day8,15,22,29,36

セツキシマブ【Cetu】
初回；400mg/㎡（2回目
以降；250mg/㎡）

点滴静注
初回2時間，2回目
以降60分

d1, 8, 15

パクリタキセル【PTX】 100mg/㎡ 点滴静注 60分 d1, 8

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=2.5 点滴静注 30分 d1, 8

ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 d1

シスプラチン【CDDP】 100 mg/㎡ 点滴静注 3時間 d1

5-FU【5-FU】 1000 mg/㎡ 持続静注 24時間 d1-4

ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 d1

カルボプラチン【CBDCA】 AUC=2.5 点滴静注 30分 d1, 8

5-FU【5-FU】 1000 mg/㎡ 持続静注 24時間 d1-4

頭頸部癌 16-29-001 キイトルーダ 【21日】 ペムブロリズマブ 200mg 点滴静注 30分 ｄ1 なし

頭頸部癌 16-17-003 Cetu＋PTX 【49日】

頭頸部癌 16-21-001 Cetu＋5-FU＋CDDP 【21日】

頭頸部癌 16-15-001
5-FU＋CDDP補助化学療法　【28
日】

頭頸部癌 16-28-001
キイトルーダ＋CBDCA+5-FU 【21
日】

頭頸部癌 16-27-001 キイトルーダ＋CDDP+5-FU 【21日】

頭頸部癌 16-25-001 Cetu＋PTX＋CBDCA 【21日】

デキサメタゾン 9.9mg
ファモチジン 20mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day１,8,15,22,29,36,42

ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
day1-3,8,15
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1,8,15

デキサメタゾン 6.6mg
内服ジフェンヒドラミン 50mg
day1,8,15
ファモチジン 20mg
グラニセトロン 3mg
day1,8

ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 9.9mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
day2-3

ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
デキサメタゾン 6.6mg
day1-3

ホスアプレピタント 150mg
パロノセトロン 0.75mg
day1
デキサメタゾン 6.6mg
day1-3
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