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番号 がん腫 抗がん薬名 レジメン名 レジメン申請診療科

1 非小細胞肺癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

CBDCA + PTX / RTｘ 呼吸器・化学療法内科

2 非小細胞肺癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

CBDCA + PTX biweekly 呼吸器・化学療法内科

3
小細胞肺癌
非小細胞肺癌

カルセド【AMR】 AMR 呼吸器・化学療法内科

4
小細胞肺癌
非小細胞肺癌

カンプト【CPT-11】
シスプラチン【CDDP】

IP 呼吸器・化学療法内科

5 非小細胞肺癌
カルボプラチン【CBDCA】
ゲムシタビン【GEM】

CBDCA + GEM 呼吸器・化学療法内科

6 非小細胞肺癌
カルボプラチン【CBDCA】
ゲムシタビン【GEM】

CBDCA + GEM biweekly 呼吸器・化学療法内科

7 再発小細胞肺癌

シスプラチン【CDDP】
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エトポシド【VP-16】

modified CODE 呼吸器・化学療法内科

8
悪性胸膜中脾腫
非小細胞肺癌

アリムタ【PEM】
シスプラチン【CDDP】

CDDP（3分割） + PEM 呼吸器・化学療法内科

9
悪性胸膜中脾腫
非小細胞肺癌

アリムタ【PEM】
シスプラチン【CDDP】

CDDP + PEM 呼吸器・化学療法内科

10 限局型小細胞肺癌
エトポシド【VP-16】
シスプラチン【CDDP】

PE（3分割）/ RTx 呼吸器・化学療法内科

12 非小細胞肺癌 ロゼウス【VNR】 VNR 呼吸器・化学療法内科

13
小細胞肺癌
非小細胞肺癌

カンプト【CPT-11】 CPT-11単剤 呼吸器・化学療法内科

14 非小細胞肺癌 ドセタキセル【DTX】 DTX 呼吸器・化学療法内科

15 小細胞肺癌
エトポシド【VP-16】
シスプラチン【CDDP】

PE 呼吸器・化学療法内科

16 小細胞肺癌
エトポシド【VP-16】
シスプラチン【CDDP】

PE（3分割） 呼吸器・化学療法内科

17
小細胞肺癌
非小細胞肺癌

カンプト【CPT-11】
シスプラチン【CDDP】

IP（3分割） 呼吸器・化学療法内科

18 限局型小細胞肺癌
エトポシド【VP-16】
シスプラチン【CDDP】

PE / RTx 呼吸器・化学療法内科

19 小細胞肺癌
カルボプラチン【CBDCA】
エトポシド【VP-16】

CBDCA + VP-16 呼吸器・化学療法内科

20 小細胞肺癌
カルボプラチン【CBDCA】
エトポシド【VP-16】

CBDCA + VP-16(高齢者） 呼吸器・化学療法内科

21 非小細胞肺癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】

CDDP + DTX 呼吸器・化学療法内科

22 非小細胞肺癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】

CDDP（3分割）+ DTX 呼吸器・化学療法内科

23 非小細胞肺癌
ロゼウス【VNR】
シスプラチン【CDDP】

CDDP + VNR 呼吸器・化学療法内科

24 非小細胞肺癌
ロゼウス【VNR】
シスプラチン【CDDP】

CDDP（3分割）+ VNR 呼吸器・化学療法内科

25 非小細胞肺癌 ゲムシタビン【GEM】 GEM 呼吸器・化学療法内科

27 非小細胞肺癌
ロゼウス【VNR】
ゲムシタビン【GEM】

GEM + VNR 呼吸器・化学療法内科

28 非小細胞肺癌
ロゼウス【VNR】
ゲムシタビン【GEM】

GEM + VNR biweekly 呼吸器・化学療法内科

 がん化学療法承認レジメン一覧
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35 尿路上皮がん
ゲムシタビン【GEM】
シスプラチン【CDDP】

GC(CDDP) 泌尿器科

37 乳癌
エピルビシン【EPI】
エンドキサン【CPA】
5-FU【5-FU】

FEC100 乳腺内分泌外科

38 乳癌
エピルビシン【EPI】
エンドキサン【CPA】

EC100 乳腺内分泌外科

39 乳癌
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
5-FU【5-FU】

CAF 乳腺内分泌外科

40 乳癌
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】

AC 乳腺内分泌外科

41 乳癌
エンドキサン【CPA】
メソトレキセート【MTX】
5-FU【5-FU】

Classical CMF 乳腺内分泌外科

42 胃癌 カンプト【CPT-11】 CPT-11(A法） 消化器内科

43 胃癌 カンプト【CPT-11】 CPT-11(B法） 消化器内科

44 大腸癌 カンプト【CPT-11】 CPT-11(A法） 消化器内科

45 大腸癌 カンプト【CPT-11】 CPT-11(B法） 消化器内科

48 非小細胞肺癌
アリムタ【PEM】
カルボプラチン【CBDCA】

CBDCA + PEM 呼吸器・化学療法内科

49 非小細胞肺癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

CBDCA + PTX q3W 呼吸器・化学療法内科

53 乳癌 ハーセプチン【HER】 HER-q3w 乳腺内分泌外科

54 乳癌 ハーセプチン【HER】 HER-weekly 乳腺内分泌外科

55
卵巣癌
子宮体癌

ドセタキセル【DTX】
カルボプラチン【CBDCA】

DC(DTX + CBDCA) 産科婦人科

56
卵巣癌
子宮体癌

パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

TC(PTX + CBDCA) 産科婦人科

57 乳癌 ロゼウス【VNR】 VNR 乳腺内分泌外科

58 乳癌 パクリタキセル【PTX】 w-PTX 乳腺内分泌外科

59 乳癌 ドセタキセル【DTX】 3w-DTX 乳腺内分泌外科

60 乳癌 ドセタキセル【DTX】 2w-DTX 乳腺内分泌外科

61 非小細胞肺癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

CBDCA + PTX(100) biweekly 呼吸器・化学療法内科

62 非小細胞肺癌 ドセタキセル【DTX】 DTX weekly 呼吸器・化学療法内科

64 小細胞肺癌
パクリタキセル【PTX】
ニドラン【ACNU】

ACNU + PTX 呼吸器・化学療法内科

65 小細胞肺癌 ハイカムチン【TPT】 TPT 呼吸器・化学療法内科

66 結腸・直腸癌
エルプラット【L-OHP】
ゼローダ【Cape】

Xelox 消化器・総合外科

67 結腸・直腸癌
アバスチン【Ｂｅｖa】
エルプラット【L-OHP】
ゼローダ【Cape】

Xelox + Bevacizumab 消化器・総合外科

68 食道癌 ドセタキセル【DTX】 ＤＴＸ 消化器外科

69 胃癌
カンプト【CPT-11】
ティーエスワン【S-1】

CPT-1 + S-1 消化器外科
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70 胃癌
ドセタキセル【DTX】
ティーエスワン【S-1】

DTX + S-1 消化器外科

71 胃癌 パクリタキセル【PTX】 Ｗｅｅｋｌｙ　PTX 消化器外科

72 胃癌 カンプト【CPT-11】 ＣＰＴ-11(Ｂ法） 消化器外科

73 大腸癌

エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

mFOLFOX6 消化器外科

74 非ホジキンリンパ腫

オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

CHOP 血液内科

75 B細胞性非ホジキンリンパ腫

リツキサン【Rituximab】
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

R-CHOP 血液内科

76 びまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫

リツキサン【Rituximab】
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

R-CHOP（同時投与） 血液内科

78 ホジキンリンパ腫

エクザール【VBL】
ドキソルビシン【DXR】
ブレオ【BLM】
ダカルバジン【DTIC】

ABVD 血液内科

82 大腸癌
カンプト【CPT-11】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】

IFL 消化器外科

83 大腸癌

カンプト【CPT-11】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

FOLFIRI 消化器外科

84 大腸癌

アバスチン【Beva】
エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

Beva + mFOLOX6 消化器外科

85 大腸癌

アバスチン【Beva】
カンプト【CPT-11】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

Beva + FOLFIRI 消化器外科

86 結腸直腸癌
アービタックス【Cetuximab】
カンプト【CPT-11】

Cet + CPT-11 消化器外科

87 結腸直腸癌 アービタックス【Cetuximab】 Cet　 消化器外科

88 大腸癌
アバスチン【Beva】
カンプト【CPT-11】
ティーエスワン【S-1】

S-1 + CPT-11( ± Beva) 消化器外科

89 膵癌
ジェムザール【GEM】
ティーエスワン【S-1】

GEM + S-1 肝・胆・膵外科

90 胆嚢癌
ゲムシタビン【GEM】
ティーエスワン【S-1】

GEM + S-1 肝・胆・膵外科
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92 多発性骨髄腫 ベルケイド【BOR】 BOR(導入) 血液内科

93 多発性骨髄腫 ベルケイド【BOR】 BOR(維持) 血液内科

94 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
デキサート【DEX】

BOR / DEX 血液内科

97 関節リウマチ レミケード PSL併用レミケード 膠原病内科

98 関節リウマチ アクテムラ アクテムラ 膠原病内科

100 乳癌
ドセタキセル【DTX】
エンドキサン【CPA】

TC 乳腺内分泌外科

101 関節リウマチ レミケード
PSL併用レミケード + ニポラジン内
服

膠原病内科

102 クローン病 レミケード レミケード 消化器内科

103 膵癌 ジェムザール【GEM】 GEM + radiation 肝胆膵外科

104 膵癌 ゲムシタビン【GEM】 GEM単剤 肝・胆・膵外科

105 非小細胞肺癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】
アバスチン【Ｂｅｖa】

CP + Beva 呼吸器・化学療法内科

106 非小細胞肺癌
ゲムシタビン【GEM】
シスプラチン【CDDP】
アバスチン【Beva】

GC + Beva 呼吸器・化学療法内科

108 胆管癌
ゲムシタビン【GEM】
ティーエスワン【S-1】

GEM / S-1 消化器肝臓内科

110 B細胞性非ホジキンリンパ腫

リツキサン【Rituximab】
オンコビン【VCR】
ピノルビン【THP】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

R-THP-COP
血液内科・
腫瘍センター

111 非ホジキンリンパ腫

オンコビン【VCR】
ピノルビン【THP】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

THP-COP
血液内科・
腫瘍センター

113 胆道癌
ゲムシタビン【GEM】
ティーエスワン【S-1】

GEM + S-1 消化器内科

114
悪性胸膜中脾腫
非小細胞肺癌

アリムタ【PEM】 PEM 呼吸器・化学療法内科

115 非ホジキンリンパ腫

オンコビン【VCR】
エトポシド【VP-16】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

CEOP
血液内科・
腫瘍センター

116 非ホジキンリンパ腫

フィルデシン【VDS】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

CHFP
血液内科・
腫瘍センター

117 B細胞性非ホジキンリンパ腫
オンコビン【VCR】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

CVP
血液内科・
腫瘍センター

119 B細胞性非ホジキンリンパ腫

リツキサン【Rituximab】
オンコビン【VCR】
エトポシド【VP-16】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

R-CEOP
血液内科・
腫瘍センター
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120 B細胞性非ホジキンリンパ腫

リツキサン【Rituximab】
フィルデシン【VDS】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

R-CHFP
血液内科・
腫瘍センター

121 B細胞性非ホジキンリンパ腫

リツキサン【Rituximab】
オンコビン【VCR】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

R-CVP
血液内科・
腫瘍センター

122 B細胞性非ホジキンリンパ腫 リツキサン【Rituximab】 Ｒituximab
血液内科・
腫瘍センター

124
急性骨髄性白血病（前骨髄球性白血
病を除く）

イダマイシン【IDR】
キロサイド【Ara-C】

IDR + Ara-C
血液内科・
腫瘍センター

125
急性骨髄性白血病（前骨髄球性白血
病を除く）

ダウノマイシン【DNR】
キロサイド【Ara-C】

DNR + Ara-C
血液内科・
腫瘍センター

126
急性骨髄性白血病（前骨髄球性白血
病を除く）

アクラシノン【ACR】
キロサイド【Ara-C】

CA ： 皮下注射
血液内科・
腫瘍センター

127
急性骨髄性白血病（前骨髄球性白血
病を除く）

アクラシノン【ACR】
キロサイド【Ara-C】

CA ： 持続点滴
血液内科・
腫瘍センター

128
急性骨髄性白血病（前骨髄球性白血
病を除く）

アクラシノン【ACR】
キロサイド【Ara-C】

CAG ： 皮下注射
血液内科・
腫瘍センター

129
急性骨髄性白血病（前骨髄球性白血
病を除く）

アクラシノン【ACR】
キロサイド【Ara-C】

CAG ： 皮下注射
血液内科・
腫瘍センター

130 中枢神経リンパ腫（原発、二次性）
メソトレキセート【MTX】
デキサート【DEX】

DEX併用大量MTX
血液内科・
腫瘍センター

131 中枢神経リンパ腫（原発、二次性） キロサイド【Ara-C】 大量Ara-C
血液内科・
腫瘍センター

132 多発性骨髄腫 アルケラン【L-PAM】 大量L-PAM
血液内科・
腫瘍センター

133 低悪性度B細胞性リンパ腫 ロイスタチン【2-CdA】 クラドリビン（2時間投与法）
血液内科・
腫瘍センター

134
ヘアリー白血病
低悪性度B細胞性リンパ腫

ロイスタチン【2-CdA】 クラドリビン（持続投与法）
血液内科・
腫瘍センター

135 多発性骨髄腫
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
デキサート【DEX】

VAD
血液内科・
腫瘍センター

136 低悪性度B細胞性リンパ腫
リツキサン【Rituximab】
ロイスタチン【2-CdA】

R-2-CdA
血液内科・
腫瘍センター

137 多発性骨髄腫 エンドキサン【CPA】 大量CPA
血液内科・
腫瘍センター

138 悪性リンパ腫

ノバントロン【MIT】
カルボプラチン【CBDCA】
エトポシド【VP-16】
プレドニン【PSL】

MECP 血液内科

139 悪性リンパ腫

リツキサン【Rituximab】
ノバントロン【MIT】
カルボプラチン【CBDCA】
エトポシド【VP-16】
プレドニン【PSL】

R-MECP 血液内科
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140 成人T細胞白血病・リンパ腫

オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】
サイメリン【MCNU】
フィルデシン【VDS】
エトポシド【VP-16】
カルボプラチン【CBDCA】

VCAP-AMP-VECP 血液内科

141
慢性リンパ性白血病
低悪性度B細胞性非Hodgkinリンパ腫
マントン細胞リンパ腫

フルダラ【FLU】 フルダラビン 血液内科

145 結腸直腸癌

アービタックス【Cetuximab】
カンプト【CPT-11】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

FOLFIRI + Cet 消化器・総合外科

146 大腸癌

 ベクティビックス【Panitumumab】
エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

Pmab + mFOLOX6 消化器・総合外科

147 大腸癌

ベクティビックス【Panitumumab】
カンプト【CPT-11】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

Pmab + FOLFIRI 消化器・総合外科

148 胆道癌 ゲムシタビン【GEM】 GEM 肝・胆・膵外科

150 再発・不応性急性骨髄性白血病
キロサイドN【Ara-C】
ノバントロン【MIT】

ｓHAM
血液内科・
腫瘍センター

151 急性骨髄性白血病 キロサイドN【Ara-C】 大量Ara-C
血液内科・
腫瘍センター

152 急性骨髄性白血病
キロサイド【Ara-C】
ノバントロン【MIT】

地固め療法 ： MIT+Ara-C
血液内科・
腫瘍センター

153 急性骨髄性白血病
キロサイド【Ara-C】
ダウノマイシン【DNR】

地固め療法 ： DNR+Ara-C
血液内科・
腫瘍センター

154 急性骨髄性白血病
キロサイド【Ara-C】
アクラシノン【ACR】

地固め療法 ： ACR+Ara-C
血液内科・
腫瘍センター

155 急性骨髄性白血病

キロサイド【Ara-C】
エトポシド【VP-16】
オンコビン【VCR】
フィルデシン【VDS】

地固め療法 ： A triple V
血液内科・
腫瘍センター

156 胃がん カンプト【CPT-11】 CPT-11
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

157 胃がん ドセタキセル【DTX】 DTX
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

158 胃癌 パクリタキセル【PTX】 PTX
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

159 胃癌 パクリタキセル【PTX】 ｗPTX
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

160 胃癌
シスプラチン【CDDP】
ティーエスワン【S-1】

S-1 / CDDP
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

161 胃癌
パクリタキセル【PTX】
ティーエスワン【S-1】

S-1 / PTX
消化器肝臓内科・腫瘍
センター
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162 胃癌
ドセタキセル【DTX】
ティーエスワン【S-1】

S-1 / DTX
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

163 胃癌
カンプト【CPT-11】
ティーエスワン【S-1】

IRIS（CPT-11 / Ｓ-1）
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

164 胃癌
カンプト【CPT-11】
シスプラチン【CDDP】

CPT-11 / CDDP
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

165 胆道癌 ゲムシタビン【GEM】 GEM
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

168 悪性リンパ腫

デキサート【DEX】
エンドキサン【CPA】
キロサイドN【Ara-C】
エトポシド【VP-16】

CHASE
血液内科
腫瘍センター

169
CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ
腫

デキサート【DEX】
エンドキサン【CPA】
キロサイドN【Ara-C】
エトポシド【VP-16】
リツキサン【Rituximab】

CHASER
血液内科
腫瘍センター

170 T細胞性非ホジキンリンパ腫
デキサート【DEX】
カンプト【CPT-11】
ノバントロン【MIT】

CMD
血液内科
腫瘍センター

171
CD20陽性B細胞性非ホジキンリンパ
腫

リツキサン【Rituximab】
デキサート【DEX】
カンプト【CPT-11】
ノバントロン【MIT】

R-CMD
血液内科
腫瘍センター

172 再発・難治性急性リンパ性白血病

エキドサキン【CPA】
ドキソルビシン【DXR】
オンコビン【VCR】
デキサート【DEX】

Hyper-CVAD / MA（コース1）
血液内科
腫瘍センター

173 再発・難治性急性リンパ性白血病
メソトレキセート【MTX】
キロサイドN【Ara-C】
アルケラン【L-PAM】

Hyper-CVAD / MA（コース2）
血液内科
腫瘍センター

174 悪性リンパ腫

サイメリン【MCNU】
カルボプラチン【CBDCA】
エトポシド【VP-16】
エンドキサン【CPA】

MCEC
血液内科
腫瘍センター

176 悪性リンパ腫

デキサート【DEX】
エンドキサン【CPA】
エトポシド【VP-16】
アルケラン【L-PAM】

LEED
血液内科
腫瘍センター

194 悪性褐色細胞腫
エンドキサン【CPA】
オンコビン【VCR】
ダカルバジン【DTIC】

CVD 乳腺内分泌外科

195 乳癌 アブラキサン【nab-PTX】 アブラキサン 乳腺内分泌外科

196 乳癌 ゲムシタビン【GEM】 GEM 乳腺内分泌外科

197 乳癌
パクリタキセル【PTX】
ゲムシタビン【GEM】

GT 乳腺内分泌外科

198 乳癌
ロゼウス【VNR】
ハーセプチン【HER】

ｗHER + VNB 乳腺内分泌外科

199 去勢抵抗性前立腺癌
ドセタキセル【DTX】
カルボプラチン【CBDCA】
ビアセチル【EMP】

DEC 泌尿器科
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201 去勢抵抗性前立腺癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】
ビアセチル【EMP】

PEC 泌尿器科

202

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白
血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形
成症候群、再生不良性貧血、悪性リ
ンパ腫

ブスルフェクス【BU】
エンドキサン【CPA】

同種造血幹細胞移植前処置 ： BU / 
CY

血液内科
腫瘍センター

203

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白
血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形
成症候群、再生不良性貧血、悪性リ
ンパ腫

エンドキサン【CPA】
同種造血幹細胞移植前処置 ： CY / 
TBI

血液内科
腫瘍センター

204
急性リンパ性白血病、急性骨髄性白
血病、慢性骨髄性白血病、悪性リン
パ腫

キロサイドN【Ara-C】
エンドキサン【CPA】

同種造血幹細胞移植前処置 ： CA 
/ CY / TBI

血液内科
腫瘍センター

205
急性骨髄性白血病、急性リンパ性白
血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形
成症候群、悪性リンパ腫

フルダラ【FLU】
ブスルフェクス【BU】

同種造血幹細胞移植前処置 ： FLU 
/ BU

血液内科
腫瘍センター

206

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白
血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形
成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨
髄腫

フルダラ【FLU】
アルケラン【L-PAM】

同種造血幹細胞移植前処置 ： FLU 
/ MEL

血液内科
腫瘍センター

207

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白
血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形
成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨
髄腫

フルダラ【FLU】
エンドキサン【CPA】

同種造血幹細胞移植前処置 ： FLU 
/ CY

血液内科
腫瘍センター

208 非ホジキンリンパ腫

デキサート【DEX】
カルボプラチン【CBDCA】
エトポシド【VP-16】
イホマイド【IFM】

DeVIC
腫瘍センター
血液内科

209 膵癌
ゲムシタビン【GEM】
ティーエスワン【S-1】

GEM + S-1
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

210 膵癌 ゲムシタビン【GEM】 GEM
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

211 大腸癌
アバスチン【Beva】
エルプラット【L-OHP】
ゼローダ【Cape】

CapeOx (XELOX) + BV
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

212 大腸癌
エルプラット【L-OHP】
ゼローダ【Cape】

CapeOx (XEOLX)
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

213 大腸癌 アービタックス【Cetuximab】 Cetuximab
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

214 大腸癌
アービタックス【Cetuximab】
カンプト【CPT-11】

CTP-11 + Cetuximab
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

215 大腸癌 カンプト【CPT-11】 CTP-11
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

216 大腸癌

アバスチン【Beva】
カンプト【CPT-11】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

FOLFIRI + BV
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

217 大腸癌

アービタックス【Cetuximab】
カンプト【CPT-11】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

FOLFIRI + Cetuximab
消化器肝臓内科・腫瘍
センター
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218 大腸癌

ベクティビックス【Panitumumab】
カンプト【CPT-11】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

FOLFIRI + Panitumumab
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

219 大腸癌

カンプト【CPT-11】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

FOLFIRI
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

220 大腸癌

アバスチン【Beva】
エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

mFOLFOX6 + BV
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

221 大腸癌

アービタックス【Cetuximab】
エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

mFOLFOX6 + Cetuximab
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

222 大腸癌

ベクティビックス【Panitumumab】
エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

mFOLFOX6 + Panitumumab
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

223 大腸癌

エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

mFOLFOX6
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

224 大腸癌 ベクティビックス【Panitumumab】 Panitumumab
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

225 食道癌
アクプラ【Nedaplatin】
5-FU【5-FU】

5-FU / Nedaplatin
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

226 食道癌
アクプラ【Nedaplatin】
5-FU【5-FU】

5-FU / Nedaplatin(放射線併用）
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

227 食道癌 ドセタキセル【DTX】 DTX
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

228 食道癌
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

FP
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

229 食道癌
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

FP40 / 400（放射線併用）
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

230 食道癌
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

FP70 / 700（放射線併用）
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

240 食道癌 アクプラ【Nedaplatin】 Nedaplatin
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

241 B細胞性非ホジキンリンパ腫 トレアキシン【BEN】 Bendamustine単独
血液内科
腫瘍センター

245 B細胞性非ホジキンリンパ腫
リツキサン【Rituximab】
トレアキシン【BEN】

Retuximab + Bendamustine併用
血液内科
腫瘍センター

246 卵巣癌 ドキシル注【PLD】 PLD単独 産科婦人科

247 卵巣癌
ドキシル【PLD】
ゲムシタビン【GEM】

PLD + GEM 産科婦人科

248 卵巣癌
ドキシル【PLD】
カルボプラチン【CBDCA】

PLD + CBDCA 産科婦人科

249
卵巣癌
子宮体癌
子宮頚癌

ドセタキセル【ＤＴＸ】
カルボプラチン【CBDCA】

weekly DC 産科婦人科
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250 成人急性リンパ性白血病

オンコビン【VCR】
プレドニン【PSL】
メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】

成人急性リンパ性白血病（維持療
法）

血液内科
腫瘍センター

251 乾癬 レミケード PSL併用レミケード 皮膚科

252 胃癌
シスプラチン【CDDP】
ティーエスワン【S-1】

S-1 / CDDP 消化器外科

253 食道癌
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

FP 消化器外科

254 食道癌
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

FP / RT（JCOG9906） 消化器外科

255 胃癌
カンプト【CPT-11】
シスプラチン【CDDP】

CPT-11 / CDDP 消化器外科

256 急性骨髄性白血病 マイロターグ【GO】 GO 血液内科

259 胃癌
ハーセプチン【HER】
シスプラチン【CDDP】
ゼローダ【Cape】

XP + T
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

260 若年性関節リウマチ全身型 アクテムラ アクテムラｓJlA 小児科

261 子宮頸癌 シスプラチン【CDDP】 CDDP / RT 産科婦人科

262 卵巣癌
ゲムシタビン【GEM】
カルボプラチン【CBDCA】

GEM ＋ CBDCA 産科婦人科

263
子宮頸癌
卵巣癌

カンプト【CPT-11】
シスプラチン【CDDP】

CPT-P 産科婦人科

264 子宮頸癌
カンプト【CPT-11】
マイトマイシン【MMC】

CPT-１１ + MMC 産科婦人科

265
子宮体癌
卵巣癌

パクリタキセル【PTX】 weekly T 産科婦人科

267 肝細胞癌
アイエーコール【CDDP】
5-FU【5-FU】

Low-dose FP
消化器肝臓内科・
腫瘍センター

268 上咽頭癌
5-FU【5-FU】
シスプラチン【CDDP】

CDDP + 5-FU / RT 耳鼻咽喉科

269 非小細胞肺がん
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

weekly CBDCA + PTX  CCRT 呼吸器・化学療法内科

270 肉腫
ドキソルビシン【DXR】
イホマイド【IFM】

ＡＩ 腫瘍センター

272 頭頸部癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

DTX + CDDP + 5-FU 耳鼻咽喉科

273 大腸癌

アービタックス【Cetuximab】
エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

mFOLFOX6  +Cetuximab 消化器・総合外科

274 非小細胞肺癌
ゲムシタビン【GEM】
シスプラチン【CDDP】

CDDP + GEM 呼吸器・化学療法内科

276 肉腫 ドキソルビシン【DXR】 DXR 腫瘍センター

278 肉腫 イホマイド【IFM】 Ｉ 腫瘍センター

279 非小細胞肺癌（扁平上皮癌を除く）
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】
アバスチン【Beva】

CBDCA  /  PTX bi-weekly ＋ Beva 呼吸器・化学療法内科
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280 Burkitt / Burkitt-like lymphoma

オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
メソトレキセート【MTX】
キロサイド【Ara-C】髄注
メソトレキセート【MTX】髄注

CODOX-M 血液内科

281 Burkitt / Burkitt-like lymphoma

オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
メソトレキセート【MTX】
キロサイド【Ara-C】髄注
メソトレキセート【MTX】髄注
リツキサン【Rituximab】

R-CODOX-M 血液内科

282 Burkitt / Burkitt-like lymphoma

キロサイドN【Ara-C】
イホマイド【IFM】
エトポシド【VP-16】
キロサイド【Ara-C】髄注
メソトレキセート【MTX】髄注

IVAC 血液内科

283 Burkitt / Burkitt-like lymphoma

キロサイドN【Ara-C】
イホマイド【IFM】
エトポシド【VP-16】
キロサイド【Ara-C】髄注
メソトレキセート【MTX】髄注
リツキサン【Rituximab】

R-IVAC 血液内科

285 非ホジキンリンパ腫
デカドロン【DEX】
ペプレオ【PEP】
オンコビン【VCR】

DOP
血液内科
腫瘍センター

286 精巣腫瘍
パクリタキセル【PTX】
シスプラチン【CDDP】
イホマイド【IFM】

TIP 泌尿器科

287 胆道癌
シスプラチン【CDDP】
ゲムシタビン【GEM】

GEM + CDDP
消化器肝臓内科・
腫瘍センター

291 慢性リンパ性白血病
フルダラ【FLU】
エンドキサン【CPA】

FC
血液内科・
腫瘍センター

292
フィラデルフィア染色体陽性成人急性
リンパ性白血病(Ph+ALL)

メソトレキセート【MTX】
キロサイド【Ara-C】
ソルメドロール【mPSL】
メソトレキセート【MTX】髄注
キロサイド【Ara-C】髄注
デキサート【DEX】髄注

地固め（C1)
血液内科・
腫瘍センター

293
フィラデルフィア染色体陽性成人急性
リンパ性白血病(Ph+ALL)

オンコビン【VCR】
プレドニン【PSL】
グリベック【imatinib】

維持
血液内科・
腫瘍センター

294
フィラデルフィア染色体陽性成人急性
リンパ性白血病(Ph+ALL)

グリベック【imatinib】
メソトレキセート【MTX】髄注
キロサイド【Ara-C】髄注
デキサート【DEX】髄注

地固め（C2）
血液内科・
腫瘍センター

295
フィラデルフィア染色体陽性成人急性
リンパ性白血病(Ph+ALL)

エンドキサン【CPA】
ダウノマイシン【DNR】
オンコビン【VCR】
プレドニン【PSL】
グリベック【imatinib】
メソトレキセート【MTX】髄注
キロサイド【Ara-C】髄注
デキサート【DEX】髄注

寛解導入
血液内科・
腫瘍センター

296
CD20陽性再発又は難治性低悪性度
B細胞性非ホジキンリンパ腫
マントル細胞リンパ腫

リツキサン【Rituximab】
ゼヴァリン　インジウム（111In）
ゼヴァリン　イットリウム（90Y）

ゼヴァリン
血液内科・
腫瘍センター
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297 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
デキサート【DEX】

weekly bortezomib + 
dexamethasone（JMSG－0902）

血液内科・
腫瘍センター

299 血管肉腫 パクリタキセル【PTX】 ｗPTX 皮膚科

300 乳癌 ハラヴェン【Eribulin】 ハラヴェン 乳腺内分泌外科

301 肺がん
アリムタ【PEM】
カルボプラチン【CBDCA】
イレッサ【Gefitinib】

Gefitinib ＋ CBDCA + Pem 呼吸器・化学療法内科

302 胃癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】
ティーエスワン【S-1】

DCS 消化器外科

303 非小細胞肺癌
カルボプラチン【CBDCA】
ティーエスワン【S-1】

CBDCA + S-1 呼吸器・化学療法内科

304 非小細胞肺癌
ロゼウス【VNR】
カルボプラチン【CBDCA】

CBDCA + VNR 呼吸器・化学療法内科

306 T-ALL

オンコビン【VCR】
デキサート【DEX】
ダウノマイシン【DNR】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

寛解導入(IA) 2-5w 小児科

307 T-ALL

エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

早期強化（IB) 小児科

308 T-ALL

メソトレキセート【MTX】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

SR強化 小児科

309 T-ALL

オンコビン【VCR】
デキサート【DEX】
ダウノマイシン【DNR】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注（CNS2のみ）

再寛解導入1(ⅡA + L) 小児科

310 T-ALL

エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

再寛解導入2(ⅡB + L) 小児科

311 T-ALL アラノンジー【NEL】 HR強化NEL 小児科

312 T-ALL

デカドロン【DEX】
キロサイドN【Ara-C】
ロイナーゼ【L-ASP】
エトポシド【VP-16】
TIT髄注

HR強化HR3 小児科

313 T-ALL

デカドロン【DEX】
フィルデシン【VDS】
メソトレキセート【MTX】
イフォマイド【IFM】
ロイナーゼ【L-ASP】
ダウノマイシン【DNR】
TIT髄注

HR強化法HR2 小児科



臨床試験
治験

適応外

番号 がん腫 抗がん薬名 レジメン名 レジメン申請診療科

 がん化学療法承認レジメン一覧

314 T-ALL

デカドロン【DEX】
オンコビン【VCR】
メソトレキセート【MTX】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
キロサイドN【Ara-C】
TIT髄注

HR強化HR1 小児科

315 T-ALL

デカドロン【DEX】
エトポシド【VP-16】
キロサイド【Ara-C】
TIT髄注

VHR Con.C 小児科

316 T-ALL

プレドニン【PSL】
オンコビン【VCR】
メソトレキセート【MTX】
キロサイド【Ara-C】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

VHR Con.A 小児科

317 T-ALL

プレドニン【PSL】
オンコビン【VCR】
エンドキサン【CPA】
ピノルビン【THP】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

VHR Con.B 小児科

319 非小細胞癌 パクリタキセル【PTX】 PTX 呼吸器・化学療法内科

320 関節リウマチ オレンシア オレンシア 膠原病内科

321 B細胞性悪性リンパ腫

リツキサン【Rituximab】
イホマイド【IFM】
エトポシド【VP-16】
カルボプラチン【CBDCA】

R-ICE 腫瘍・血液内科

322 悪性リンパ腫
イホマイド【IFM】
エトポシド【VP-16】
カルボプラチン【CBDCA】

ICE 腫瘍・血液内科

323 多発性骨髄腫 エンドキサン【CPA】 CPA 腫瘍・血液内科

324 卵巣癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

dd-TC 産科婦人科

325 腎細胞癌 トーリセル【TEM】 Temsirolimus 泌尿器科

326
多発性骨髄腫と固形癌骨転位で骨病
変を認めるもの

ゾメタ ゾメタ 腫瘍・血液内科

328 乳癌 ドセタキセル【DTX】 3w-DTX75 乳腺内分泌外科

329 乳癌 ゾラデックス3.6mg ゴセレリン 乳腺内分泌外科

330 乳癌 リュープリン3.75mg リュープロレリン 乳腺内分泌外科

331 乳癌 リュープリンSR11.25mg LH-RHa(リュープロレリン　12週毎） 乳腺内分泌外科

332 乳癌
ドセタキセル【DTX】
ハーセプチン【HER】

q3wDTX60 + wHER 乳腺内分泌外科

334 乳癌
ドセタキセル【DTX】
ハーセプチン【HER】

q3wDTX75 + q3wHER 乳腺内分泌外科

336 乳癌
パクリタキセル【PTX】
ハーセプチン【HER】

ｗPAC + ｗHER 乳腺内分泌外科

338 乳癌 ゾメタ ゾメタ 乳腺内分泌外科

339 乳癌 フェソロデックス フルベストラント 乳腺内分泌外科

340 前立腺癌 リュープリンSR11.25mg Leuprorelin 3M 泌尿器科

341 前立腺癌 ゾラデックスLA10.8mg Goserelin 3M 泌尿器科
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342
卵巣癌
子宮頚癌

パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

weekly TC 産科婦人科

343 子宮頚癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

weekly TC / RT 産科婦人科

344 子宮平滑筋肉腫
ドセタキセル【DTX】
ゲムシタビン【GEM】

DTX + GEM 産科婦人科

345 卵巣癌 ハイカムチン【TPT】 TPT 産科婦人科

346 肉腫
ドキソルビシン【DXR】
シスプラチン【CDDP】

CDDP + DXR 腫瘍・血液内科

348 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
エンドキサン【CPA】
レナデックス【DEX】

VCD(Once weekly) 腫瘍・血液内科

349 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
エンドキサン【CPA】
レナデックス【DEX】

VCD(twice weekly) 腫瘍・血液内科

350 low-grade gliomas
オンコビン【VCR】
カルボプラチン【CBDCA】

CV　Induction 小児科

351 low-grade gliomas
オンコビン【VCR】
カルボプラチン【CBDCA】

CV　Maintenance 小児科

352 再発難治悪性リンパ腫

プリドール【ｍPSL】
キロサイドN【Ara-C】
エトポシド【VP-16】
シスプラチン【CDDP】

ESHAP 腫瘍・血液内科

353 非小細胞肺癌 パクリタキセル【PTX】 wPTX 呼吸器・化学療法内科

356
多発性骨髄腫及び固形癌骨転移に
よる骨病変

ランマーク ランマーク皮下 乳腺内分泌外科

357 乳癌
パクリタキセル【PTX】
アバスチン【Beva】

Pac / AVA 乳腺内分泌外科

358
CD5陽性びまん性大細胞型B細胞性
リンパ腫

リツキサン【Rituximab】
エトポシド【VP-16】
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
プレドニン【PSL】
エンドキサン【CPA】

EPOCH-R
(Pearl 5)

腫瘍・血液内科

359
CD5陽性びまん性大細胞型B細胞性
リンパ腫

メソトレキセート【MTX】
ロイコボリン【LV】

HD-MTX(Pearl 5) 腫瘍・血液内科

360 キャッスルマン病 アクテムラ アクテムラ 腫瘍・血液内科

362 発作性夜間ヘモグロビン尿症 ソリリス【Eculizumab】 ソリリス(開始時) 腫瘍・血液内科

363 発作性夜間ヘモグロビン尿症 ソリリス【Eculizumab】 ソリリス（維持） 腫瘍・血液内科

364
EGFR遺伝子変異陰性または不明で
ある非扁平上皮非小細胞肺癌

アリムタ　【PEM】
カルボプラチン【CBDCA】
アバスチン　【Beva】

CBDCA + PEM ＋ Beva 呼吸器・化学療法内科

366 非小細胞肺癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】

CDDP / DTX / RTx 呼吸器・化学療法内科

367 前立腺癌 ゴナックス Degarelix Acetate 泌尿器科

368 頭頸部癌 アービタックス【Cetuximab】 Cetuximab + RT 耳鼻咽喉科

369 頭頸部癌
アービタックス【Cetuximab】
カルボプラチン【CBDCA】
5-FU【5-FU】

Cetuximab + CBDCA + 5-FU 耳鼻咽喉科

370 頭頸部癌
アービタックス【Cetuximab】
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

Cetuximab + CDDP + 5-FU 耳鼻咽喉科
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371 非扁平上皮非小細胞肺癌
アリムタ【PEM】
カルボプラチン【CBDCA】
アバスチン【Beva】

Cb + Pem + Bev 呼吸器・化学療法内科

372 非扁平上皮非小細胞肺癌
アリムタ【PEM】
アバスチン【Beva】

Pem + Bev 呼吸器・化学療法内科

373 非扁平上皮非小細胞肺癌
アリムタ【PEM】
アバスチン【Beva】

Pem + Bev(7.5) 呼吸器・化学療法内科

374 非扁平上皮非小細胞肺癌
シスプラチン【CDDP】
アリムタ【PEM】
アバスチン【Beva】

CDDP + Pem + Bev 呼吸器・化学療法内科

375 大腸癌
カンプト【CPT-11】
ティーエスワン【S-1】

IRIS
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

379 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
デキサート【DEX】

BOR(皮下注）（導入） 腫瘍・血液内科

380 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
デキサート【DEX】

BOR(皮下注）（維持） 腫瘍・血液内科

381 悪性リンパ腫
ゲムシタビン【GEM】
シスプラチン【CDDP】
デキサート【DEX】

GDP 腫瘍・血液内科

383 肝細胞癌
アイエーコール【CDDP】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

cisplatin-lipiodol plus 5-FU(初回) 肝臓内科

384 肝細胞癌
アイエーコール【CDDP】
5-FU【5-FU】

cisplatin-lipiodol plus 5-FU(継続) 肝臓内科

385 胃癌 アブラキサン【nab-PTX】 nab-PTX
消化器肝臓内科・
腫瘍センター

386 非小細胞肺癌
カルボプラチン【CBDCA】
アブラキサン【nab-PTX】

CBDCA / nab-PTX 呼吸器・化学療法内科

387

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白
血病、慢性骨髄性白血病、骨髄異形
成症候群、骨髄線維症、悪性リンパ
腫

フルダラ【FLU】
ブスルフェクス【BU】

同種造血幹細胞移植前処置 ： FLU 
+ BU4

腫瘍・血液内科

391 非ホジキンリンパ腫
デキサート【DEX】
シスプラチン【CDDP】
ゲムシタビン【GEM】

GDP(short Hydration) 腫瘍・血液内科

392 CD20陽性非ホジキンリンパ腫

リツキサン【Rituximab】
デキサート【DEX】
シスプラチン【CDDP】
ゲムシタビン【GEM】

R-GDP(short Hydration) 腫瘍・血液内科

393 B細胞性非ホジキンリンパ腫
リツキサン【Rituximab】
トレアキシン【BEN】

Rituximab + Bendamustine併用 腫瘍・血液内科

394 本態性血小板血症 サイメリン【MCNU】 MCNU 腫瘍・血液内科

395 悪性リンパ腫

エトポシド【VP-16】
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
プレドニン【PSL】
エンドキサン【CPA】

EPOCH 腫瘍・血液内科

396 悪性リンパ腫

リツキサン【Rituximab】
エトポシド【VP-16】
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
プレドニン【PSL】
エンドキサン【CPA】

EPOCH-R 腫瘍・血液内科
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397
急性骨髄性白血病
急性リンパ性白血病
骨髄異形成症候群

フルダラ【FLU】
エンドキサン【CPA】
ブスルフェクス【BU】
エンドキサン【CPA】

Haplo13 腫瘍・血液内科

398 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
エンドキサン【CPA】
レナデックス【DEX】

週1回VCD療法(sVCD EMM13 Once 
weekly)

腫瘍・血液内科

399 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
エンドキサン【CPA】
レナデックス【DEX】

週2回VCD療法(sVCD EMM13 twice 
weekly)

腫瘍・血液内科

400 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
アルケラン【L-PAM】

ボルテゾミブ併用大量メルファラン
(BOR + L-PAM EMM13)

腫瘍・血液内科

401
急性骨髄性白血病
骨髄異形成症候群

キロサイド【Ara-C】
キロサイドN【Ara-C】
フルダラ【FLU】
ブスルフェクス【BU】

フルダラビン ＋ ブスルフェクス
(FB13)

腫瘍・血液内科

402 非小細胞肺癌 アブラキサン【nab-PTX】 nab-PTX 呼吸器外科

403 B-ALL

オンコビン【VCR】
プレドニン【PSL】
ダウノマイシン【DNR】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

寛解導入SR（ⅠA2) 小児科

404 B-ALL

オンコビン【VCR】
プレドニン【PSL】
ダウノマイシン【DNR】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

寛解導入IR / HR（ⅠA4) 小児科

405 B-ALL

エンドキサン【CPA】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

早期強化SR / IR(A)（IB) 小児科

406 B-ALL

エンドキサン【CPA】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

早期強化IR(B) / HR(A)（IB + L) 小児科

407 B-ALL

オンコビン【VCR】
エンドキサン【CPA】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

早期強化HR-VCR(B)（IB + VL) 小児科

408 B-ALL
メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

強化SR(M2) 小児科

409 B-ALL
メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

強化IR(A)(M5) 小児科

410 B-ALL

メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

強化IR(B)(M5+L) 小児科

411 B-ALL

メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】
オンコビン【VCR】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

強化HR-VCR(B)(M5 + VL) 小児科



臨床試験
治験

適応外

番号 がん腫 抗がん薬名 レジメン名 レジメン申請診療科

 がん化学療法承認レジメン一覧

413 B-ALL

デキサート【DEX】
キロサイドN【Ara-C】
エトポシド【VP-16】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

強化HR3 小児科

414 B-ALL

デキサート【DEX】
フィルデシン【VDS】
メソトレキセート【MTX】
イホマイド【IFM】
ダウノルビシン【DNR】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

強化HR2 小児科

415 B-ALL

デキサート【DEX】
フィルデシン【VDS】
メソトレキセート【MTX】
キロサイドN【Ara-C】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

強化HR1 小児科

416 B-ALL

オンコビン【VCR】
デキサート【DEX】
ピノルビン【THP】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

再寛解導入療法Ⅲ 小児科

417 B-ALL

オンコビン【VCR】
デキサート【DEX】
ピノルビン【THP】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

再寛解導入Ⅲ + L 小児科

418 B-ALL

オンコビン【VCR】
デキサート【DEX】
ピノルビン【THP】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

再寛解導入Ⅲ + VL 小児科

419 B-ALL
メソトレキセート【MTX】髄注
キロサイド【Ara-C】髄注
プレドニン【PSL】髄注

TIT 小児科

420 B-ALL
メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

強化SR(M2)Down 小児科

421 B-ALL
メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】
TIT髄注

強化IR(A)(M5)Down 小児科

422 B-ALL

ソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

強化IR(B)(M5 + L)Down 小児科

423 B-ALL

メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】
オンコビン【VCR】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

強化HR-VCR(B)(M5 + VL)Down 小児科
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424 非小細胞肺癌
アリムタ【PEM】
シスプラチン【CDDP】
アバスチン【Beva】

CDDP / PEM / BEV 呼吸器・化学療法内科

425 非小細胞肺癌
アリムタ【PEM】
シスプラチン【CDDP】
アバスチン【Beva】

CDDP（３分割） / PEM / BEV 呼吸器・化学療法内科

426 肺腺癌 アリムタ【PEM】 PEM 呼吸器外科

428 膵癌
ゲムシタビン【GEM】
タルセバ【Erl】

GEM + Erl
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

429
急性白血病
悪性リンパ腫
多発性骨髄腫

キロサイド【Ara-C】髄注
メソトレキセート【MTX】髄注
デキサート【DEX】髄注

IT-DEX 腫瘍・血液内科

430
急性白血病
悪性リンパ腫
多発性骨髄腫

キロサイド【Ara-C】髄注
メソトレキセート【MTX】髄注
プレドニン【PSL】髄注

IT-PSL 腫瘍・血液内科

432 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
エンドキサン【CPA】
デキサート【DEX】

Once weekly VCD(静注） 腫瘍・血液内科

433 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
エンドキサン【CPA】
デキサート【DEX】

Once weekly VCD(皮下注） 腫瘍・血液内科

434 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
エンドキサン【CPA】
デキサート【DEX】

Twice weekly VCD（静注） 腫瘍・血液内科

435 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
エンドキサン【CPA】
デキサート【DEX】

Twice weekly VCD(皮下注） 腫瘍・血液内科

436 食道がん パクリタキセル【PTX】 Weekly PTX 消化器・総合外科

437 非小細胞肺がん
アバスチン【Beva】
ロゼウス【VNR】
シスプラチン【CDDP】

CDDP + VNR + B-mab
腫瘍センター・呼吸器外
科

438 悪性リンパ腫 ポテリジオ【Mogamulizumab】 モガムリズマブ 腫瘍・血液内科

439 骨肉腫 メソトレキセート【MTX】 HD-MTX 腫瘍・血液内科

440 骨肉腫
ドキソルビシン【DXR】
シスプラチン【CDDP】

DXR + CDDP 腫瘍・血液内科

441 B-ALL

デキサート【DEX】
オンコビン【VCR】
メソトレキセート【MTX】
キロサイドN【Ara-C】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

強化HR1.Down 小児科

442 B-ALL

デキサート【DEX】
フィルデシン【VDS】
メソトレキセート【MTX】
イホマイド【IFM】
ダウノマイシン【DNR】
ロイナーゼ【L-ASP】
TIT髄注

強化HR2.Down 小児科

443 非小細胞肺癌
ドセタキセル【DTX】
アバスチン【Beva】

DTX / BEV 呼吸器・化学療法内科
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444 頭頚部癌
パクリタキセル【PTX】
アービタックス【Cetuximab】

weekly paclitaxel + cetuximab 耳鼻咽喉科

445 B細胞性非ホジキンリンパ腫

プレドニン【PSL】
リツキサン【Rituximab】
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】

R-CHOP(25-10) 腫瘍・血液内科

446 B細胞性非ホジキンリンパ腫

プレドニン【PSL】
R05072759
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】

G-CHOP(25-10) 腫瘍・血液内科

447 非小細胞肺癌 カルボプラチン【CBDCA】 CBDCA / RTx 呼吸器・化学療法内科

448 非小細胞肺癌 アブラキサン【nab-PTX】 Nab-PTX 呼吸器・化学療法内科

449 乳がん
パージェタ　【Per】
ハーセプチン【HER】
ドセタキセル【DTX】

パージェタ + HER + DTX 乳腺内分泌外科

450 膵がん

エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
カンプト【CPT-11】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

FOLFIRINOX
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

452 骨肉腫 ドキソルビシン【DXR】 DXR単剤 腫瘍・血液内科

453 骨肉腫 イホマイド【IFM】 HD-IFM 腫瘍・血液内科

454 食道がん パクリタキセル【PTX】 Weekly PTX
消化器肝臓内科・
腫瘍血液内科

455 大腸がん
ベクティビックス【Panitumumab】
エルプラット【L-OHP】
ゼローダ【Cape】

XELOX + P-mab
消化器肝臓内科・
腫瘍血液内科

456 卵巣癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】
アバスチン【Beva】

TC ＋ BEV(PTX ＋ CBDCA ＋ 
BEV)

産科婦人科

457 卵巣癌 アバスチン【Beva】
TC ＋ BEV(PTX ＋ CBDCA ＋ 
BEV) ： 維持

産科婦人科

458 乾癬 TA-650 TA-650(25-15) 5mg/kg 皮膚科

459 乾癬 TA-650 TA-650(25-15) 10mg/kg 皮膚科

460 乳癌
RO5304020
トラスツズマブ エムタンシン
[T-DM1]

RO5304020(25-17) 乳腺内分泌外科

461 慢性リンパ性白血病 SyB L-0501（BEN） SyB L-0501(24-12) 腫瘍・血液内科

462 胚細胞腫瘍
ブレオ【BLM】
エトポシド【VP-16】
シスプラチン【CDDP】

BEP 泌尿器科

463 膀胱癌

メソトレキセート【MTX】
エクザール【VBL】
ドキソルビシン【DXR】
シスプラチン【CDDP】

MVAC 泌尿器科

464 前立腺癌
ドセタキセル【DTX】
プレドニン【PSL】

DTX + PSL 泌尿器科
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465 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
レナデックス【DEX】
ドキソルビシン【DXR】

Pad(皮下注 / 静注)
腫瘍センター
腫瘍・血液内科

466 胃癌
ハーセプチン【HER】
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

FP + T
腫瘍センター
腫瘍・血液内科

467 B-NHL

デキサート【DEX】
メソトレキセート【MTX】
オンコビン【VCR】
エンドキサン【CPA】
ピノルビン【THP】
TIT髄注

4A1 小児科

468 B-NHL

デキサート【DEX】
メソトレキセート【MTX】
オンコビン【VCR】
エンドキサン【CPA】
ピノルビン【THP】
TIT髄注

4A2 小児科

469 B-NHL

デキサート【DEX】
キロサイドN【Ara-C】
エトポシド【VP-16】
オンコビン【VCR】
DIT髄注
TIT髄注

4B 小児科

470 乳がん カドサイラ【T-DM1】 カドサイラ 乳腺内分泌外科

471 乳がん
ハラヴェン【Eribulin】
ハーセプチン【HER】

ハラヴェン + ハーセプチン 乳腺内分泌外科

472 悪性黒色腫 オプジーボ【Nivolumab】 ニボルマブ 呼吸器・化学療法内科

473 非小細胞肺癌
アバスチン【Beva】
タルセバ【Erl】

AT 呼吸器・化学療法内科

474
急性骨髄性白血病
骨髄異形成症候群

ビダーザ【AZA】 アザシチジン点滴 腫瘍・血液内科

475
急性骨髄性白血病
骨髄異形成症候群

ビダーザ【AZA】 アザシチジン皮下投与 腫瘍・血液内科

477 急性前骨髄球性白血病 トリセノックス【ATO】 JALSG APL212 地固め1,3 腫瘍・血液内科

478 乳癌
アブラキサン【nab-PTX】
アバスチン【Beva】
カルボプラチン【CBDCA】

nab-PTX + Beva + CBDCA 乳腺内分泌外科

480 AML Down
ピノルビン【THP】
エトポシド【VP-16】
キロサイド【Ara-C】

CET 小児科

481 AML Down
ピノルビン【THP】
キロサイド【Ara-C】

CT 小児科

482 AML Down
ピノルビン【THP】
オンコビン【VCR】
キロサイド【Ara-C】

ｃCVT 小児科

483 AML Down
エトポシド【VP-16】
キロサイド【Ara-C】

ｈCE 小児科

484 卵巣癌 ゲムシタビン【GEM】 GEM 産科婦人科

485 胃癌
エルプラット【L-OHP】
ティーエスワン【S-1】

S-1 + L-OHP (SOX) 消化器・総合外科

487 非小細胞肺癌
アリムタ【PEM】
カルボプラチン【CBDCA】
アバスチン【Beva】

CBDCA + Pem + Beva 呼吸器・化学療法内科
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488 膀胱癌 マイトマイシン【MMC】 MMC膀注 泌尿器科

489 前立腺癌
ジェブタナ【CTX】
プレドニン【PSL】

Cabazitaxel 泌尿器科

490
ベーチェット病による難治性網膜ぶど
う膜炎

レミケード 眼ベーチェット病レミケード 膠原病内科

491 関節症性乾癬 レミケード 乾癬性関節炎レミケード 膠原病内科

492 強直性脊椎炎 レミケード 強直性脊椎炎レミケード 膠原病内科

493 膵がん
アブラキサン【nab-PTX】
ゲムシタビン【GEM】

GEM + nab-PTX
消化器肝臓内科・腫瘍
センター

494 急性リンパ性白血病

キロサイド【Ara-C】
エトポシド【VP-16】
デキサート【DEX】
ロイナーゼ【L-ASP】

JALSG Ph陰性B-ALL213 
HDAra-C phase

腫瘍・血液内科

495 急性リンパ性白血病

メソトレキセート【MTX】
オンコビン【VCR】
ロイケリン【6-MP】
ロイナーゼ【L-ASP】

JALSG Ph陰性B-ALL213 
HDMTX phase

腫瘍・血液内科

496 急性リンパ性白血病

オンコビン【VCR】
ダウノマイシン【DNR】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
デキサート【DEX】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】

JALSG Ph陰性B-ALL213 
Intensive course 腫瘍・血液内科

497 急性リンパ性白血病

オンコビン【VCR】
ダウノマイシン【DNR】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
プレドニン【PSL】

JALSG Ph陰性B-ALL213 
Induction course

腫瘍・血液内科

498 急性リンパ性白血病

オンコビン【VCR】
プレドニン【PSL】
メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】

JALSG Ph陰性B-ALL213 
維持療法 腫瘍・血液内科

499 胃癌
エルプラット【L-OHP】
ゼローダ【Cape】

L-OHP + Capecitabine (XELOX) 消化器・総合外科

501 食道癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

ドセタキセル + シスプラチン + 
5-FU併用（DCF)

消化器・総合外科

502 大腸癌
アバスチン【Beva】
エルプラット【L-OHP】
ティーエスワン【S-1】

SOX + BV 消化器・総合外科

503 大腸癌

アバスチン【Beva】
カンプト【CPT-11】
エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】

FOLFOXIRI + BV 消化器・総合外科

504 転移・再発乳癌
パージェタ【Per】
ハーセプチン【HER】
ハラヴェン【Eribulin】

HER + PER + ハラヴェン 乳腺・内分泌外科

505 卵巣癌
アバスチン【Beva】
ゲムシタビン【GEM】

GEM + BEV 産科婦人科

506 卵巣癌
ハイカムチン【TPT】
アバスチン【Beva】

TPT + BEV 産科婦人科

508 胃がん サイラムザ【Ram】 Ram 消化器・総合外科

509 胃がん
サイラムザ【Ram】
パクリタキセル【PTX】

Ram＋PTX 消化器・総合外科
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510 悪性黒色腫 ヤーボイ イピリムマブ 皮膚科

511 CLL ofatumumab　(アーゼラ) ofatumumab　(初回) 腫瘍・血液内科

512 CLL ofatumumab　(アーゼラ) ofatumumab　(2回目移行) 腫瘍・血液内科

513 難治性血管炎 リツキサン リツキサン療法 膠原病内科

515 卵巣癌
ゲムシタビン【GEM】
パラプラチン【CBDCA】
アバスチン【BEV】

GEM+CBDCA+BEV療法 産科婦人科

516 卵巣癌
ドキシル注【PLD】
アバスチン【BEV】

PLD+BEV療法 産科婦人科

517 非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫

メソトレキセート【MTX】
イホマイド【IFM】
エトポシド【ETP】
デカドロン【DXA】
ロイナーゼ【L-ASP】

SMILE 腫瘍・血液内科

518
再発又は難治性のCD30陽性
ホジキンリンパ腫、未分化大細胞リン
パ腫

アドセトリス（Brentuximab　Vedotin） ブレンツキシマブ　ベドチン 腫瘍・血液内科

519 髄芽腫

オンコビン【VCR】
エトポシド【VP-16】
エンドキサン【CPA】
ウロミテキサン【Mesna】
シスプラチン【CDDP】
メソトレキセート【MTX】髄注

ＭＢ-Ａ(1歳以上） 小児科

520 髄芽腫

オンコビン【VCR】
エンドキサン【CPA】
ウロミテキサン【Mesna】
シスプラチン【CDDP】
メソトレキセート【MTX】髄注

ＭＢ-Ｂ(1歳以上） 小児科

521 MCL

ベルケイド(Bortezomib)
リツキサン(Rituximab)
ドキソルビシン(DXR)
エンドキサン(CPA)
プレドニン(PSL)

VR-CAP(静注) 腫瘍・血液内科

522 MCL

ベルケイド(Bortezomib)
リツキサン(Rituximab)
ドキソルビシン(DXR)
エンドキサン(CPA)
プレドニン(PSL)

VR-CAP(皮下注) 腫瘍・血液内科

523 胃癌(stageⅡ･Ⅲ）
エルプラット【L-OHP】
ゼローダ【Cape】

L-OHP + Capecitabine
 (Adj XELOX)

消化器・総合外科

524 胃癌（StageⅢ）
エルプラット【L-OHP】
ティーエスワン【S-1】

S-1+L-OHP
 (NAC SOX)

消化器・総合外科

525 胃癌（StageⅢ）
エルプラット【L-OHP】
ティーエスワン【S-1】

S-1+L-OHP
 (Adj SOX)

消化器・総合外科

526 非小細胞肺癌 二ボルマブ【オプジーボ】 ニボルマブ 呼吸器・化学療法内科

527 肛門管癌
シスプラチン【CDDP】
フルオロウラシル【５－ＦＵ】

5-FU + CDDP + RT 腫瘍・血液内科

528
悪性リンパ腫、
多発性骨髄腫

エトポシド 【VP-16】
大量エトポシド療法
(HD-VP-16)

腫瘍・血液内科

529 乳癌

パージェタ【PER】
ハーセプチン【HER】
ロゼウス【VNR】
パージェタ【PER】
ハーセプチン【HER】
ロゼウス【VNR】

HER+PER+VNR 乳腺・内分泌外科
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530 乳癌

パージェタ【PER】
ハーセプチン【HER】
パクリタキセル【PTX】
パージェタ【PER】
ハーセプチン【HER】
パクリタキセル【PTX】

HER+PER+wPTX 乳腺・内分泌外科

531 子宮体癌
ドキソルビシン【DXR】
シスプラチン【CDDP】

AP療法 産科婦人科

532 肉腫 ヨンデリス【trabectedin】 trabectedin 腫瘍・血液内科

533 肉腫 ハラヴェン【eribulin】 eribulin 腫瘍・血液内科

534 子宮頸癌 イリノテカン【CPT-11】 CPT-11(A)療法 産科婦人科

535 小細胞肺癌
カルボプラチン【CBDCA】
イリノテカン【CPT-11】

CI療法
呼吸器・
化学療法内科

536
切除不能尿路上皮癌
（ステージⅣ）

tremelimumab
MEDI4736

MEDI4736+tremelimumab
<併用>(28-02)

泌尿器科

537
切除不能尿路上皮癌
（ステージⅣ）

MEDI4736
MEDI4736+tremelimumab
<維持>(28-02)

泌尿器科

538
切除不能尿路上皮癌
（ステージⅣ）

MEDI4736 MEDI4736単独(28-02) 泌尿器科

539 尿路上皮がん
ゲムシタビン【GEM】
シスプラチン【CDDP】

GC<治験>(28-02) 泌尿器科

540 切除不能尿路上皮癌（ステージⅣ）
ゲムシタビン【GEM】
カルボプラチン【CBDCA】

G-CBDCA<治験>(28-02) 泌尿器科

541 尿路上皮癌
ゲムシタビン【GEM】
カルボプラチン【CBDCA】

G-CBDCA 泌尿器科

542 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 Rituxan(28-05)
Rituxan<導入期>
(治験･28-05)

腫瘍･血液内科

543 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 Rituxan(28-05)
Rituxan<維持療法期>
(治験･28-05)

腫瘍･血液内科

544 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 CT-P10
CT-P10<導入期>
(治験･28-05)

腫瘍･血液内科

545 低腫瘍量濾胞性リンパ腫 CT-P10
CT-P10<維持療法期>
(治験･28-05)

腫瘍･血液内科

546 AML
エトポシド【VP-16】
キロサイド【Ara-C】
ノバントロン【MIT】

寛解導入療法1A(ECM) 小児科

547 AML
シタラビン【HD-Ara-C】
エトポシド【VP-16】
ノバントロン【MIT】

寛解導入療法1B
(HD-ECM)

小児科

548 AML
シタラビン【HD-Ara-C】
エトポシド【VP-16】
イダマイシン【IDA】

寛解導入療法2(HCEI) 小児科

549 AML
エトポシド【VP-16】
キロサイド【AraC】
ノバントロン【MIT】

CBF SR群 / 強化療法1(sECM) 小児科

550 AML
シタラビン【HD-Ara-C】
エトポシド【VP-16】

CBF SR群 / 強化療法2(HCE) 小児科

551 AML
シタラビン【HD-Ara-C】
イダマイシン【IDA】

CBF SR群 / 強化療法3(HCI) 小児科

552 AML シタラビン【HD-Ara-C】 CBF SR群 / 強化療法4(HC) 小児科

553 AML
シタラビン【HD-Ara-C】
ノバントロン【MIT】

nonCBF SR群、高リスク群 / 
強化療法1(HCM)

小児科

554 AML
シタラビン【HD-Ara-C】
エトポシド【VP-16】
イダマイシン【IDA】

nonCBF SR群、(HR群) /
強化療法2(HCEI)

小児科

555 AML
シタラビン【HD-Ara-C】
ノバントロン【MIT】

nonCBF SR群、(HR群) /
 強化療法3(HCM)

小児科



臨床試験
治験

適応外

番号 がん腫 抗がん薬名 レジメン名 レジメン申請診療科

 がん化学療法承認レジメン一覧

556 AML
メソトレキセート【MTX】
キロサイド【Ara-C】
ソル・コーテフ【HDC】

TIT(HDC、1歳) 小児科

557 AML
メソトレキセート　【MTX】
キロサイド　【Ara-C】
ソル・コーテフ　【HDC】

TIT(HDC、2歳) 小児科

558 AML
メソトレキセート【MTX】
キロサイド【Ara-C】
ソル・コーテフ【HDC】

TIT(HDC、3ヶ月以上1歳未満) 小児科

559 AML
メソトレキセート【MTX】
キロサイド【Ara-C】
ソル・コーテフ【HDC】

TIT(HDC、3ヶ月未満) 小児科

560 AML
メソトレキセート【MTX】
キロサイド【Ara-C】
ソル・コーテフ【HDC】

TIT(HDC、3歳以上) 小児科

561 悪性黒色腫 オプジーボ【Nivolumab】 ニボルマブ 皮膚科

562 尿路上皮癌 パクリタキセル【PTX】 PTX 泌尿器科

563 大腸がん

サイラムザ 【Ram】
イリノテカン【CPT-11】
レボホリナート 【l-LV】
フルオロウラシル 【5-FU】
フルオロウラシル 【5-FU】

Ram+FOLFIRI 腫瘍･血液内科

564 非小細胞肺癌
サイラムザ【Ram】
ドセタキセル【DTX】

Ramucirumab+DTX療法 呼吸器・化学療法内科

565 急性リンパ性白血病

エンドキサン【CPA】
ダウノマイシン【DNR】
ｵﾝｺﾋﾞﾝ【VCR】
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ【PSL】
ｽﾌﾟﾘｾﾙ【DA】

JALSG Ph陽性B-ALL213
強化地固め療法

腫瘍・血液内科

566 急性リンパ性白血病

メソトレキセート【MTX】
メソトレキセート【MTX】
シタラビン【HD-Ara-C】
ソルメドロール【mPSL】
スプリセル【DA】

JALSG Ph陽性B-ALL213
地固め療法C1

腫瘍・血液内科

567 急性リンパ性白血病

エンドキサン【CPA】
ダウノマイシン【DNR】
オンコビン【VCR】
プレドニン【PSL】
スプリセル【DA】

JALSG Ph陽性B-ALL213
地固め療法C2

腫瘍・血液内科

568 子宮体がん ドキソルビシン【DXR】 DXR単独療法 産科婦人科

569 扁平上皮肺癌
パクリタキセル【PAC】
カルボプラチン【CBDCA】

CBDCA+weekly PAC 呼吸器・化学療法内科

570 血管肉腫 パクリタキセル【PTX】 ｗPTX(28日毎） 腫瘍・血液内科

571 多発性骨髄腫

カイプロリス【Carfilzomib】
カイプロリス【Carfilzomib】
レブラミド【Lenalidomide】
デキサメタゾン【DEX】

KRd療法（1コース目） 腫瘍・血液内科

572 多発性骨髄腫
カイプロリス【Carfilzomib】
レブラミド【Lenalidomide】
デキサメタゾン【DEX】

KRd療法（2-12コース目） 腫瘍・血液内科

573 多発性骨髄腫
カイプロリス【Carfilzomib】
レブラミド【Lenalidomide】
デキサメタゾン【DEX】

KRd療法（13-18コース目） 腫瘍・血液内科

574 腎細胞癌 ニボルマブ【オプジーボ】 ニボルマブ 泌尿器科

575 急性リンパ性白血病 エボルトラ【Clofarabine】 クロファラビン(CLO) 腫瘍・血液内科

576 多発性骨髄腫
エムプリシティ【Elotuzumab】
レブラミド【Lenalidomide】
デキサメタゾン【DEX】

E-Ld 腫瘍・血液内科



臨床試験
治験

適応外

番号 がん腫 抗がん薬名 レジメン名 レジメン申請診療科

 がん化学療法承認レジメン一覧

577 急性リンパ性白血病
エボルトラ【Clofarabine】 
エトポシド【VP-16】
エンドキサン【CPA】

JALSG RR-ALL214(CLEC) 腫瘍・血液内科

578 尿路上皮癌
ピラルビシン
（テラルビシン注射用）

テラルビシン膀注 泌尿器科

579 非小細胞肺癌 ペムブロリズマブ【キイトルーダ】 ペムブロリズマブ 呼吸器・化学療法内科

580 LCH
キロサイド【AraC】
オンコビン【VCR】

寛解導入相 A 小児科

581 LCH
キロサイド【AraC】
オンコビン【VCR】

早期維持相 A(a) 小児科

582 LCH
メソトレキセート【MTX】
オンコビン【VCR】

早期維持相A(b) 小児科

583 LCH エクザール【VBL】 後期維持相 C (a) 小児科

584 LCH メソトレキセート【MTX】 後期維持相 C(b) 小児科

585 LCH
エンドキサン【CPA】
オンコビン【VCR】

寛解導入相 B 小児科

586 LCH
ドキソルビシン【DXR】
オンコビン【VCR】

早期維持相 B(a) 小児科

587 LCH メソトレキセート【MTX】 早期維持相 B(b) 小児科

588 LCH
エンドキサン【CPA】
オンコビン【VCR】

早期維持相 B（ｃ） 小児科

589 高リスク神経芽腫

エンドキサン【CPA】
オンコビン【VCR】
テラルビシン【THP】
シスプラチン【CDDP】

05A1 小児科

590 高リスク神経芽腫

エンドキサン【CPA】
オンコビン【VCR】
テラルビシン【THP】
シスプラチン【CDDP】

05A3 小児科

591 高リスク神経芽腫
カルボプラチン【CBDCA】
イホマイド【IFO】
エトポシド【VP-16】

ICE 小児科

592 高リスク神経芽腫
ブスルフェクス【BU】
アルケラン【L-PAM】

大量化学療法BU/L-PAM 小児科

593 悪性黒色腫 ペムブロリズマブ【キイトルーダ】 ペムブロリズマブ 皮膚科

594 卵巣癌
リポソーマルドキソルビシン【PLD】
カルボプラチン【CBDCA】
ベバシズマブ【BEV】

PLD+CBDCA+BEV療法 産科婦人科

595 悪性神経膠腫 アバスチン【BEV】 BEV単剤（10mg/㎏） 脳神経外科

596 悪性神経膠腫 アバスチン【BEV】 BEV単剤（15kg/㎏） 脳神経外科

597
骨髄異形成症候群
（MDS)

SyB L-1101（Rigosertib）
SyB L-1101<導入期>
(治験･28-13)

腫瘍･血液内科

598 骨髄異形成症候群 SyB L-1101（Rigosertib）
SyB L-1101<維持期>
(治験･28-13)

腫瘍･血液内科

599

急性骨髄性白血病、
急性リンパ性白血病、
慢性骨髄性白血病、
骨髄異形成症候群、
再生不良性貧血、
悪性リンパ腫、
多発性骨髄腫

フルダラ【FLU】
アルケラン【L-PAM】

同種造血幹細胞移植
前処置：FLU180/MEL80

腫瘍・血液内科
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600 多発性骨髄腫
カイプロリス【Carfilzomib】
カイプロリス【Carfilzomib】
デキサメタゾン【DEX】

Kd療法（1コース目） 腫瘍・血液内科

601 多発性骨髄腫
カイプロリス【Carfilzomib】
デキサメタゾン【DEX】

Kd療法（2コース目） 腫瘍・血液内科

602 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
レブラミド【LEN】
レナデックス【DEX】

ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメ
サゾン
併用寛解導入療法(scVRD療法)－
JSCT MM16-

腫瘍・血液内科

603 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
エンドキサン【CPA】

ボルテゾミブ併用シクロホスファミド
大量療法
(scBor + HD-CY)
ーJSCT MM16-

腫瘍・血液内科

604 多発性骨髄腫
ベルケイド【BOR】
アルケラン【MEL】
PBSCT

ボルテゾミブ併用メルファラン大量
療法
(scBor+ HD-Mel+ PBSCT)
ーJSCT MM16-

腫瘍・血液内科

605 多発性骨髄腫

カルフィルゾミブ【CFZ】
カルフィルゾミブ【CFZ】
レナリドミド【LEN】
デキサメサゾン【DEX】

カルフィルゾミブ+レナリドミド＋デキ
サメサゾン併用地固め療法(KRD地
固め療法)1コース
ーJSCT MM16-

腫瘍・血液内科

606 多発性骨髄腫
カルフィルゾミブ【CFZ】
レナリドミド【LEN】
デキサメサゾン【DEX】

カルフィルゾミブ+レナリドミド＋デキ
サメサゾン併用地固め療法(KRD地
固め療法)2-4コース
ーJSCT MM16-

腫瘍・血液内科

607 頭頸部癌 ニボルマブ【オプジーボ】 ニボルマブ（頭頸部） 耳鼻咽喉科

608 乳がん
カルボプラチン【CBDCA】 
ゲムシタビン【GEM】

GEM+CDBCA 乳腺内分泌外科

609 乳がん

ロゼウス　【VNB】
ハーセプチン　【HER】
ハーセプチン　【HER】
（初回投与時のみ）

3wHER + VNB 乳腺内分泌外科

610
再発性低悪性度B細胞非ホジキンリ
ンパ腫

Copanlisib / P
Rituximab

Copanlisib / P ＋ Rituximab
（治験・29-08）

腫瘍・血液内科

611 大腸癌
ザルトラップ【ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄ ﾍﾞｰﾀ】
イリノテカン 【CPT-11】
レボホリナート 【l-LV】

FOLFIRI+Aflibercept 消化器・総合外科

612 胃癌 ニボルマブ【オプジーボ】 ニボルマブ 腫瘍・血液内科

613 膵／消化管神経内分泌腫瘍 ザノサー【STZ】 STZ(Daily) 腫瘍・血液内科

614 膵／消化管神経内分泌腫瘍 ザノサー【STZ】 STZ(Weekly)1000 腫瘍・血液内科

615 膵／消化管神経内分泌腫瘍 ザノサー【STZ】 STZ(Weekly)1250 腫瘍・血液内科

616 膵／消化管神経内分泌腫瘍 ザノサー【STZ】 STZ(Weekly)1500 腫瘍・血液内科

617 膵／消化管神経内分泌腫瘍
5－FU【5－FU】
ザノサー【STZ】

STZ＋5FU 腫瘍・血液内科
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618 ホジキンリンパ腫

ブレオ注【BLM】
エトポシド【ETP】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
オンコビン【VCR】
プロカルバジン【PCZ】
プレドニン【PSL】

増量BEACOPP療法 腫瘍・血液内科

619 ホジキンリンパ腫

ブレオ注【BLM】
エトポシド【ETP】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
オンコビン【VCR】
プロカルバジン【PCZ】
プレドニン【PSL】

標準BEACOPP療法 腫瘍・血液内科

620 横紋筋肉腫
オンコビン【VCR】
コスメゲン【ACT-D】
エンドキサン【CPA】

VAC療法 腫瘍・血液内科

621 多発性骨髄腫

ダラザレックス
ダラザレックス
ダラザレックス
ベルケイド【BOR】
デキサメサゾン【DEX】

DBd療法（1コース目） 腫瘍・血液内科

622 多発性骨髄腫
ダラザレックス
ベルケイド【BOR】
デキサメサゾン【DEX】

DBd療法（2,3コース目） 腫瘍・血液内科

623 多発性骨髄腫
ダラザレックス 
ベルケイド【BOR】
デキサメサゾン【DEX】

DBd療法（4～8コース目） 腫瘍・血液内科

624 多発性骨髄腫 ダラザレックス DBd療法（9コース目） 腫瘍・血液内科

625 多発性骨髄腫

ダラザレックス
ダラザレックス
ダラザレックス
レブラミド【LEN】
デキサメサゾン【DEX】

DLd療法(1コース目） 腫瘍・血液内科

626 多発性骨髄腫
ダラザレックス
レブラミド【LEN】
デキサメサゾン【DEX】

DLd療法(2コース目） 腫瘍・血液内科

627 多発性骨髄腫
ダラザレックス
レブラミド【LEN】
デキサメサゾン【DEX】

DLd療法(3～6コース目） 腫瘍・血液内科

628 多発性骨髄腫
ダラザレックス
レブラミド【LEN】
デキサメサゾン【DEX】

DLd療法(7コース目） 腫瘍・血液内科

629
再発又は再燃びまん性大細胞型B細
胞リンパ腫

Rituximab（リツキサン®）
SyB L-0501(Bendamustine)

SyB L-0501(Bendamustine)＋
Rituximab（治験・29-17）

腫瘍・血液内科

630 末梢性T細胞リンパ腫 プララトレキサート【ジフォルタ】 プララトレキサート療法 腫瘍・血液内科

631 尿路上皮癌 ペムブロリズマブ【キイトルーダ】 ペムブロリズマブ 腫瘍・血液内科

632
再発又は難治性の古典的ホジキンリ
ンパ腫

ニボルマブ【オプジーボ】 ニボルマブ 腫瘍・血液内科

633 結腸・直腸癌
エルプラット【Ｌ－ＯHP】
ゼローダ錠

Xelox 消化器・総合外科

634 結腸・直腸癌
アバスチン【Ｂｅｖ】
エルプラット【L-OHP】
ゼローダ錠

Xelox+Bevacizumab 消化器・総合外科
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635 大腸癌

エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【Ｉ－ＬＶ】
５－ＦＵ【５－ＦＵ】
５－ＦＵ【５－ＦＵ】

mＦＯＬＦＯＸ６ 消化器・総合外科

636 大腸癌

アバスチン　【Bev】
エルプラット　【L-OHP】
レボホリナート　【L-LV】
5-FU注　【5FU】
5-FU注　【5FU】

Beva + mFOLOX6 消化器・総合外科

637 大腸癌

ベクティビックス【Pmab】
エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU注　【5FU】
5-FU注　【5FU】

Pmab+ mFOLOX6 消化器・総合外科

638 大腸癌

アービタックス【Cetuximab】
エルプラット　【L-OHP】
レボホリナート　【L-LV】
5-FU注　【5FU】
5-FU注　【5FU】

mFOLFOX6+Cetuximab 消化器・総合外科

639 大腸がん
ベクティビックス【Panitumumab】
エルプラット　【L-OHP】
ゼローダ【Cape】

XELOX+P-mab 消化器・総合外科

640 大腸癌
アバスチン【BEV】
エルプラット【L-OHP】
ティーエスワン【TS-1】

SOX+BV 消化器・総合外科

641 大腸癌

アバスチン【BEV】
カンプト【CPT-11】
エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】

FOLFOXIRI+BV 消化器・総合外科

642 肉腫 ダカルバジン DTIC療法 腫瘍・血液内科

643 乳癌
エピルビシン【EPI】
デキサメタゾン
エンドキサン【CPA】

ddEC 乳腺・内分泌外科

644 胃癌

エルプラット【L-OHP】
レボホリナート【l-LV】
5-FU【5-FU】
5-FU【5-FU】

mFOLFOX6 腫瘍・血液内科

645 大腸癌

サイラムザ【Ram】
イリノテカン【CPT-11】
オキサリプラチン【L-OHP】
フルオロウラシル【5-FU】
フルオロウラシル【5-FU】

FOLFOXIRI+Ram 腫瘍・血液内科

646 大腸癌

サイラムザ【Ram】
イリノテカン【CPT-11】
レボホリナート【l-LV】
フルオロウラシル【5-FU】
フルオロウラシル【5-FU】

FOLFIRI+Ram 腫瘍・血液内科

647 非小細胞肺癌
パクリタキセル　【PAC】
カルボプラチン【CBDCA】
アバスチン【Beva】

CBDCA+weekly PAC+Beva : 臨床
試験

呼吸器・化学療法内科
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648 大腸がん
アバスチン【BEV】
ユーエフティ【UFT】
ユーゼル【UZEL】

ユーエフティ・ユーゼル・アバスチン
（UFT+UZEL+Bmab）

消化器・総合外科

649 陰茎癌
パクリタキセル【PTX】
イホマイド【IFM】
シスプラチン【CDDP】

TIP 泌尿器科

650 非小細胞肺癌
アテゾリズマブ
（テセントリク）

アテゾリズマブ 呼吸器・化学療法内科

651 再発性膀胱小細胞癌 カルセド 【AMR】 AMR（再発性膀胱小細胞癌） 泌尿器科

652 卵巣癌、卵管癌、腹膜癌
ドセタキセル【DTX】
カルボプラチン【CBDCA】
アバスチン【BEV】

DC＋BEV療法(DTX＋CBDCA＋
BEV)

産科婦人科

653 急性リンパ性白血病

オンコビン【VCR】
テラルビシン【THP】
エンドキサン【CPM】
ロイナーゼ【L-ASP】
プレドニン【PSL】
IT-Triple

JALSG_202-U_Reinduction therapy 腫瘍・血液内科

654 急性リンパ性白血病

エンドキサン【CPM】
テラルビシン【THP】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6MP】
IT-Triple

JALSG_202-U_Reconsolidation 
therapy

腫瘍・血液内科

655 急性リンパ性白血病

プレドニン【PSL】
デキサート【DEX】
オンコビン【VCR】
テラルビシン【THP】
エンドキサン【CPM】
ロイナーゼ【L-ASP】
プレドニン【PSL】
IT-MTX
IT-Triple

JALSG_202-U_Induction therapy 腫瘍・血液内科

656 急性リンパ性白血病

エンドキサン【CPM】
テラルビシン【THP】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6MP】
IT-Triple

JALSG_202-U_Consolidation 
therapy

腫瘍・血液内科

657 急性リンパ性白血病
メソトレキセート【MTX】
ロイコボリン【LV】
IT-Triple

JALSG_202-U_Sanctuary therapy 腫瘍・血液内科

658 急性リンパ性白血病
メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6MP】
IT-Triple

JALSG_202-U_ALL Maintennnce　
therapy(1)

腫瘍・血液内科

659 急性リンパ性白血病

オンコビン【VCR】
エンドキサン【CPM】
ロイナーゼ【L-ASP】
プレドニン【PSL】

JALSG_202-U_Maintenance 
therapy(2)

腫瘍・血液内科

660 急性リンパ性白血病
メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6MP】
IT-Triple

JALSG_202-U_ALL Maintennnce　
therapy(3)

腫瘍・血液内科

661 急性リンパ性白血病

オンコビン【VCR】
テラルビシン【THP】
ロイナーゼ【L-ASP】
プレドニン【PSL】

JALSG_202-U_ALL Maintenance 
therapy（4）

腫瘍・血液内科
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662 非小細胞肺癌
デュルバルマブ
（イミフィンジ）

イミフィンジ 呼吸器・化学療法内科

663 悪性胸膜中皮腫 ニボルマブ【オプジーボ】 オプジーボ240mg中皮腫 呼吸器・化学療法内科

664 非小細胞肺癌 ニボルマブ【オプジーボ】 オプジーボ240mgNSCLC 呼吸器・化学療法内科

665 悪性黒色腫 ニボルマブ【オプジーボ】 Ｎｉｖｏ 皮膚科

666 悪性黒色腫
ニボルマブ【オプジーボ】
イピリブマブ【ヤーボイ】

Ｎｉｖｏ+Ipi 皮膚科

667 腎細胞癌 ニボルマブ【オプジーボ】 オプジーボ240（Nivo240） 泌尿器科

668 腎細胞癌
ニボルマブ【オプジーボ】
イピリムマブ【ヤーボイ】

オプジーボ・ヤーボイ併用療法
（Nivo/Ipi）

泌尿器科

669
非小細胞肺癌
（非扁平上皮癌）

ONO-4538又はプラセボ
【治験薬】
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】
ベバシズマブ【Bev】

ONO-4538+CBDCA+PTX+Bev q3W 
（治験30-12）

呼吸器・化学療法内科

670 胃癌 ニボルマブ【オプジーボ】 オプジーボ240mg胃癌 腫瘍・血液内科

671 胃癌
ラムシルマブ【RAM】
アブラキサン【nab-PTX】

weekly nab-PTX+RAM 腫瘍・血液内科

672 マントル細胞リンパ腫

リツキシマブ【Rit】
ビンクリスチン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
シクロフォスファミド【CPA】
プレドニゾロン【PSL】

R-high-CHOP 腫瘍・血液内科

673 CD20陽性 濾胞性リンパ腫

オビヌツズマブ【ガザイバ】
ビンクリスチン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
シクロフォスファミド【CPA】
プレドニゾロン【PSL】

G-CHOP療法（1コース目） 腫瘍・血液内科

674 CD20陽性 濾胞性リンパ腫

オビヌツズマブ【ガザイバ】
ビンクリスチン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
シクロフォスファミド【CPA】
プレドニゾロン【PSL】

G-CHOP療法（2コース目以降） 腫瘍・血液内科

675 CD20陽性 濾胞性リンパ腫

オビヌツズマブ【ガザイバ】
ビンクリスチン【VCR】
シクロフォスファミド【CPA】
プレドニゾロン【PSL】

G-CVP療法（1コース目） 腫瘍・血液内科

676 CD20陽性 濾胞性リンパ腫

オビヌツズマブ【ガザイバ】
ビンクリスチン【VCR】
シクロフォスファミド【CPA】
プレドニゾロン【PSL】

G-CVP療法（2コース目以降） 腫瘍・血液内科

677 CD20陽性 濾胞性リンパ腫
オビヌツズマブ【ガザイバ】
ベンダムスチン【BEN】

G-B療法（1コース目） 腫瘍・血液内科

678 CD20陽性 濾胞性リンパ腫
オビヌツズマブ【ガザイバ】
ベンダムスチン【BEN】

G-B療法（2コース目以降） 腫瘍・血液内科

679 CD20陽性 濾胞性リンパ腫 オビヌツズマブ【ガザイバ】 オビヌツズマブ維持療法 腫瘍・血液内科

680 頭頸部癌 ニボルマブ【オプジーボ】 ニボルマブ240mgHNC 耳鼻咽喉科

681
ユーイング肉腫
ファミリー腫瘍

ビンクリスチン【VCR】
ドキソルビシン【ADM】
シクロホスファミド【CPA】

VDC（ドキソルビシン） 腫瘍・血液内科
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682
ユーイング肉腫
ファミリー腫瘍

ビンクリスチン【VCR】
アクチノマイシンD【ACT-D】
シクロホスファミド【CPA】

VDC(アクチノマイシンD )
(6コース目以降)

腫瘍・血液内科

683 乳癌
ゲムシタビン【GEM】
ハーセプチン【HER】
ハーセプチン【HER】

GEM+HER 乳腺・内分泌外科

684 マントル細胞リンパ腫
acalabrutinib
Rituximab
Bendamustine

acalabrutinib/P + BR療法(治験･30-
10)

腫瘍・血液内科

685 ホジキンリンパ腫

アドセトリス
（Brentuximab Vedotin）
エクザール(VLB)
ドキソルビシン（DXR)
ダカルバジン（DIC)

アドセトリス+AVD 腫瘍・血液内科

686
再発又は難治性の古典的ホジキンリ
ンパ腫

ニボルマブ【オプジーボ】 ニボルマブ 腫瘍・血液内科

687
非小細胞肺癌
（非扁平上皮癌）

ONO-4538又はプラセボ
【治験薬】
ベバシズマブ【Bev】

ONO-4538+Bev
維持 q3W 
（治験30-12）

呼吸器・化学療法内科

688 悪性黒色腫
ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】

ペムブロリズマブ 皮膚科

689 非扁平上皮 非小細胞肺癌

ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】
アリムタ【PEM】
カルボプラチン【CBDCA】

CBDCA+PEM+Pembro 呼吸器・化学療法内科

690 非扁平上皮 非小細胞肺癌
ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】
アリムタ【PEM】

PEM+Pembro
　維持療法

呼吸器・化学療法内科

691 扁平上皮 非小細胞肺癌

ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

CBDCA + nab-PTX + Pembro 呼吸器・化学療法内科

692 乳癌
ゲムシタビン【GEM】
ハーセプチン【HER】
ハーセプチン【HER】

GEM+3wHER 乳腺・内分泌外科

693 非扁平上皮 非小細胞肺癌
キイトルーダ【Pembro】
アリムタ【PEM】
シスプラチン【CDDP】

CDDP + PEM + Pembro 呼吸器・化学療法内科

694
造血幹細胞移植　
前処置

シクロフォスファミド【エンドキサン】
ブスルファン【ブスルフェクス】

BU(once daily)+CY 腫瘍・血液内科

695
造血幹細胞移植　
前処置

フルダラビン【フルダラ】
ブスルファン【ブスルフェクス】

FLU+BU2(once daily) 腫瘍・血液内科

696
造血幹細胞移植　
前処置

フルダラビン【フルダラ】
ブスルファン【ブスルフェクス】

FLU+BU4(once daily) 腫瘍・血液内科

697
造血幹細胞移植　
前処置

フルダラビン【フルダラ】
ブスルファン【ブスルフェクス】
メルファラン【アルケラン】

FLU+BU(once daily)+MEL 腫瘍・血液内科

698
非小細胞肺癌
（非扁平上皮癌）

アテゾリズマブ【Atezo】
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】
ベバシズマブ【Bev】

Atezo+CBDCA+PTX
+Bev q3W

呼吸器・化学療法内科

699
非小細胞肺癌
（非扁平上皮癌）

アテゾリズマブ【Atezo】
ベバシズマブ【Bev】

維持　Atezo+Bev q3W 呼吸器・化学療法内科
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700 肛門がん
マイトマイシン
5-FU

5-FU＋マイトマイシン
(放射線併用)

腫瘍・血液内科

701 胆道癌
シスプラチン【CDDP】
ゲムシタビン【GEM】
ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙ

GCS(GEM/CDDP/S-1) 腫瘍・血液内科

702 食道癌
シスプラチン【CDDP】
フルオロウラシル 【5-FU】

FP1000/75(放射線併用) 腫瘍・血液内科

703 CD20陽性 濾胞性リンパ腫

オビヌツズマブ【ガザイバ】
ビンクリスチン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
シクロフォスファミド【CPA】
プレドニゾロン【PSL】

G-CHOP療法（同日投与） 腫瘍・血液内科

704 CD20陽性 濾胞性リンパ腫

オビヌツズマブ【ガザイバ】
ビンクリスチン【VCR】
シクロフォスファミド【CPA】
プレドニゾロン【PSL】

G-CVP療法（同日投与） 腫瘍・血液内科

705 CD20陽性 濾胞性リンパ腫
オビヌツズマブ【ガザイバ】
ベンダムスチン【BEN】

G-B療法（2日間投与） 腫瘍・血液内科

706
小細胞肺癌
非小細胞肺癌

イリノテカン【CPT-11】
シスプラチン【CDDP】

IPショートハイドレーション 呼吸器・化学療法内科

707 再発小細胞肺癌

シスプラチン【CDDP】
オンコビン【VCR】
ドセタキセル【DXR】
エトポシド【VP-16】

modified CODEショートハイドレー
ション

呼吸器・化学療法内科

708
悪性胸膜中皮腫　
非小細胞肺癌

アリムタ　【PEM】
シスプラチン【CDDP】

CDDP+PEMショートハイドレーション 呼吸器・化学療法内科

709 小細胞肺癌
エトポシド【VP-16】
シスプラチン【CDDP】

PEショートハイドレーション 呼吸器・化学療法内科

710 限局型小細胞肺癌
エトポシド【VP-16】
シスプラチン【CDDP】

PE / RTx ショートハイドレーション 呼吸器・化学療法内科

711 非小細胞肺癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】

CDDP+DTX ショートハイドレーション 呼吸器・化学療法内科

712 非小細胞肺癌
ロゼウス　【VNR】
シスプラチン【CDDP】

CDDP+VNR ショートハイドレーション 呼吸器・化学療法内科

713 非小細胞肺癌
ゲムシタビン【GEM】
シスプラチン【CDDP】
アバスチン　【Beva】

GC+Beva ショートハイドレーション 呼吸器・化学療法内科

714 非小細胞肺癌
ゲムシタビン【GEM】
シスプラチン【CDDP】

CDDP+GEMショートハイドレーション 呼吸器・化学療法内科

715 胸腺腫・胸腺癌

ドキソルビシン【ADR】
シスプラチン　【CDDP】
オンコビン【VCR】
エンドキサン【CPA】

ADOC ショートハイドレーション 呼吸器・化学療法内科

716 非小細胞肺癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】

CDDP/DTX/RTxショートハイドレー
ション

呼吸器・化学療法内科

717 非扁平上皮非小細胞肺癌
シスプラチン【CDDP】
アリムタ【Pem】
アバスチン【Bev】

CDDP+Pem+Bev（7.5）ショートハイド
レーション

呼吸器・化学療法内科

718 非小細胞肺癌
アリムタ【PEM】
シスプラチン【CDDP】
アバスチン【BEV】

CDDP/PEM/BEV（15）ショートハイド
レーション

呼吸器・化学療法内科

719
再発難治性末梢性
T細胞リンパ腫

ONO･4538注 
100mg/10mL

ONO-4538(治験･2019-医1） 腫瘍・血液内科
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720 肉腫
ニボルマブ【オプジーボ】
イピリムマブ【ヤーボイ】

イピリムマブ+ニボルマブ療法 腫瘍・血液内科

721 MSI-H固形がん
ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】

ペムブロリズマブ 腫瘍・血液内科

722 肉腫 ニボルマブ【オプジーボ】 ニボルマブ維持療法 腫瘍・血液内科

723
再発性低悪性度B細胞性
非ホジキンリンパ腫

Copanlisib / P
Rituximab
Bendamustin

Copanlisib/P＋RB（治験･2019-01） 腫瘍・血液内科

724
再発性低悪性度B細胞性
非ホジキンリンパ腫

Copanlisib / P
Copanlisib/P＋RB【維持】(治験･
2019-01)

腫瘍・血液内科

726 胚細胞腫瘍
ゲムシタビン
オキサリプラチン

GEMOX 泌尿器科

728 ユーイング肉腫

オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
シクロフォスファミド【CPA】
イフォスファミド【IFO】
エトポシド【ETP】

VDC/IE 小児科

729 CD20陽性非ホジキンリンパ腫

リツキシマブ【RIT】
ゲムシタビン【GEM】
カルボプラチン【CBCDA】
デキサート【DEX】

R-GCD 腫瘍・血液内科

731 慢性リンパ性白血病

acalabrutinib
obinutuzumab
obinutuzumab
obinutuzumab

acalabrutinib+obinutuzumab
【1コース目】(治験･30-02)

腫瘍・血液内科

732 慢性リンパ性白血病
acalabrutinib
obinutuzumab

acalabrutinib+obinutuzumab
【2-6コース目】(治験･30-02)

腫瘍・血液内科

733 中枢神経リンパ腫

メソトレキセート【MTX】
メソトレキセート【MTX】
シタラビン【Ara-c】
ソルメドロール【mPSL】
ロイコボリン【LV】

MA 腫瘍・血液内科

734 肝細胞癌 サイラムザ【Ram】 RAM 肝臓内科

735 B細胞性リンパ腫

エンドキサン【CPA】
ドキソルビシン【DXR】
オンコビン【VCR】
デカドロン【DEX】
リツキシマブ【RIT】

R-Hyper-CVAD/MA(コース1） 腫瘍・血液内科

736 B細胞性リンパ腫

メソトレキセート【MTX】
シタラビン【Ara-c】
ソルメドロール【mPSL】
リツキシマブ【RIT】
ロイコボリン【LV】

R-Hyper-CVAD/MA（コース2） 腫瘍・血液内科

737 進展型小細胞肺癌
アテゾリズマブ 【Atezo】
パラプラチン【CBDCA】
エトポシド【VP-16】

CBDCA+VP-16+Atezo 呼吸器・化学療法内科

738 食道がん

オキサリプラチン【L-OHP】 
レボホリナート【l-LV】
フルオロウラシル【5-FU】
フルオロウラシル【5-FU】

mFOLFOX6療法 腫瘍・血液内科

739 膀胱癌（尿路上皮癌） テラルビシン【THP】 膀胱癌再発予防テラルビシン膀注 泌尿器科

740 横紋筋肉腫(高リスク)
オンコビン【VCR】
コスメゲン【ACT-D】
エンドキサン【CPA】

HR-VAC 小児科
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741 横紋筋肉腫(高リスク)
オンコビン【VCR】
イリノテカン【CPT-11】

HR-VI 小児科

742 横紋筋肉腫(高リスク)
オンコビン【VCR】
テラルビシン【THP】
エンドキサン【CPA】

HR-VPC 小児科

743 横紋筋肉腫(高リスク)
イリノテカン【CPT-11】
エトポシド【VP-16】

HR-IE 小児科

744 横紋筋肉腫(高リスク) オンコビン【VCR】 HR-V 小児科

745 中枢神経リンパ腫

メソトレキセート【MTX】
メソトレキセート【MTX】
キロサイドN【Ara-C】
ソルメドロール【mPSL】

R-MA 腫瘍・血液内科

746 悪性リンパ腫

サイメリン【MCNU】
エトポシド【VP-16】
キロサイド【Ara-C】
アルケラン【L-PAM】

MEAM 腫瘍・血液内科

747 唾液腺導管がん
ドセタキセル【DTX】
トラスツズマブ【HER】

【自費】q3wDTX70+q3wHER
(初回）

腫瘍・血液内科

748 唾液腺導管がん
ドセタキセル【DTX】
トラスツズマブ【HER】

【自費】q3wDTX70+q3wHER
(2回目以降）

腫瘍・血液内科

749 多発性骨髄腫
エムプリシティ【Elotuzumab】
ポマリドミド【Pomalidomide】
デキサメタゾン【DEX】

E-Pd（1-2サイクル） 腫瘍・血液内科

750 多発性骨髄腫

エムプリシティ【Elotuzumab】
ポマリドミド【Pomalidomide】
デキサメタゾン【DEX】
デキサメタゾン【DEX】

E-Pd
　（3サイクル以降）

腫瘍・血液内科

751 多発性骨髄腫
カイプロリス【Carfilzomib】
カイプロリス【Carfilzomib】
デキサメタゾン【DEX】

Kd療法(週1回）
     （1サイクル目）

腫瘍・血液内科

752 多発性骨髄腫
カイプロリス【Carfilzomib】
デキサメタゾン【DEX】

Kd療法（週1回）
   （2サイクル目〜）

腫瘍・血液内科

753 多発性骨髄腫

ダラザレックス
ダラザレックス
ダラザレックス
ベルケイド  【BOR】
アルケラン 【MEL】
プレドニン【PSL】
デキサメタゾン 【DEX】

D-VMP療法（1コース目） 腫瘍・血液内科

754 多発性骨髄腫

ダラザレックス
ベルケイド  【BOR】
アルケラン 【MEL】
プレドニン【PSL】
デキサメタゾン 【DEX】

D-VMP療法（2～9コース目） 腫瘍・血液内科

755 多発性骨髄腫
ダラザレックス
デキサメタゾン 【DEX】

D-VMP療法（10コース以降） 腫瘍・血液内科

756 悪性神経膠腫 テモダール(TMZ) 放射線療法併用TMZ (TMZ75) 脳神経外科

757 悪性神経膠腫 テモダール(TMZ) 維持/再発症例TMZ (TMZ150) 脳神経外科

758 悪性神経膠腫 テモダール(TMZ) 維持/再発症例TMZ (TMZ200) 脳神経外科

759 CD30陽性T細胞リンパ腫

ドキソルビシン【DXR】
シクロホスファミド【CPA】
ブレンツキシマブ・ベドチン【BV】
プレドニゾロン【PSL】

BV-CHP 腫瘍・血液内科
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760 転移・再発乳癌
アテゾリズマブ【Atezo】
パクリタキセルアルブミン懸濁型
【nab-PTX】

Atezo＋nab-PTX 乳腺・内分泌外科

761 非扁平上皮・非小細胞肺癌

アテゾリズマブ 【Atezo】
パクリタキセルアルブミン懸濁型
【nab-PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

Atezo+nab-PTX+CBDCA 呼吸器・化学療法内科

762 非扁平上皮・非小細胞肺癌
アテゾリズマブ 【Atezo】
カルボプラチン【CBDCA】
ペメトレキセド【Pem】

Atezo+PEM+CBDCA 呼吸器・化学療法内科

763 非扁平上皮・非小細胞肺癌
アテゾリズマブ 【Atezo】
シスプラチン【CDDP】
ペメトレキセド【Pem】

Atezo+PEM+CDDP 呼吸器・化学療法内科

764 非扁平上皮・非小細胞肺癌
アテゾリズマブ 【Atezo】
ペメトレキセド【Pem】

維持　Atezo+PEM 呼吸器・化学療法内科

765 非扁平上皮・非小細胞肺癌
アテゾリズマブ 【Atezo】
シスプラチン【CDDP】
ペメトレキセド【Pem】

Atezo+PEM+CDDPショートハイド
レーション

呼吸器・化学療法内科

766 腎細胞癌
ペムブロリズマブ【キイトルーダ】
アキシチニブ【インライタ】

ペムブロリズマブ・アキシチニブ併用
療法

泌尿器科

767 頭頸部癌 ペムブロリズマブ【キイトルーダ】 ペムブロリズマブ（頭頸部） 耳鼻咽喉科

768 頭頸部癌
ペムブロリズマブ【キイトルーダ】
カルボプラチン【CBDCA】
5-FU【5-FU】

ペムブロ+CBDCA+5FU 耳鼻咽喉科

769 頭頸部癌
ペムブロリズマブ【キイトルーダ】
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

ペムブロ+CDDP+5FU 耳鼻咽喉科

770 子宮頸癌
パクリタキセル【PTX】
シスプラチン【CDDP】
アバスチン【BEV】

TP＋BEV療法 産科婦人科

771 子宮頸癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

TC療法(PTX＋CBDC) 産科婦人科

772 卵巣癌
パクリタキセル【PTX】
シスプラチン【CDDP】

TP療法 産科婦人科

773 食道癌 ニボルマブ【オプジーボ】 ニボルマブ240 腫瘍・血液内科

774 中枢神経リンパ腫

リツキシマブ【RIT】
メソトレキセート【MTX】
オンコビン【VCR】
プロカルバジン【PCZ】
ロイコボリン【LV】

R-MPV 腫瘍・血液内科

775 悪性リンパ腫
チオテパ【リサイオ】
ブスルファン【ブスルフェクス】

自家造血幹細胞移植前処置:
BU(once daily)+TT

腫瘍・血液内科

776 大腸癌
ベバシズマブ【BEV】
ロンサーフ【TAS-102】

ロンサーフ＋ベバシズマブ
(TAS-102+BEV)

消化器・総合外科

777 膵癌 ジェムザール low dose GEM+RT 肝・胆・膵外科

778 慢性特発性血小板減少性紫斑病 リツキサン（RTX） リツキシマブ療法 腫瘍・血液内科

779 ユーイング肉腫ファミリー腫瘍
エトポシド【VP-16】
イホスファミド【IFM】
ウロミテキサン【MESNA】

 I E 腫瘍・血液内科

780 乳癌

（初回）
トラスツズマブ　デルクステカン
(エンハーツ)
（2回目以降）
トラスツズマブ　デルクステカン
(エンハーツ)

エンハーツ 乳腺・内分泌外科
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781 非小細胞肺癌
パクリタキセルアルブミン懸濁型
(nab-PTX)

nab-PTX
呼吸器・化学療法内
科

785 非小細胞肺癌
ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】

Pembro6週間隔
呼吸器・化学療法内
科

786 進展型小細胞肺癌
デュルバルマブ（イミフィンジ）
カルボプラチン【CBDCA】
エトポシド【VP-16】

CBDCA+VP-16+Durva
呼吸器・化学療法内
科

787 進展型小細胞肺癌
デュルバルマブ（イミフィンジ）
シスプラチン【CDDP】
エトポシド【VP-16】

CDDP+VP-16+Durvaショートハ
イドレーション

呼吸器・化学療法内
科

788 HER2陽性胃癌
トラスツズマブ【HER】
オキサリプラチン【OX】
カペシタビン【Capecitabine】

XELOX-T 腫瘍・血液内科

789 進展型小細胞肺癌 デュルバルマブ（イミフィンジ） 維持Durva（進展型小細胞肺癌）
呼吸器・化学療法内
科

790 悪性黒色腫
ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】

Pembro（6週間隔） 皮膚科

791 腎細胞癌

ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】
アキシチニブ
【インライタ】

ペムブロリズマブ・アキシチニブ
併用（6週間隔）

泌尿器科

792 尿路上皮癌
ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】

ペムブロリズマブ(6週間隔) 泌尿器科

793 急性リンパ性白血病

ブリナツモマブ
（ビーリンサイト）
ブリナツモマブ
（ビーリンサイト）
ブリナツモマブ
（ビーリンサイト）

Blinatumomab（45kg以上） 腫瘍・血液内科

794 急性リンパ性白血病

ブリナツモマブ
（ビーリンサイト）
ブリナツモマブ
（ビーリンサイト）
ブリナツモマブ
（ビーリンサイト）

Blinatumomab（45kg未満） 腫瘍・血液内科

795 急性リンパ性白血病

（１コース目）
イノツズマブ　オゾガマイシン
（ベスポンサ）
イノツズマブ　オゾガマイシン
（ベスポンサ）
（2コース目）
イノツズマブ　オゾガマイシン
（ベスポンサ）
（2コース目以降：非寛解）
イノツズマブ　オゾガマイシン
（ベスポンサ）
イノツズマブ　オゾガマイシン
（ベスポンサ）

Inotuzumab ozogamicin 腫瘍・血液内科

796 頭頸部癌 シスプラチン【CDDP】 CDDP/ RT 歯科口腔外科

797 絨毛癌

メトトレキサート【MTX】
メトトレキサート【MTX】
アクチノマイシンD【ACT-D】
エトポシド【ETP】
ロイコボリン【LV】

MEA療法 産科婦人科

798 乳癌

（初回）
トラスツズマブ エムタンシン
【T-DM1】
（2回目以降）
　忍容性が良好な場合
トラスツズマブ エムタンシン
【T-DM1】

Adj T-DM1 乳腺・内分泌外科

799
絨毛性疾患
（非絨毛癌群）

メトトレキサート【MTX】 MTX療法（筋注） 産科婦人科

800
絨毛性疾患
（非絨毛癌群）

アクチノマイシンD
【ACT-D】

ACT-D療法 産科婦人科
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801 HER2陽性胃癌
トラスツズマブ　デルクステカン
(エンハーツ)

エンハーツ療法 腫瘍・血液内科

802
非小細胞肺癌、
悪性胸膜中皮腫

ニボルマブ【オプジーボ】 Nivo4週間隔
呼吸器・化学療法内
科

803 膵癌

イリノテカンリポソーム製剤
【オニバイド】
レボホリナート【l-LV】
フルオロウラシル 【5-FU】

Liposomal Irinotecan + 5-FU/LV 腫瘍・血液内科

804 膵癌
S1
PTX
PTX

S-1+PTX(ip+iv) 肝胆膵外科

805 多発性骨髄腫

(1コース目)
イサツキシマブ（サークリサ）
ポマリドマイド（ポマリスト）
デキサメタゾン（レナデックス）
(2コース目)
イサツキシマブ（サークリサ）
ポマリドマイド（ポマリスト）
デキサメタゾン（レナデックス）

Isatuximab+pomalidomide+dexam
ethasone
（Isa+Pd）

腫瘍・血液内科

806 扁平上皮・非小細胞肺癌
ネシツムマブ（ポートラーザ）
ゲムシタビン(GEM)
シスプラチン（CDDP）

ネシツムマブ+GEM+CDDP
ショートハイドレーション

呼吸器・化学療法内
科

807 扁平上皮・非小細胞肺癌 ネシツムマブ（ポートラーザ） 維持ネシツムマブ
呼吸器・化学療法内
科

808 悪性黒色腫 ニボルマブ【オプジーボ】 Nivo4週間隔 皮膚科

809 肝細胞癌
テセントリク【Atezo】
アバスチン【Beva】

Atezo + Beva 肝臓内科

810 胃癌
ドセタキセル【ＤＴＸ】
オキサリプラチン【L-OHP】
ティーエスワン【ＴＳ-1】

NAC-DOS療法 消化器総合外科

811 胃癌
ドセタキセル【ＤＴＸ】
オキサリプラチン【L-OHP】
ティーエスワン【ＴＳ-1】

DOS療法 消化器総合外科

812 頭頸部癌 ニボルマブ【オプジーボ】 ニボルマブ480mgHNC 耳鼻咽喉科

813 頭頸部癌
ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】

Pembro(6週間隔) 耳鼻咽喉科

815 非小細胞肺癌
シスプラチン【CDDP】
ロゼウス【VNR】

CDDP+VNR（CRT）
ショートハイドレーション

呼吸器・化学療法内
科

816
再発又は難治性の古典的ホジキ
ンリンパ腫

ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】

ペンブロリズマブ 血液内科

817 非小細胞肺癌
サイラムザ 【Ram】
タルセバ【Erl】

Ramucirumab+Erlotinib
呼吸器・化学療法内
科

818 非小細胞肺癌
サイラムザ【Ram】
ゲフィチニブ【Gef】

Ramucirumab+Gefitinib
呼吸器・化学療法内
科

819 間質性肺炎
エンドキサン【CPA】
ウロミテキサン【mesna】

CPAパルス
呼吸器・化学療法内
科

820 非小細胞肺癌
ニボルマブ【オプジーボ】
イピリムマブ【ヤーボイ】

Nivo＋Ipi
呼吸器・化学療法内
科

821
非小細胞肺癌
（扁平上皮癌）

ニボルマブ【オプジーボ】
イピリムマブ【ヤーボイ】
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

Nivo＋Ipi＋CBDCA＋PTX
呼吸器・化学療法内
科

822
非小細胞肺癌
（扁平上皮癌）

ニボルマブ【オプジーボ】
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

Nivo＋CBDCA＋PTX
呼吸器・化学療法内
科

823
非小細胞肺癌
（非扁平上皮癌）

ニボルマブ【オプジーボ】
イピリムマブ【ヤーボイ】
ペメトレキセド【PEM】
カルボプラチン【CBDCA】

Nivo＋Ipi＋CBDCA＋PEM
呼吸器・化学療法内
科

824
非小細胞肺癌
（非扁平上皮癌）

ニボルマブ【オプジーボ】
ペメトレキセド【PEM】
カルボプラチン【CBDCA】

Nivo＋CBDCA＋PEM
呼吸器・化学療法内
科

825 頭頸部癌 アービタックス【Cetuximab】 Cetuximab+RT(放射線治療) 皮膚科

826 MSI-High固形癌
ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】

Pembro(6週間隔) 腫瘍内科
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827 PD-L1陽性食道癌
ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】

Pembro(6週間隔) 腫瘍内科

828 食道癌
ニボルマブ
【オプジーボ】

NIVO(4週毎/480mg) 腫瘍内科

829 胃癌
ニボルマブ
【オプジーボ】

NIVO(4週毎/480mg) 腫瘍内科

830 胃癌
トラスツズマブ【HER】
オキサリプラチン【L-OHP】
エスワン【ＴＳ-1】

SOX+HER療法【BS】（初回） 消化器総合外科

831 胃癌
トラスツズマブ【HER】
オキサリプラチン【L-OHP】
エスワン【ＴＳ-1】

SOX+HER療法【BS】（2回目以
降）

消化器総合外科

832 BRAF陽性大腸癌
セツキシマブ【Cmab】
エンコラフェニブ（ビラフトビ）
ビニメチニブ（メクトビ）

エンコラフェニブ＋ビニメチニブ＋セ
ツキシマブ療法

腫瘍内科

833 頭頸部癌
アービタックス【Cetuximab】
パクリタキセル【PTX】

Cmab＋PTX 歯科口腔外科

834 頭頸部癌 アービタックス【Cetuximab】 Cmab＋RT 歯科口腔外科

835 頭頸部癌 アービタックス【Cetuximab】 Cmab　メンテナンス 歯科口腔外科

836 頭頸部癌
シスプラチン【CDDP】
フルオロウラシル【5-FU】

5-FU+CDDP 歯科口腔外科

837 頭頸部癌
アービタックス【Cetuximab】
シスプラチン【CDDP】
フルオロウラシル【5-FU】

CDDP+5-FU+Cmab 歯科口腔外科

838 卵巣癌
アバスチン【Beva】
オラパリブ（リムパーザ）

BEV+OLA（PAOLA） 産科婦人科

839 メルケル細胞癌 アベルマブ（バベンチオ） Avelumab 皮膚科

840
非小細胞肺癌、
胸腺癌・胸腺腫

トラスツズマブBS
トラスツズマブBS

【自費】トラスツズマブ【BS】
呼吸器・化学療法内
科

841 卵巣癌 イリノテカン塩酸塩【CPT-11】 CPT-11（A）療法 産科婦人科

842 急性前骨髄球性白血病
三酸化二ヒ素（トリセノックス）
タミバロテン（アムノレイク）

JALSG APL219R再寛解導入療
法
(Am80+ATO)

血液内科

843 急性前骨髄球性白血病
三酸化二ヒ素（トリセノックス）
タミバロテン（アムノレイク）
イダルビシン（イダマイシン）

JALSG APL219R再寛解導入療
法
(Am80+ATO+IDR)

血液内科

844 急性前骨髄球性白血病 イダルビシン（イダマイシン）
JALSG APL219R再寛解導入療
法

血液内科

845 急性前骨髄球性白血病
三酸化二ヒ素（トリセノックス）
タミバロテン（アムノレイク）

JALSG APL219R地固め療法
(Am80+ATO)

血液内科

846 急性前骨髄球性白血病
ゲムツズマブオゾガマイシン
（マイロターグ）

JALSG APL219R地固め療法
(GO)

血液内科

847 急性前骨髄球性白血病
三酸化二ヒ素（トリセノックス）
トレチノイン（ベサノイド）
プレドニゾロン（プレドニン）

JALSG APL220寛解導入療法
(ATRA+ATO)

血液内科

848 急性前骨髄球性白血病

三酸化二ヒ素（トリセノックス）
トレチノイン（ベサノイド）
イダルビシン（イダマイシン）
プレドニゾロン（プレドニン）

JALSG APL220寛解導入療法
(ATRA+ATO+IDR)

血液内科

849 急性前骨髄球性白血病
三酸化二ヒ素（トリセノックス）
トレチノイン（ベサノイド）

JALSG APL220R地固め療法
(ATRA+ATO)

血液内科

850 急性骨髄性白血病
ゲムツズマブオゾガマイシン
（マイロターグ）
シタラビン（キロサイド）

JALSG-CBF-AML220
(GO+HiDAC)

血液内科
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851 急性骨髄性白血病

ミトキサントロン（ノバントロン）
エトポシド（エトポシド）
シタラビン（キロサイド）
ギルテリチニブ（ゾスパタ）

JALSG-RR-FLT3-AML220 血液内科

852 子宮頸癌
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】
アバスチン【BEV】

TC＋BEV療法 産科婦人科

853 子宮頸癌 アバスチン【BEV】 TC+BEV（BEV維持） 産科婦人科
854 眼内悪性リンパ腫 メソトレキセート（MTX) MTX硝子体注射 眼科
855 乳癌 パクリタキセル注【PTX】 ddPTX 乳腺・内分泌外科

856 急性骨髄性白血病
ベネトクラクス
　　　（ベネクレクスタ）
アザシチジン（ビダーザ）

ベネトクラクス＋アザシチジン療
法
（V+AZA）（点滴静注）

血液内科

857 急性骨髄性白血病
ベネトクラクス
（ベネクレクスタ）
アザシチジン（ビダーザ）

ベネトクラクス＋アザシチジン療
法
（V+AZA）（皮下注）

血液内科

858 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
ポラツズマブベドチン（ポライビー）
リツキシマブ（リツキシマブBS）
ベンダムスチン（トレアキシン）

ポラツズマブベドチン＋リツキシ
マブ＋ベンダムスチン療法
（pola-BR【ＢＳ】）（d1-2）

血液内科

859 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
ポラツズマブベドチン（ポライビー）
リツキシマブ（リツキシマブBS）
ベンダムスチン（トレアキシン）

ポラツズマブベドチン＋リツキシ
マブ＋ベンダムスチン療法
（pola-BR【ＢＳ】）（d1-3）

血液内科

860 腎細胞癌 ニボルマブ（オプジーボ） 腎癌Nivo4週毎 泌尿器科

861 尿路上皮癌 アベルマブ（バベンチオ） 尿路上皮癌バベンチオ 泌尿器科

862 腎細胞癌
アベルマブ（バベンチオ）
アキシチニブ（インライタ）

腎癌インライタ・バベンチオ 泌尿器科

863 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
リツキシマブ（リツキシマブBS）
ベンダムスチン（トレアキシン）

リツキシマブ＋ベンダムスチン療
法（BR）（d1-2）

血液内科

864 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
リツキシマブ（リツキシマブBS）
ベンダムスチン（トレアキシン）

リツキシマブ＋ベンダムスチン療
法（BR）（d1-3）

血液内科

865 急性リンパ性白血病
エトポシド（エトポシド）
シタラビン（キロサイド）

キムリア投与前処置
（AraC+ETP）

血液内科

866 急性リンパ性白血病
フルダラビン（フルダラ）
シクロホスファミド（エンドキサン）

キムリア投与前処置（FLU+CY） 血液内科

867 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 ベンダムスチン（トレアキシン） キムリア投与前処置（BEN） 血液内科

868 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
フルダラビン（フルダラ）
シクロホスファミド（エンドキサン）

キムリア投与前処置（FLU+CY） 血液内科

869
CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ
腫

IDEC-C2B8 500mg/50mL
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
プレドニゾロン【PSL】

（治験）IDEC-C2B8-CHOP①
（2021-03）

血液内科

870
CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ
腫

IDEC-C2B8-SC
　1,400mg/11.7mL
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
プレドニゾロン【PSL】

（治験）IDEC-C2B8-(SC)-CHOP
②（2ｺｰｽ目）（2021-03）

血液内科

871
CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ
腫

IDEC-C2B8-SC
 1,400mg/11.7mL
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
プレドニゾロン【PSL】

（治験）IDEC-C2B8-(SC)-CHOP
③（3-6ｺｰｽ目）（2021-03）

血液内科

872
CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ
腫

IDEC-C2B8-SC
　1,400mg/11.7mL

（治験）IDEC-C2B8-(SC)④（寛
解導入・単剤）（2021-03）

血液内科

873
CD20陽性B細胞性濾胞性リンパ
腫

IDEC-C2B8-SC
　1,400mg/11.7mL

（治験）IDEC-C2B8-(SC)単剤⑤
（維持）（2021-03）

血液内科

874 頭頚部癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】
フルオロウラシル【5-FU】

DTX＋CDDP＋５－FU 歯科口腔外科
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875 頭頚部癌
ドセタキセル【DTX】
カルボプラチン【CBDCA】
フルオロウラシル【5-FU】

DTX＋CBDCA＋５－FU 歯科口腔外科

876 頭頚部癌 シスプラチン【CDDP】 CDDP 脳神経外科

877 T-ALL

オンコビン【VCR】
デキサメサゾン【DEX】
デキサメサゾン【DEX】
ダウノマイシン【DNR】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
TIT

寛解導入療法（IA)1-39才
小児科
血液内科

878 T-ALL

オンコビン【VCR】
デキサメサゾン【DEX】
デキサメサゾン【DEX】
ダウノマイシン【DNR】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
TIT

寛解導入療法（IA)40-64才
小児科
血液内科

879 T-ALL

エンドキサン【CPA】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT

早期強化療法（IB)1-39才
小児科
血液内科

880 T-ALL

エンドキサン【CPA】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT

早期強化療法（IB)40-64才
小児科
血液内科

881 T-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ロイケリン【6-MP】
TIT

強化療法（M+L)1-24才
小児科
血液内科

882 T-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ロイケリン【6-MP】
TIT

強化療法（M+L)25-39才
小児科
血液内科

883 T-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ロイケリン【6-MP】
TIT

強化療法（M+L)40-64才
小児科
血液内科

884 T-ALL

デカドロン【DEX】
大量キロサイド【HD-Ara-C】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
エトポシド【VP-16】
TIT

強化療法HR3 1-24才
小児科
血液内科

885 T-ALL

デカドロン【DEX】
大量キロサイド【HD-Ara-C】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
エトポシド【VP-16】
TIT

強化療法HR3 25-39才
小児科
血液内科

886 T-ALL

デカドロン【DEX】
大量キロサイド【HD-Ara-C】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
エトポシド【VP-16】
TIT

強化療法HR3 40-59才
小児科
血液内科

887 T-ALL

デカドロン【DEX】
大量キロサイド【HD-Ara-C】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
エトポシド【VP-16】
TIT

強化療法HR3 60-64才
小児科
血液内科
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888 T-ALL

デカドロン【DEX】
ビンデシン【VDS】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
イフォマイド【IFO】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ダウノマイシン【DNR】
TIT

強化療法HR2 1-24才
小児科
血液内科

889 T-ALL

デカドロン【DEX】
ビンデシン【VDS】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
イフォマイド【IFO】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ダウノマイシン【DNR】
TIT

強化療法HR2 25-39才
小児科
血液内科

890 T-ALL

デカドロン【DEX】
ビンデシン【VDS】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
イフォマイド【IFO】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ダウノマイシン【DNR】
TIT

強化療法HR2 40-64才
小児科
血液内科

891 T-ALL

デカドロン【DEX】
オンコビン【VCR】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
エンドキサン【CPA】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
大量キロサイド【HD-Ara-C】
TIT

強化療法HR1 1-24才
小児科
血液内科

892 T-ALL

デカドロン【DEX】
オンコビン【VCR】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
エンドキサン【CPA】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
大量キロサイド【HD-Ara-C】
TIT

強化療法HR1 25-39才
小児科
血液内科

893 T-ALL

デカドロン【DEX】
オンコビン【VCR】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
エンドキサン【CPA】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
大量キロサイド【HD-Ara-C】
TIT

強化療法HR1 40-59才
小児科
血液内科

894 T-ALL

デカドロン【DEX】
オンコビン【VCR】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
エンドキサン【CPA】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
大量キロサイド【HD-Ara-C】
TIT

強化療法HR1 60-64才
小児科
血液内科
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895 T-ALL

オンコビン【VCR】
デキサメサゾン【DEX】
デキサメサゾン【DEX】
ダウノマイシン【DNR】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
TIT

寛解導入療法（ⅡA+L)1-39才
小児科
血液内科

896 T-ALL

オンコビン【VCR】
デキサメサゾン【DEX】
デキサメサゾン【DEX】
ダウノマイシン【DNR】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
TIT

寛解導入療法（ⅡA+L)40-64才
小児科
血液内科

897 T-ALL

エンドキサン【CPA】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT

再寛解導入療法(ⅡB+L)1-39才
小児科
血液内科

898 T-ALL

エンドキサン【CPA】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT

再寛解導入療法(ⅡB+L)40-64
才

小児科
血液内科

899 T-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ロイケリン【6-MP】
TIT

強化療法（M-Down)1-39才0.5g
小児科
血液内科

900 T-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ロイケリン【6-MP】
TIT

強化療法（M-Down)1-39才1.0g
小児科
血液内科

901 T-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ロイケリン【6-MP】
TIT

強化療法（M-Down)40-64才0.5g
小児科
血液内科

902 T-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ロイケリン【6-MP】
TIT

強化療法（M-Down)40-64才1.0g
小児科
血液内科

903 T-ALL ネララビン【NEL】 NEL
小児科
血液内科

904 B-ALL

ビンクリスチン【VCR】
プレドニゾロン【PSL】
プレドニゾロン【PSL】
ダウノルビシン【DNR】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
TIT

寛解導入療法LR,SR（ⅠA2)
小児科
血液内科

905 B-ALL

ビンクリスチン【VCR】
プレドニゾロン【PSL】
プレドニゾロン【PSL】
ダウノマイシン【DNR】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
TIT

寛解導入療法IR/HR（ⅠA4)1-39
才

小児科
血液内科
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906 B-ALL

ビンクリスチン【VCR】
プレドニゾロン【PSL】
プレドニゾロン【PSL】
ダウノマイシン【DNR】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
TIT

寛解導入療法IR/HR（ⅠA4)40-
60才

小児科
血液内科

907 B-ALL

エンドキサン【CPA】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT

早期強化療法（IB)
小児科
血液内科

908 B-ALL

エンドキサン【CPA】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

早期強化療法（IB+L)1-39才
小児科
血液内科

909 B-ALL

エンドキサン【CPA】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

早期強化療法（IB+L)40-64才
小児科
血液内科

910 B-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
TIT

大量メトトレキサート療法（M)
小児科
血液内科

911 B-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
ロイケリン【6-MP】
TIT

大量メトトレキサート療法(M2)
小児科
血液内科

912 B-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
ロイケリン【6-MP】
TIT

大量メトトレキサート療法(M5)1-
24才

小児科
血液内科

913 B-ALL

大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
ロイケリン【6-MP】
TIT

大量メトトレキサート療法
(M5)25-64才

小児科
血液内科

914 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
大量シタラビン【HD-Ara-C】
エトポシド【VP16】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

強化療法HR3 1-24才
小児科
血液内科

915 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
大量シタラビン【HD-Ara-C】
エトポシド【VP16】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

強化療法HR3 25-39才
小児科
血液内科

916 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
大量シタラビン【HD-Ara-C】
エトポシド【VP16】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

強化療法HR3 40-59才
小児科
血液内科
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917 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
大量シタラビン【HD-Ara-C】
エトポシド【VP16】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

強化療法HR3 60-64才
小児科
血液内科

918 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
ビンデシン【VDS】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
イフォマイド【IFO】
メスナ
ダウノルビシン【DNR】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

強化療法HR2 1-24才
小児科
血液内科

919 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
ビンデシン【VDS】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
イフォマイド【IFO】
メスナ
ダウノルビシン【DNR】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

強化療法HR2 25-39才
小児科
血液内科

920 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
ビンデシン【VDS】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
イフォマイド【IFO】
メスナ
ダウノルビシン【DNR】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

強化療法HR2 40-64才
小児科
血液内科

921 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
ビンクリスチン【VCR】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
大量シタラビン【HD-AraC】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

強化療法HR1 1-24才
小児科
血液内科

922 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
ビンクリスチン【VCR】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
大量シタラビン【HD-AraC】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

強化療法HR1 25-39才
小児科
血液内科
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923 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
ビンクリスチン【VCR】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
大量シタラビン【HD-AraC】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】

強化療法HR1 40-59才
小児科
血液内科

924 B-ALL

デキサメサゾン【DEX】
ビンクリスチン【VCR】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
大量メソトレキセート【HD-MTX】
ロイコボリン【LV】
大量シタラビン【HD-AraC】
エンドキサン【CPA】
ロイナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT

強化療法HR1 60-64才
小児科
血液内科

925 B-ALL
ブリナツモマブ【BLIN】
ブリナツモマブ【BLIN】
TIT

強化療法BLIN　１サイクル目
(45Kg以上）

小児科
血液内科

926 B-ALL
ブリナツモマブ【BLIN】
ブリナツモマブ【BLIN】
TIT

強化療法BLIN　１サイクル目
(45Kg未満）

小児科
血液内科

927 B-ALL

ブリナツモマブ【BLIN】
TIT 強化療法BLIN　2サイクル目

(45Kg以上）
小児科
血液内科

928 B-ALL
ブリナツモマブ【BLIN】
TIT

強化療法BLIN　2サイクル目
(45Kg未満）

小児科
血液内科

929 B-ALL

ビンクリスチン【VCR】
デキサメサゾン【DEX】
デキサメサゾン【DEX】
ドキソルビシン【DXR】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT（CNS2,3のみ）

再寛解導入療法ⅡA1-39才
小児科
血液内科

930 B-ALL

ビンクリスチン【VCR】
デキサメサゾン【DEX】
デキサメサゾン【DEX】
ドキソルビシン【DXR】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
ソルコーテフ【HDC】
TIT（CNS2,3のみ）

再寛解導入療法ⅡA40-64才
小児科
血液内科

931 B-ALL

エンドキサン【CPA】
キロサイド【Ara-C】
ロイケリン【6-MP】
TIT

再寛解導入療法ⅡB
小児科
血液内科

932 B-ALL

ビンクリスチン【VCR】
プレドニゾロン【PSL】
プレドニゾロン【PSL】
テラルビシン【THP】
l-アスパラキナーゼ【L-ASP】
TIT

寛解導入療法SR（ⅠA2)
小児科
血液内科
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933 B-ALL

メソトレキセート【MTX】
ロイケリン【6-MP】
プレドニゾロン【PSL】
ビンクリスチン【VCR】
TIT

維持療法
小児科
血液内科

934 多発性骨髄腫

デキサメタゾン（レナデックス）
デキサメタゾン（レナデックス）
カルフィルゾミブ（カイプロリス）
カルフィルゾミブ（カイプロリス）
ダラツムマブ（ダラザレックス）
ダラツムマブ（ダラザレックス）

Daratumumab+carfilzomib+dexa
methasone
（Dkd）（1コース目）

血液内科

935 多発性骨髄腫
デキサメタゾン（レナデックス）
カルフィルゾミブ（カイプロリス）
ダラツムマブ（ダラザレックス）

Daratumumab+carfilzomib+dexa
methasone
（Dkd）（2コース目）

血液内科

936 多発性骨髄腫
デキサメタゾン（レナデックス）
カルフィルゾミブ（カイプロリス）
ダラツムマブ（ダラザレックス）

Daratumumab+carfilzomib+dexa
methasone
（Dkd）（3-6コース目）

血液内科

937 多発性骨髄腫
デキサメタゾン（レナデックス）
カルフィルゾミブ（カイプロリス）
ダラツムマブ（ダラザレックス）

Daratumumab+carfilzomib+dexa
methasone
（Dkd）（7コース目以降）

血液内科

938 膵癌
ゲムシタビン【GEM】
エスワン【S-1】

NAC GEM+S-1 肝・胆・膵外科

939 悪性胸膜中皮腫
ニボルマブ【オプジーボ】
イピリムマブ【ヤーボイ】

Nivo＋Ipi(中皮腫)
呼吸器・化学療法内
科

940 T/NK細胞リンパ腫 ロイナーゼ 【L-asp】 L-asp 血液内科

941
再発又は難治性のB細胞リンパ
腫

デキサート【DEX】
シスプラチン【CDDP】
シタラビン【Ara-C】

DHAP 血液内科

942
再発又は難治性のB細胞リンパ
腫

リツキシマブ【Rituximab】
デキサート【DEX】
シスプラチン【CDDP】
シタラビン【Ara-C】

R-DHAP【BS】 血液内科

943 ユーイング肉腫
イリノテカン【CPT-11】
テモダール【TMZ】

CPT11/TMZ 小児科

944 食道癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】
フルオロウラシル【5-FU】

 DCF療法 消化器総合外科

945 乳癌

1回目
トラスツズマブ【HER】
ドセタキセル【DTX】
エンドキサン【CPA】
2回目以降
トラスツズマブ【HER】
ドセタキセル【DTX】
エンドキサン【CPA】

TC+3wHER【BS】 乳腺・内分泌外科

946 同種造血幹細胞移植
エンドキサン
ウロミテキサン

移植後シクロホスファミド法 
(PTCY)

血液内科

947 食道癌
ドセタキセル【DTX】
シスプラチン【CDDP】
5-FU【5-FU】

DCF 腫瘍内科

948 大腸癌
ニボルマブ【オプジーボ】
イピリムマブ【ヤーボイ】

Nivo/Ipi 腫瘍内科

949
末梢性T細胞リンパ腫
皮膚T細胞リンパ腫

デニロイキン ジフチトクス（レミト
ロ）

denileukin 血液内科
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950 ANCA関連血管炎 シクロホスファミド【CY】
(治験)AAVTCZ01・IVCY
(2021-医1)

膠原病内科

951 ANCA関連血管炎 トシリズマブ（アクテムラ）
(治験)AAVTCZ01・TCZ【q2w】
(2021-医1)

膠原病内科

952 ANCA関連血管炎 トシリズマブ（アクテムラ）
(治験)AAVTCZ01・TCZ【q4w】
(2021-医1)

膠原病内科

953
非小細胞肺癌
（扁平上皮癌）

キイトルーダ
【ペムブロリズマブ】
パクリタキセル【PTX】
カルボプラチン【CBDCA】

CBDCA＋PTX＋Pembro
呼吸器・化学療法内
科

954 多発性骨髄腫

ダラツムマブ（ダラキューロ）
ボルテゾミブ（ベルケイド）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scDBd（1コース） 血液内科

955 多発性骨髄腫

ダラツムマブ（ダラキューロ）
ボルテゾミブ（ベルケイド）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scDBd（4-8コース） 血液内科

956 多発性骨髄腫
ダラツムマブ（ダラキューロ）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scDBd（9コース～） 血液内科

957 多発性骨髄腫

ダラツムマブ（ダラキューロ）
レナリドミド（レブラミド）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scDLd（1-2コース） 血液内科

958 多発性骨髄腫

ダラツムマブ（ダラキューロ）
レナリドミド（レブラミド）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scDLd
（3-6コース目）

血液内科

959 多発性骨髄腫

ダラツムマブ（ダラキューロ）
レナリドミド（レブラミド）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scDLd（7コース～） 血液内科

960 多発性骨髄腫

ダラツムマブ（ダラキューロ）
ボルテゾミブ（ベルケイド）
メルファラン（アルケラン）
プレドニゾロン（プレドニン）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scD-VMP
（1コース目）

血液内科

961 多発性骨髄腫

ダラツムマブ（ダラキューロ）
ボルテゾミブ（ベルケイド）
メルファラン（アルケラン）
プレドニゾロン（プレドニン）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scD-VMP
（2-9コース目）

血液内科

962 多発性骨髄腫
ダラツムマブ（ダラキューロ）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scD-VMP
（10コース目～）

血液内科

963 ALアミロイドーシス

ダラツムマブ（ダラキューロ）
ボルテゾミブ（ベルケイド）
シクロホスファミド（エンドキサン）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scD-VCD
（1-2コース）

血液内科
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964 ALアミロイドーシス

ダラツムマブ（ダラキューロ）
ボルテゾミブ（ベルケイド）
シクロホスファミド（エンドキサン）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scD-VCD
（3-6コース）

血液内科

965 ALアミロイドーシス
ダラツムマブ（ダラキューロ）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scD-VCD
（7コース～）

血液内科

966 非小細胞肺癌
ペメトレキセド【アリムタ】
カルボプラチン

（治験）sotorasib+CBDCA+PEM
【導入】
（2021-医2）

呼吸器・化学療法内
科

967 非小細胞肺癌 ペメトレキセド【アリムタ】
（治験）sotorasib+PEM【維持】
（2021-医2）

呼吸器・化学療法内
科

968 頭頸部扁平上皮癌 シスプラチン【CDDP】 CDDP-RT 耳鼻咽喉科

969 腎細胞癌
オプジーボ　【Nivo】
カボメティクス　【CABO】

Nivo（2週毎）＋CABO 泌尿器科

970 腎細胞癌
オプジーボ　【Nivo】
カボメティクス　【CABO】

Nivo（4週毎）＋CABO 泌尿器科

971 乳癌
ペムブロリズマブ【Pembro】
ゲムシタビン【GEM】
カルボプラチン【CBDCA】

3wPembro+GEM+CBDCA 乳腺・内分泌外科

972 乳癌
ペムブロリズマブ【Pembro】
ゲムシタビン【GEM】
カルボプラチン【CBDCA】

6wPembro+GEM+CBDCA 乳腺・内分泌外科

973 乳癌
ペムブロリズマブ【Pembro】
ナブパクリタキセル【nabPTX】

3wPembro+nabPTX 乳腺・内分泌外科

974 乳癌
ペムブロリズマブ【Pembro】
ナブパクリタキセル【nabPTX】

6wPembro+nabPTX 乳腺・内分泌外科

975 乳癌
ペムブロリズマブ【Pembro】
パクリタキセル【PTX】

3wPembro+PTX 乳腺・内分泌外科

976 乳癌
ペムブロリズマブ【Pembro】
パクリタキセル【PTX】

6wPembro+PTX 乳腺・内分泌外科

977 神経芽腫
フィルグラスチム【G-CSF】
ジヌツキシマブ【GD2】

GD2-CSF 小児科

978 神経芽腫
テセロイキン【IL2】
テセロイキン【IL2】
ジヌツキシマブ【GD2】

GD2-IL2 小児科

979 肝細胞癌
シスプラチン 【CDDP】
5-FU注 【5FU】

Low dose FP 肝臓内科

980 精巣腫瘍
イリノテカン【CPT-11】
アクプラ【NDP】

CPT-11 + NDP
（適応外）

腫瘍内科
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981 尿路上皮癌
パドセブ
【Enfortumab Vedotin】

パドセブ（EV） 泌尿器科

982
全身型若年性特発性関節炎
（成人still病）

アクテムラ
アクテムラ療法
（成人still病）

膠原病内科

983
慢性リンパ性白血病（CLL）/
 小リンパ球性リンパ腫（SLL）

（1コース目）
ベネトクラクス錠
オビヌツズマブ 
　　1000mg/40mL
（2 - 6 コース目）
ベネトクラクス錠
オビヌツズマブ 
　　1000mg/40mL
（7 - 12 コース目）
ベネトクラクス錠

（治験）
ﾍﾞﾈﾄｸﾗｸｽ＋ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ
（2021-07）

血液内科

984 全身性強皮症 リツキサン【RTX】 リツキシマブ（ＲＴＸ） 膠原病内科

985 HER2陰性胃癌

オプジーボ【NIVO】
オキサリプラチン
【L-OHP】
エスワンタイホウ【S1】

SOX/NIVO 腫瘍内科

986 HER2陰性胃癌

オプジーボ【NIVO】
オキサリプラチン
【L-OHP】
カぺシタビン【Cape】

CapeOX/NIVO 腫瘍内科

987 HER2陰性胃癌

オプジーボ【NIVO】
オキサリプラチン
【L-OHP】
レホボリナート【l-LV】
フルオロウラシル【5-FU】

mFOLFOX6/NIVO 腫瘍内科

988 再発神経芽腫
ハイカムチン【TOPO】
エンドキサン【CPA】

TOPO+CPA 小児科

989 再発神経芽腫
テモダール【TMZ】
イリノテカン【CPT-11】

TMZ+CPT11(適応外) 小児科

990 食道癌 ニボルマブ 【Nivo】 Adjuvant Nivo240 消化器総合外科

991 食道癌 ニボルマブ 【Nivo】 Adjuvant Nivo480 消化器総合外科

992 食道癌

ペムブロリズマブ
【Pembro】
シスプラチン【CDDP】
フルオロウラシル
【5-FU】

FP+Pembro療法 消化器総合外科

993 子宮体癌

ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】
レンバチニブメシル酸塩
【レンビマ】

ペムブロリズマブq3w+レンバチ
ニブ

産科婦人科

994 子宮体癌

ペムブロリズマブ
【キイトルーダ】
レンバチニブメシル酸塩
【レンビマ】

ペムブロリズマブq6w+レンバチ
ニブ

産科婦人科
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995 HER2陽性子宮頚癌
トラスツズマブ　
　　デルクステカン
 【エンハーツ】

エンハーツ療法（適応外） 腫瘍内科

996 慢性リンパ性白血病
リツキサン【R】
フルダラ【Flu】
エンドキサン【CPA】

FCR(1コース目) 血液内科

997 慢性リンパ性白血病
リツキサン【R】
フルダラ【Flu】
エンドキサン【CPA】

FCR(2コース目以降) 血液内科

998 T細胞性ALL
ネララビン【NEL】
シクロフォスファミド【CY】
エトポシド【ETP】

NCE 小児科

999 T細胞性ALL
ネララビン【NEL】
フルダラビン【FLU】
エトポシド【ETP】

FLEND(適応外) 小児科

1000 多発性骨髄腫
イサツキシマブ（サークリサ）
イサツキシマブ（サークリサ）

Isatuximab（Isa） 血液内科

1001 多発性骨髄腫
イサツキシマブ（サークリサ）
イサツキシマブ（サークリサ）
デキサメタゾン（レナデックス）

Isatuximab+
dexamethasone
（Isa+d）

血液内科

1002 多発性骨髄腫

イサツキシマブ（サークリサ）
カルフィルゾミブ（カイプロリス）
カルフィルゾミブ（カイプロリス）
デキサメタゾン（レナデックス）

Isatuximab+carfilzomib
+dexamethasone
（Isa+Kd）（1コース目）

血液内科

1003 多発性骨髄腫
イサツキシマブ（サークリサ）
カルフィルゾミブ（カイプロリス）
デキサメタゾン（レナデックス）

Isatuximab+carfilzomib
+dexamethasone
（Isa+Kd）（2コース以降）

血液内科

1004 多発性骨髄腫

ダラツムマブ（ダラキューロ）
ボルテゾミブ（ベルケイド）
メルファラン（アルケラン）
プレドニゾロン（プレドニン）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scD-MPB
（JCOG1911: 1,2コース目）

血液内科

1005 多発性骨髄腫

ダラツムマブ（ダラキューロ）
ボルテゾミブ（ベルケイド）
メルファラン（アルケラン）
プレドニゾロン（プレドニン）
デキサメサゾン
（レナデックスまたはデキサート）

scD-MPB
（JCOG1911: 3コース目以降）

血液内科

1006 多発性骨髄腫
ダラツムマブ（ダラキューロ）
ボルテゾミブ（ベルケイド）

scD-MPB
（JCOG1911:D-B維持療法）

血液内科

1007 多発性骨髄腫 ダラツムマブ（ダラキューロ）
scD-MPB
（JCOG1911:D維持療法）

血液内科

1008 膵癌
エスワン【S-1】
ゲムシタビン【GEM】

RT併用GS療法 肝・胆・膵外科
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1009 扁平上皮 非小細胞肺癌

キイトルーダ【Pembro】
アブラキサン【nab-PTX】
カルボプラチン【CBDCA】
ネシツムマブ【Neci】

（治験）
Necitumumab(400mg)+CBDCA+
nab-PTX+Pembro
【導入】(2022-医1）

呼吸器・
化学療法内科

1010 扁平上皮 非小細胞肺癌
キイトルーダ【Pembro】
ネシツムマブ【Neci】

（治験）
Necitumumab(400mg)+CBDCA+
nab-PTX+Pembro
【維持】(2022-医1）

呼吸器・
化学療法内科

1011 扁平上皮 非小細胞肺癌

キイトルーダ【Pembro】
アブラキサン【nab-PTX】
カルボプラチン【CBDCA】
ネシツムマブ【Neci】

（治験）
Necitumumab(600mg)+CBDCA+
nab-PTX+Pembro
【導入】(2022-医1）

呼吸器・
化学療法内科

1012 扁平上皮 非小細胞肺癌
キイトルーダ【Pembro】
ネシツムマブ【Neci】

（治験）
Necitumumab(600mg)+CBDCA+
nab-PTX+Pembro
【維持】(2022-医1）

呼吸器・
化学療法内科

1013 扁平上皮 非小細胞肺癌

キイトルーダ【Pembro】
アブラキサン【nab-PTX】
カルボプラチン【CBDCA】
ネシツムマブ【Neci】

（治験）
Necitumumab(800mg)+CBDCA+
nab-PTX+Pembro
【導入】(2022-医1）

呼吸器・
化学療法内科

1014 扁平上皮 非小細胞肺癌
キイトルーダ【Pembro】
ネシツムマブ【Neci】

（治験）
Necitumumab(800mg)+CBDCA+
nab-PTX+Pembro
【維持】(2022-医1）

呼吸器・
化学療法内科

1015 尿路上皮癌 オプジーボ　【Nivo】 Adjuvant Nivo（2週間） 泌尿器科

1016 尿路上皮癌 オプジーボ　【Nivo】 Adjuvant Nivo（4週間） 泌尿器科

1017
抗ドナーHLA抗体（DSA）陽性レシ
ピエント

リツキサン【RTX】
リツキサン【RTX】

DSA陽性レシピエント　
リツキシマブ（DSA-RTX）(適応
外)

泌尿器科

1018 腎細胞癌
キイトルーダ　【Pembro】
レンビマ　【LENV】

Pembro（3週毎）＋LENV 泌尿器科

1019 腎細胞癌
キイトルーダ　【Pembro】
レンビマ　【LENV】

Pembro（6週毎）＋LENV 泌尿器科

1020 異所性妊娠 メトトレキサート【MTX】 MTX療法（適応外） 産科婦人科

1021
小児期発症の難治性ネフローゼ
症候群

リツキシマブ【RTX】 リツキシマブ【RTX】 腎臓内科

1022 非小細胞肺癌
テセントリク
【アテゾリズマブ】

アテゾリズマブ 術後adj
呼吸器・化学療法内
科
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1023 多発性骨髄腫

デキサート【DEX】
シスプラチン【CDDP】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
エトポシド【VP-16】
ボルテゾミブ【BOR】
サレドカプセル
サレドカプセル

VTD-PACE 血液内科

1024
再発・難治性B細胞非ホジキンリ
ンパ腫

（1-8コース）
リツキサン　【R】
ツシジノスタット10mg錠
（9コース目以降）
ツシジノスタット10mg錠

ツシジノスタット+リツキシマブ
（治験・2022-02）

血液内科

1025 潰瘍性大腸炎 インフリキシマブ【IFX】 IFX療法 消化器内科

1026 ジャーミノーマ
カルボプラチン【CBDCA】
エトポシド【ETP】

CARE 小児科

1027 再発横紋筋肉腫 ナベルビン【VNR】 VNR単剤（適応外） 小児科

1028 再発横紋筋肉腫
ナベルビン【VNR】
エンドキサン【CY】

VNR+CY（適応外） 小児科

1029 悪性リンパ腫

ポテリジオ【Mogamulizumab】
オンコビン【VCR】
ドキソルビシン【DXR】
エンドキサン【CPA】
プレドニン【PSL】

モガムリズマブ併用CHOP
（MOG-CHOP）

血液内科

1031 横紋筋肉腫
ビンクリスチン【VCR】
イリノテカン【CPT-11】

VI療法 腫瘍内科


