
がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

肝癌 1 ラムシルマブ サイラムザ　8mg/kg (30分) day1 14日 初回60分、2回目以降30分

肝癌 2 Atezolizumab+BEV
テセントリク 1200mg/body (30分) day1
アバスチン 15mg/kg (30分) day1

21日

テセントリク
初回60分、2回目以降30分
ベバシズマブ
初回90分、2回目60分、3回目以降30分

食道癌 1 FP
フルオロウラシル 700mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5
シスプラチン 70mg/m2 (2時間) day1

21日

食道癌 2 ネダプラチン+5-ＦＵ
フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5
アクプラ 90mg/m2 (2時間) day1

28日

食道癌 3 Nivolumab オプジーボ 240mg/body (30分) day1 14日

食道癌 4 Nivolumab（4週） オプジーボ 480mg/body (30分) day1 28日

食道癌 5 Pembrolizumab キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 21日

食道癌 6 Pembrolizumab（6週） キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 42日

食道癌 7 Pembrolizumab+FP
キイトルーダ 200mg/body (30分) day1
フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5
シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1

21日

食道癌 8 Pembrolizumab+5-FU
キイトルーダ 200mg/body (30分) day1
フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5

21日

食道癌 9 Pembrolizumab+5-FU（6週）
キイトルーダ 400mg/body (30分) day1
フルオロウラシル 800mg/m2 (24時間) day1,2,3,4,5

42日

【診療科：消化器内科】
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【診療科：消化器内科】

食道癌 10 PAC パクリタキセル 100mg/m2 (60分) day1,8,15,22,29,36 49日

胃癌 1 SP
シスプラチン 60mg/m2 (2時間) day8
エスワンタイホウ  40mg/m2×2　day1-14

21日

胃癌 2 SPT(初回)
ハーセプチン 8mg/kg (90分) day1
シスプラチン 60mg/m2 (2時間) day1
エスワンタイホウ　40mg/m2　×2（内服）　day1-14

21日

胃癌 3 SPT(2回目以降)
ハーセプチン 6mg/kg (30分) day1
シスプラチン 60mg/m2 (2時間) day1
エスワンタイホウ　40mg/m2　×2（内服）　day1-14

21日

胃癌 4 XP+Tmab（初回）
ハーセプチン 8mg/kg (90分) day1
シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1
カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14

21日

胃癌 5 XP+Tmab（2回目以降）
ハーセプチン 6mg/kg (90分) day1
シスプラチン 80mg/m2 (2時間) day1
カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14

21日

胃癌 6 SOX
エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14
オキサリプラチン 100mg/m2 (2時間) day1

21日

胃癌 7 CapeOX
カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14
オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1

21日

胃癌 8 Nivo+SOX
オプジーボ 360mg/body (30分) day1
エスワンタイホウ 40mg/m2×2 day1-14
オキサリプラチン 100mg/m2 (2時間) day1

21日

胃癌 9 Nivo+CapeOX
オプジーボ 360mg/body (30分) day1
カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14
オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1

21日

胃癌 10 Nivo+mFOLFOX6

オプジーボ 240mg/body (30分) day1
レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1
オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1
フルオロウラシル 400mg/m2 (10分) day1
フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1

14日



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：消化器内科】

胃癌 11 RAM＋PAC
サイラムザ 8mg/kg (30分) day1,15
パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15

28日
サイラムザ
初回60分、2回目以降30分

胃癌 12 Nivolumab オプジーボ 240mg/body (30分) day1 14日

胃癌 13 Nivolumab（4週） オプジーボ 480mg/body (30分) day1 28日

胃癌 14 CPT-11 イリノテカン　150mg/m2 (90分) day1 14日

胃癌 15 RAM サイラムザ　8mg/kg (30分) day1 14日 初回60分、2回目以降30分

結腸直腸　 1 XELOX
オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1
カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14

21日

結腸直腸　 2 XELOX+BEV
アバスチン 7.5mg/kg (30分) day1
オキサリプラチン 130mg/m2 (2時間) day1
カペシタビン 1000mg/m2×2　day1-14

21日
アバスチン
初回90分、2回目60分、3回目以降30分

膵癌 1 GEM ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,15 21日

膵癌 2 nab-PAC+GEM
nabパクリタキセル 125mg/m2 (30分) day1,8,15
ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,15

28日

膵癌 3 FOLFIRINOX

オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1
レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1
イリノテカン 180mg/m2 (90分) day1
フルオロウラシル 400mg/m2 (15分) day1
フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1

14日

膵癌 4 mFOLFIRINOX

オキサリプラチン 85mg/m2 (2時間) day1
レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1
イリノテカン 150mg/m2 (90分) day1
フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1

14日
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【診療科：消化器内科】

膵癌 5 nal-IRI+5-FU/LV
レボホリナート 200mg/m2 (2時間) day1
オニバイド 70mg/m2 (90分) day1
フルオロウラシル 2400mg/m2 (46時間) day1

14日

胆道癌 1 CDDP+GEM
ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8
シスプラチン 25mg/m2 (2時間) day1,8

21日

胆道癌 2 S-1+CDDP
シスプラチン 20mg/body (90分) day1,8
エスワンタイホウ  40mg/m2×2　day1-14

28日

神経内分泌癌 1 CPT-11+CDDP
イリノテカン 60mg/m2 (2時間) day1,8,15
シスプラチン 60mg/m2 (1時間) day1

28日

神経内分泌癌 2 VP-16+CDDP
エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1.2.3
シスプラチン 80mg/m2 (3時間) day1

21日

神経内分泌腫瘍 1 STZ+5-FU
ザノサー 500mg/m2 (30分) day1,2,3,4,5
フルオロウラシル 400mg/m2 (30分) day1,2,3,4,5

42日

臓器横断 1 Pembrolizumab キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 21日 MSI HighまたはTMB Highの場合に使用

臓器横断 2 Pembrolizumab（6週） キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 42日 MSI HighまたはTMB Highの場合に使用

原発不明癌 1 PAC+CBDCA
パクリタキセル 200mg/m2 (3時間) day1
カルボプラチン AUC6 (1時間) day1

21日

原発不明癌 2 Nivolumab オプジーボ 240mg/body (30分) day1 14日

原発不明癌 3 Nivolumab（4週） オプジーボ 480mg/body (30分) day1 28日


