
化学療法レジメン一覧

レジメン名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1クール 適用

レボホリナートCa 100mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1　ｄ2

フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 d1　ｄ2
フルオロウラシル 600mg/㎡ 点滴静注　22時間 d1　ｄ2

ベバシズマブ 5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1

レボホリナートCa 100mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1　ｄ2
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 d1　ｄ2
フルオロウラシル 600mg/㎡ 点滴静注　22時間 d1　ｄ2
レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 d1

フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 d1

ベバシズマブ 5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1

レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 d1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 d1
レボホリナートCa 100mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1　ｄ2
オキサリプラチン 85mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1　ｄ2
フルオロウラシル 600mg/㎡ 点滴静注　22時間 ｄ1　ｄ2

ベバシズマブ 5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1

レボホリナートCa 100mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1　ｄ2
オキサリプラチン 85mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 d1　ｄ2
フルオロウラシル 600mg/㎡ 点滴静注　22時間 d1　ｄ2

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1　ｄ8

レボホリナートCa 100mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1　ｄ2
オキサリプラチン 85mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 d1　ｄ2
フルオロウラシル 600mg/㎡ 点滴静注　22時間 d1　ｄ2

パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1
レボホリナートCa 100mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1　ｄ2
オキサリプラチン 85mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 d1　ｄ2
フルオロウラシル 600mg/㎡ 点滴静注　22時間 d1　ｄ2

5-FU+ℓｰLV(末梢) 14日 大腸

アバスチン+5-FU+ℓｰLV(末梢) 14日 大腸

FOLFOX4 14日 大腸

アバスチン+FOLFOX4 14日 大腸

5-FU+ℓｰLV(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ使用) 14日 大腸

アバスチン+5-FU+ℓｰLV(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ使用) 14日 大腸

アービタックス+FOLFOX4 14日 大腸

ベクティビックス+FOLFOX4 14日 大腸

池上総合病院



化学療法レジメン一覧

レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
オキサリプラチン 85mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

ベバシズマブ 5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1

レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
オキサリプラチン 85mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 d1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 d1

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1　ｄ8

レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
オキサリプラチン 85mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 d1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 d1

パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1
レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
オキサリプラチン 85mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 d1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 d1
オキサリプラチン 130mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1

カペシタビン 2000mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 d1から14日間

ベバシズマブ 7.5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1

オキサリプラチン 130mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
カペシタビン 2000mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 d1から14日間

オキサリプラチン 130mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
テガフール
ギメラシル
オテラシル

80mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 ｄ1から14日間

ベバシズマブ 7.5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1

オキサリプラチン 130mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
テガフール
ギメラシル
オテラシル

80mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 ｄ1から14日間

レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

mFOLFOX6 14日 大腸

アバスチン+mFOLFOX6 14日 大腸

XELOX 21日 大腸

アバスチン+XELOX 21日 大腸

アービタックス+mFOLFOX6 14日 大腸

ベクティビックス+mFOLFOX6 14日 大腸

FOLFIRI(末梢) 14日 大腸

SOX 21日 大腸

アバスチン+SOX 21日 大腸

池上総合病院



化学療法レジメン一覧

ベバシズマブ 5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1

レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1　ｄ8

レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

ラムシルマブ 8mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1
レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1
アフリベルセプト 4mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1
レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1
レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1
レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

ベバシズマブ 5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1

レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1　ｄ8

レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

アバスチン+FOLFIRI(末梢) 14日 大腸

ザルトラップ+FOLFIRI(末梢) 14日 大腸

ベクティビックス+FOLFIRI(末梢) 14日 大腸

アービタックス+FOLFIRI(末梢) 14日 大腸

サイラムザ+FOLFIRI(末梢) 14日 大腸

アービタックス+FOLFIRI(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ使用) 14日 大腸

FOLFIRI(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ使用) 14日 大腸

アバスチン+FOLFIRI(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ使用) 14日 大腸

池上総合病院



化学療法レジメン一覧

ラムシルマブ 8mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1
レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1
アフリベルセプト 4mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1
レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1
レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1

イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

イリノテカン 125mg/㎡ 点滴静注　90分 ｄ1　ｄ15
テガフール
ギメラシル
オテラシル

80mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 ｄ1から14日間

ベバシズマブ 5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1　ｄ15

イリノテカン 125mg/㎡ 点滴静注　90分 ｄ1　ｄ15
テガフール
ギメラシル
オテラシル

80mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 ｄ1から14日間

イリノテカン 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
カペシタビン 1600mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 ｄ1から14日間

ベバシズマブ 7.5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1

イリノテカン 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
カペシタビン 1600mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 ｄ1から14日間

ベバシズマブ 5mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

ｄ1　ｄ15

トリフルリジン
チピラシル 70mg/㎡ １日２回　朝夕食後

d1～d5
d8～d12

アービタックス単独 セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1 7日 大腸

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1 d8 d15 d22
d29 d36 d43

イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　90分 ｄ1　ｄ15　ｄ29
セツキシマブ 500mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　90分 ｄ1

ベクティビックス単独 パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1 14日 大腸

サイラムザ+FOLFIRI(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ使用) 14日 大腸

IRIS(隔週投与/4週ｻｲｸﾙ) 28日 大腸

アバスチン+IRIS(隔週投与/4週ｻｲｸﾙ) 28日 大腸

ザルトラップ+FOLFIRI(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ使用) 14日 大腸

ベクティビックス+FOLFIRI(ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ使用) 14日 大腸

アバスチン+ロンサーフ 28日 大腸

アービタックス+イリノテカン(7週サイクル) 49日 大腸

XELIRI 21日 大腸

アバスチン+XELIRI 21日 大腸

アービタックス+イリノテカン(隔週投与) 14日 大腸

池上総合病院



化学療法レジメン一覧

パニツムマブ 6mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1
イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　90分 ｄ1

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

d1

エンコラフィニブ 300mg/day 経口投与 d1-7
ビニメチニブ 90mg/day 経口投与 d1-7

シスプラチン 30mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1　ｄ8
テガフール
ギメラシル
オテラシル

80mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 d1から21日間

シスプラチン 60mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ8
テガフール
ギメラシル
オテラシル

80mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 d1から21日間

オキサリプラチン 100mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
テガフール
ギメラシル
オテラシル

80mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 ｄ1から14日間

オキサリプラチン 130mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
カペシタビン 2000mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 d1から14日間

トラスツズマブ
6mg/kg

（初回　8mg/kg）
点滴静注　90分 ｄ1

シスプラチン 80mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
カペシタビン 2000mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 d1から14日間

トラスツズマブ
6mg/kg

（初回　8mg/kg）
点滴静注　30分
（初回　90分）

ｄ1

カペシタビン 2000mg/㎡/day １日２回　朝夕食後 d1から14日間
パクリタキセル単独(3週投与1週休薬) パクリタキセル 80mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1　ｄ8　ｄ15 28日 胃

ラムシルマブ 8mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1　ｄ15
パクリタキセル 80mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1　ｄ8　ｄ15

アブラキサン単独(3週間毎に投与)
パクリタキセル

（アルブミン懸濁型） 260mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1 21日 胃

アブラキサン単独(3週投与1週休薬)
パクリタキセル

（アルブミン懸濁型） 100mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8　ｄ15 28日 胃

ラムシルマブ 8mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1　ｄ15
パクリタキセル

（アルブミン懸濁型） 100mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8　ｄ15

サイラムザ単独 ラムシルマブ 8mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1 14日 胃
オプジーボ単独 ニボルマブ 240mg/body 点滴静注　30分 d1 14日 胃

イリノテカン単独(隔週投与) イリノテカン 150mg/㎡ 点滴静注　90分 ｄ1 14日 胃
イリノテカン 60mg/㎡ 点滴静注　90分 ｄ1
シスプラチン 30mg/㎡ 点滴静注　90分 ｄ1

オキサリプラチン 130mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
カペシタビン 2000mg/㎡/day 1日2回　朝夕食後 d1から14日間

アービタックス＋エンコラフィニブ±ビニメチニ
ブ療法

7日 大腸

TS-1+CDDP(day1・8投与) 35日 胃

ベクティビックス+イリノテカン 14日 大腸

XELOX 21日 胃

ハーセプチン+XP 21日 胃

TS-1+CDDP(day8投与) 35日 胃

G-SOX 21日 胃

RAM+nab-PTX 28日 胃

Bi-Weekly CPT-11+CDDP 14日 胃

ハーセプチン+カペシタビン 21日 胃

RAM+PTX 28日 胃

胃XELOX＋ハーセプチン療法
トラスツズマブ

6mg/kg
（初回　8mg/kg）

点滴静注　30分
（初回　90分）

d1
21日

池上総合病院



化学療法レジメン一覧

オキサリプラチン 130mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
テガフール・ギメラシル・

オテラシルカリウム 80mg/㎡/day 1日2回　朝夕食後 d1から14日間

エンハーツ療法
トラスツズマブ
デルクステカン 6.4mg/kg

点滴静注　30分
（初回　90分）

d1 21日 胃

ニボルマブ 360mg/body 点滴静注　60分 d1 
オキサリプラチン 130mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1 

カペシタビン 2000mg/㎡ 1日2回　朝夕食後 d1から14日間
ニボルマブ 360mg/body 点滴静注　60分 d1 

オキサリプラチン 130mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1 
テガフール・ギメラシル・オテラシル 80mg/㎡ 1日2回　朝夕食後 d1から14日間

ドキソルビシン 60mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1
シクロホスファミド 600mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1

エピルビシン 90mg/㎡ 点滴静注　15分 d1
シクロホスファミド 600mg/㎡ 点滴静注　30分 d1

エピルビシン 100mg/㎡
（再発・転移：60～75mg/㎡）

点滴静注　15分 ｄ1

シクロホスファミド 500mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1
フルオロウラシル 500mg/㎡ 点滴静注　15分 ｄ1

ドセタキセル 75mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1
シクロホスファミド 600mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1

パクリタキセル単独(毎週投与) パクリタキセル 80mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1 7日 乳

トラスツズマブ
2mg/kg

（初回　4mg/kg）
点滴静注　30分
（初回　90分）

ｄ1

パクリタキセル 80mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1
ドセタキセル単独(3週間毎投与) ドセタキセル 50～75mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1 21日 乳

トラスツズマブ
6mg/kg

（初回　8mg/kg）
点滴静注　30分
（初回　90分）

ｄ1

ドセタキセル 75mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1

ハーセプチン単独(3週間毎投与) トラスツズマブ
6mg/kg

（初回　8mg/kg）
点滴静注　30分
（初回　90分）

ｄ1 21日 乳

ハーセプチン単独(毎週投与) トラスツズマブ
2mg/kg

（初回　4mg/kg）
点滴静注　30分
（初回　90分）

ｄ1 7日 乳

ペルツズマブ
420mg/body

（初回　840mg/body）
点滴静注　30分
（初回　60分）

ｄ1

トラスツズマブ
6mg/kg

（初回　8mg/kg）
点滴静注　30分
（初回　90分）

ｄ1

ペルツズマブ
420mg/body

（初回　840mg/body）
点滴静注　30分
（初回　60分）

ｄ1

トラスツズマブ
6mg/kg

（初回　8mg/kg）
点滴静注　30分
（初回　90分）

ｄ1

パクリタキセル 80mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1　ｄ8　ｄ15

CapeOX（130）＋ニボルマブ療法 21日 胃

SOX（130）＋ニボルマブ療法 21日 胃

AC 21日 乳

EC 21日 乳

SOX(130)＋ハーセプチン療法

トラスツズマブ
6mg/kg

（初回　8mg/kg）
点滴静注　30分
（初回　90分）

d1

21日 胃

ハーセプチン+パクリタキセル(毎週投与) 7日 乳

ハーセプチン+ドセタキセル(3週間毎投与) 21日 乳

FEC 21日 乳

TC 21日 乳

HP(ハーセプチン+パージェタ) 21日 乳

HP+PTX 21日 乳

池上総合病院



化学療法レジメン一覧

ペルツズマブ
420mg/body

（初回　840mg/body）
点滴静注　30分
（初回　60分）

ｄ1

トラスツズマブ
6mg/kg

（初回　8mg/kg）
点滴静注　30分
（初回　90分）

ｄ1

ドセタキセル 75mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1

カドサイラ トラスツズマブ・エムタンシン 3.6mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）

ｄ1 21日 乳

シクロホスファミド 500mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8
メトトレキサート 40mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8

フルオロウラシル 600mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8
イリノテカン単独(4週投与2週休薬) イリノテカン 100mg/㎡ 点滴静注　90分 ｄ1 ｄ8 ｄ15 d22 42日 乳

ジェムザール(2週投与1週休薬) ゲムシタビン 1250mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8 21日 乳
ハラヴェン単独(2週投与1週休薬) エリブリン 1.4mg/㎡ 点滴静注　全開 ｄ1　ｄ8 21日 乳

ビノレルビン単独(2週投与1週休薬) ビノレルビン 25mg/㎡ 点滴静注　全開 ｄ1　ｄ8 21日 乳

アテゾリズマブ 840mg/day 点滴静注　60分
（2回目以降30分可）

d1 d15

パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 100mg/㎡ 点滴静注　30分  d1 d8 d15
dose-dense PTX療法 パクリタキセル 175mg/㎡ 3時間 d1 14日 乳

ドキソルビシン 60mg/㎡ 点滴静注　15分 d1
シクロホスファミド 600mg/㎡ 点滴静注　30分 d1

nab-PTX（3週投与）
パクリタキセル

（アルブミン懸濁剤） 260mg/㎡ 点滴静注　30分 d1 21日 乳

ドキソルビシン 60mg/㎡ 点滴静注　15分 d1
シクロホスファミド 600mg/㎡ 点滴静注　30分 d1

ベバシズマブ 10mg/kg
点滴静注　30分

（初回　90分）
（2回目　60分）

d1.15

パクリタキセル 90mg/㎡ 点滴静注　90分 d1.8.15

エンハーツ
トラスツズマブ
デルクステカン 5.4mg/kg

点滴静注　30分
（初回　90分）

ｄ1 21日 乳

トラスツズマブ
6mg/kg

（初回　8mg/kg）
点滴静注　30分
（初回　90分）

d1

ドセタキセル 75mg/㎡ 点滴静注　1時間 d1
カルボプラチン AUC＝6 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 
パクリタキセル 80mg/㎡ 点滴静注　60分 d1 d8 d15
カルボプラチン AUC＝1.5 点滴静注　30分 d1 d8 d15

ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注　30分 d1 
ドキソルビシン 60mg/㎡ 点滴静注　15分 d1 

シクロホスファミド 600mg/㎡ 点滴静注　30分 d1 
キイトルーダ単独療法 ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注　30分 d1 21日 乳

HP+DTX 21日 乳

CMF(2週投与2週休薬) 28日 乳

dose-dense AC 14日 乳

PTX＋BEV 28日 乳

nab-PTX＋テセントリク療法 28日 乳

dose-dense AC 14日 乳

乳TCbHP療法

ペルツズマブ
420mg/body

（初回　840mg/body）
点滴静注　30分
（初回　60分）

d1

21日

PTX＋CBDCA＋キイトルーダ療法 21日 乳

AC＋キイトルーダ療法 21日 乳

池上総合病院



化学療法レジメン一覧

ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8　ｄ15
パクリタキセル

（アルブミン懸濁型） 125mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8　ｄ15

オキサリプラチン 85mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
レボホリナートCa 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1

イリノテカン 180mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
フルオロウラシル 400mg/㎡ 急速静注 ｄ1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 ｄ1

ジェムザール(隔週投与) ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1 14日 膵
ジェムザール(3週投与1週休薬) ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8　ｄ15 28日 膵

ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8
テガフール
ギメラシル
オテラシル

60mg/㎡ １日２回　朝夕食後 ｄ1から14日間

イリノテカン(リポソーム製剤) 70※mg/㎡ 点滴静注　90分 d1

レボホリナートカルシウム 200mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1
フルオロウラシル 2400mg/㎡ 点滴静注　46時間 d1

アテゾリズマブ 1200mg/body 点滴静注　60分
（2回目以降30分可）

d1

ベバシズマブ 15mg/kg
点滴静注　30分
（初回　90分）
（2回目　60分）

 d1

ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8
シスプラチン 25mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1　ｄ8

ジェムザール(隔週投与) ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1 14日 胆道
ジェムザール(3週投与1週休薬) ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8　ｄ15 28日 胆道

ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 d1
シスプラチン 25mg/㎡ 点滴静注　1時間 d1
テガフール
ギメラシル
オテラシル

80mg/㎡/day 1日2回　朝夕食後 d1から7日間

シスプラチン 70mg/㎡ 点滴静注　3時間 ｄ1
フルオロウラシル 700mg/㎡ 点滴静注　24時間 ｄ1～ｄ5

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1　ｄ8　ｄ15

シスプラチン 100mg/㎡ 点滴静注　3時間 ｄ1
フルオロウラシル 1000mg/㎡ 点滴静注　24時間 ｄ1～ｄ4

GS(3weeks) 21日 膵

nal-IRI+5-FU/ℓ-LV
（ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ使用）

14日 膵
※以下のUGT1A1遺伝子多型を有する場合、イリノテカン（リポソーム製剤）の開始用量は50mg/㎡

*6ﾎﾓ接合体、*28ﾎﾓ接合体、*6及び*28ダブルヘテロ接合体

GEM+nab-PTX 28日 膵

FOLFIRINOX 14日 膵

GCS療法 14日 胆道

FP 28日 食道

テセントリク＋アバスチン療法 21日 肝細胞

GC 21日 胆道

アービタックス + FP 21日 頭頚部

池上総合病院



化学療法レジメン一覧

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1　ｄ8　ｄ15

カルボプラチン AUC=5 点滴静注　2時間 ｄ1
フルオロウラシル 1000mg/㎡ 点滴静注　24時間 ｄ1～ｄ4

アービタックス セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1 7日 頭頚部

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1 d8 d15 d22

ドセタキセル 35mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1　ｄ8　ｄ15

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

ｄ1

パクリタキセル 80mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1
ドセタキセル 75mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
シスプラチン 75mg/㎡ 点滴静注　3時間 ｄ1

フルオロウラシル 750mg/㎡ 点滴静注　24時間 ｄ1～ｄ5
ペプレオ単独 ペプロマイシン 5～10mg/body 点滴静注　1時間 ｄ1～ｄ5 5日 頭頚部

CDDP＋RT療法 シスプラチン 100mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1 21日 頭頸部
weekly CDDP＋RT療法 シスプラチン 40mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1 7日 頭頸部

パクリタキセル 100mg/㎡ 点滴静注　1時間 d1 d8
カルボプラチン AUC＝2.5 点滴静注　1時間 d1 d8

セツキシマブ
250mg/㎡

（初回　400mg/㎡）
点滴静注　1時間
（初回　2時間）

d1 d8 d15

トーリセル単独 テムシロリムス 25mg/body 点滴静注　1時間 ｄ1 7日 腎

ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8
シスプラチン 70mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ2
ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8　ｄ15
シスプラチン 70mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ2
ゲムシタビン 1000mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1　ｄ8

カルボプラチン AUC=4.5 点滴静注　1時間 ｄ1
キイトルーダ単独 ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注　30分 ｄ1 21日 尿路上皮

パドセブ療法 エンホルツマブ　ベドチン
1.25mg/kg

（最大　125mg/回）
点滴静注　30分 d1、8、15 28日 尿路上皮

マイトマイシン膀胱内注入(単回) マイトマイシンC 30mg/body 膀胱内注入 ｄ1 1日 膀胱
マイトマイシン膀胱内注入(維持) マイトマイシンC 30mg/body 膀胱内注入 ｄ1 7日 膀胱
アドリアシン膀胱内注入(単回) ドキソルビシン 30mg/body 膀胱内注入 ｄ1 1日 膀胱
アドリアシン膀胱内注入(維持) ドキソルビシン 30mg/body 膀胱内注入 ｄ1 7日 膀胱

ファルモルビシン膀胱内注入(単回) エピルビシン 30mg/body 膀胱内注入 ｄ1 1日 膀胱
ファルモルビシン膀胱内注入(維持) エピルビシン 30mg/body 膀胱内注入 ｄ1 7日 膀胱

ピノルビン膀胱内注入(単回) ピラルビシン 30mg/body 膀胱内注入 ｄ1 1日 膀胱
ピノルビン膀胱内注入(維持) ピラルビシン 30mg/body 膀胱内注入 ｄ1 7日 膀胱

アービタックス+パクリタキセル 7日 頭頚部

アービタックス + 5-FU + CBDCA 21日 頭頚部

GCa(3weeks) 21日 尿路上皮

GC(3weeks) 21日 尿路上皮

GC(4weeks) 28日 尿路上皮

TPF 21日 頭頚部

PCE療法 21日 頭頚部

アービタックス+ドセタキセル 28日 頭頚部

池上総合病院



化学療法レジメン一覧

ドセタキセル 75mg/㎡ 点滴静注　1時間 ｄ1
プレドニゾロン 10mg/day １日２回　朝夕食後 連日

カバジタキセル 25mg/㎡ 点滴静注　60分 d1 
プレドニゾロン 10mg/日 経口投与 連日

カルボプラチン単独 カルボプラチン AUC=7 点滴静注　1時間 ｄ1 21日 精巣
シスプラチン 20mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1～ｄ5
エトポシド 100mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1～ｄ5

ブレオマイシン 30mg/body 点滴静注　30分 ｄ2　ｄ9　ｄ16

キイトルーダ単独 ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注　30分 ｄ1 21日 固形

ビンクリスチン 1.4mg/㎡(2mg/bodyを超えない) 点滴静注　全開 ｄ1
ドキソルビシン 50mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1

シクロホスファミド 750mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
プレドニゾロン 100mg/day 点滴 又は 内服 ｄ1～ｄ5
リツキシマブ 375mg/㎡ 点滴静注　適宜 ｄ1

ビンクリスチン 1.4mg/㎡(2mg/bodyを超えない) 点滴静注　全開 ｄ1
ドキソルビシン 50mg/㎡ 点滴静注　30分 ｄ1

シクロホスファミド 750mg/㎡ 点滴静注　2時間 ｄ1
プレドニゾロン 100mg/day 点滴 又は 内服 ｄ1～ｄ5

レミケード インフリキシマブ 5mg/kg
点滴静注　1時間

（初回・2回目　2時間）
d1　ｄ15　ｄ43

以後8週毎投与
- 潰瘍性大腸炎

レミケード インフリキシマブ

5mg/kg
※投与4回目より効果が減弱した場

合には10mg/kgに増量可能

点滴静注　1時間
（初回～3回目　2時間）

※1時間あたり5mg/kgを投与
する速度を超えない

d1　ｄ15　ｄ43
以後8週毎投与

※最短4週間の間隔で投与
(5mg/kg)

- クローン

アクテムラ点滴静注 トシリズマブ 8mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1 28日 関節リウマチ

アバタセプト

500（60kg未満）mg/body
750（60kg以上100kg以下）mg/body

1000(100kgを超える)mg/body
点滴静注　30分 ｄ1

アバタセプト 125mg/body 皮下注
点滴後、同日中に投与

以後1週間毎

オレンシア点滴静注 アバタセプト
500（60kg未満）mg/body

750（60kg以上100kg以下）mg/body
1000(100kgを超える)mg/body

点滴静注　30分
d1　ｄ15　ｄ29
以後4週間隔 - 関節リウマチ

インフリキシマブ

　　　　　　　　　　3mg/kg
※投与4回目より効果不十分又は効果が減弱
した場合には、投与量の増量や投与間隔の
短縮が可能。（段階的に行うこと）
※投与量の上限
8週間間隔：10mg/kg　　投与間隔を短縮（最
短投与間隔は4週）：6mg/kg

点滴静注　1時間
（初回～3回目　2時間）

※1時間あたり5mg/kgを投与
する速度を超えない

d1　ｄ15　ｄ43
以後8週毎投与

※最短4週間の間隔で投与
(6mg/kg)

メトトレキサート 6～16mg（適宜増減）/週 経口投与 -

BEP 21日 精巣

CHOP 21日 悪性リンパ腫

DP 21日 前立腺

レミケード(メトトレキサート併用) - 関節リウマチ

R-CHOP 21日 悪性リンパ腫

オレンシア皮下注(day1点滴･皮下注併用) - 関節リウマチ

ジェブタナ療法 21日 前立腺

池上総合病院



化学療法レジメン一覧

アクテムラ点滴静注(ｐJIA) トシリズマブ 8mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1 28日
多関節に活動を有する
若年性特発性関節炎

(pJIA)

アクテムラ点滴静注(ｓJIA) トシリズマブ 8mg/kg 点滴静注　1時間 ｄ1
14日

※症状により1週間まで投
与間隔を短縮可

全身型
若年性特発性関節炎

(sJIA)

レミケード インフリキシマブ 5mg/kg
点滴静注　1時間

（初回～3回目　2時間）
d1　ｄ15　ｄ43

以後6～8週毎投与
- 強直性脊椎炎

レミケード インフリキシマブ

　　　　　　　　　　5mg/kg
※投与4回目より効果不十分又は効果が減弱
した場合には、投与量の増量や投与間隔の
短縮が可能。（段階的に行うこと）
※投与量の上限
8週間間隔：10mg/kg　　投与間隔を短縮（最
短投与間隔は4週）：6mg/kg

点滴静注　1時間
（初回～3回目　2時間）
※1時間あたり5mg/kgを投与
する速度を超えない

d1　ｄ15　ｄ43
以後8週毎投与

※最短4週間の間隔で投与
(6mg/kg)

- 関節症性乾癬

ビノレルビン 25mg/㎡ 急速静注　全開 d1 d8
シスプラチン 80mg/㎡ 点滴静注　2時間 d1 

アリムタ単剤 ペメトレキセド 500mg/㎡ 点滴静注　10分 d1 21日 非小細胞肺

テセントリク単独療法 アテゾリズマブ 1200mg/body
点滴静注　60分

（2回目以降30分可）
d1 21日 非小細胞肺

パクリタキセル 200mg/㎡ 点滴静注　3時間 d1 
カルボプラチン AUC=6 点滴静注　60分 d1 

PTX＋CBDCA（3週毎）療法 21日 非小細胞肺

シスプラチン＋ビノレルビン 21日 非小細胞肺

池上総合病院


