
診療科/病名 パス・レジメン名称 レジメンス内容・ケジュール
MSI high 固形癌/ ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ単独療法 キイトルーダ200mg（固定量）Day1投与　21日毎

外科・消化器内科/胃癌 DTX単独療法 ドセタキセル60mg/㎡　Day1投与　　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 MTX/5-FU交代療法 メソトレキセート100mg/㎡・ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ600mg/㎡　Day1　ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠5mg　9錠　分3毎食後　　7日日毎
外科・消化器内科/胃癌 ☆PTX通常療法 パクリタキセル210mg/㎡　Day1　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 ☆wPTX療法 パクリタキセル80mg/㎡　Day1.8.15　　28日毎
外科・消化器内科/胃癌 nab-PTX単独療法 アブラキサン260mg　Day1　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 weekly_nab-PTX単独療法 アブラキサン100mg　Day1.8.15　28日毎
外科・消化器内科/胃癌 （初回）HER+nab-PTX併用療法 ハーセプチン8mg/kg・アブラキサン260mg　Day1　21日毎　2回目以降ハーセプチン6mg/kg
外科・消化器内科/胃癌 ☆RAM+wPTX併用療法 ｻｲﾗﾑｻﾞ8mg/kg　Day1.15　ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ80mg/㎡　Day1.8.15　　28日毎
外科・消化器内科/胃癌 ☆(Day1・8)RAM+wPTX併用療法 ｻｲﾗﾑｻﾞ8mg/kg　Day1　ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ80mg/㎡　Day1.8　　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 RAM単独療法 ｻｲﾗﾑｻﾞ8mg/kg　　14日毎
外科・消化器内科/胃癌 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ単独療法 オプジーボﾞ240mg/kg　　14日毎
外科・消化器内科/胃癌 ★CPT11単独療法（ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄﾞ） イリノテカン150mg/㎡　　14日毎
外科・消化器内科/胃癌 ☆RAM+nab-PTX併用療法 ｻｲﾗﾑｻﾞ8mg/kg　Day1.15　アブラキサン100mg/㎡　Day1.8.15　　28日毎
外科・消化器内科/胃癌 HER+ｾﾞﾛｰﾀﾞ併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ8mg/kg（2回目以降6mg/kg）　Day1　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 HER+XP療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ8mg/kg（2回目以降6mg/kg）　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ80mg㎡　Day2　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 XP療法 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ80mg㎡　Day2　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 G-XELOX療法 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ130mg㎡　Day1　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 (初回)HER+G-XELOX併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ8mg/kg（2回目以降6mg/kg）　ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ130mg㎡　Day1　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 S1+CDDP併用療法 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ60mg/㎡　Day8　TS-1　80mg/㎡　3週内服2週休薬　35日毎
外科・消化器内科/胃癌 biweekly-DTX+S1併用療法 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ25mg/㎡　Day1.8　TS-1　80mg/㎡　2週内服2週休薬　28日毎
外科・消化器内科/胃癌 DCS療法 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ60mg/㎡　Day1　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ30mg/㎡　Day1.8　TS-1　80mg/㎡　2週内服2週休薬　28日毎
外科・消化器内科/胃癌 (初回)HER+S1併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ8mg/kg（2回目以降6mg/kg）　Day1　TS-180mg/㎡；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 (初回)HER+SP療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ8mg/kg（2回目以降6mg/kg）　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ60mg㎡　Day2　TS-1；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 ★IRIS療法 ｲﾘﾉﾃｶﾝ80mg/㎡　Day1.15　TS-1　80mg/㎡　3週内服2週休薬　35日毎
外科・消化器内科/胃癌 S1+DTX併用療法 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ40mg/㎡　Day1　TS-1　80mg/㎡　2週内服1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 ☆S1+PTX療法 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ50mg/㎡　Day1.8　TS-1　80mg/㎡　2週内服1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 HER（2ndﾗｲﾝ以降）+S1+DTX併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg　ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ40mg　Day1　TS-1　80mg/㎡；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 ☆HER（初回）+S1+PTX療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ8mg/kg（2回目以降6mg/kg）　Day1 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ50mg　Day1.8　TS-1　80mg/㎡；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 ★HER（2ndﾗｲﾝ以降）+S1+CPT11併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg　ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg　Day1　TS-1　80mg/㎡；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 G-SOX療法 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ100mg/㎡　Day1　ﾃｨｰｴｽﾜﾝ80mg/㎡；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 HER+G-SOX併用療法 ﾊ-ｾﾌﾟﾁﾝ8mg/kg（2回目以降6mg/kg）　ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ100mg/㎡　Day1　ﾃｨｰｴｽﾜﾝ80mg/㎡；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胃癌 （SH)SP療法(q3week) ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ60mg/㎡　Day1　ﾃｨｰｴｽﾜﾝ80mg/㎡；2週投薬1週休薬　21日毎

外科・消化器内科/食道癌 ☆★☆ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ130mg/㎡G-SOX療法（ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ） ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ130mg/㎡　Day1　ﾃｨｰｴｽﾜﾝ80mg/㎡；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/食道癌 ☆wPTX療法（食道癌） ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ100mg/㎡　Day1.8.15.22.29.36　56日毎
外科・消化器内科/食道癌 DCF（ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ＋ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ＋ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ） ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ30mg/㎡　Day1.15　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ80mg/㎡Day1　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ800mg/㎡　28日毎

外科・消化器内科/大腸癌 ★FOLFIRI療法 ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ★IRIS療法 ｲﾘﾉﾃｶﾝ120mg/㎡　Day1.15　TS-1　80mg/㎡　2週内服2週休薬　28日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ☆mFOLFOX6療法 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ☆sLV5FU2療法 ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 SOX療法 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ130mg/㎡　Day1　ﾃｨｰｴｽﾜﾝ80mg/㎡；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/大腸癌 XELOX療法 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ130mg㎡　Day1　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/大腸癌 biweekly_XELOX療法 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg㎡　Day1　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；1週投薬1週休薬　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ★S1+CPT11療法（3週毎） ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　Day1　TS-1　80mg/㎡　2週内服1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ★RAM+FOLFIRI療法（ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄﾞ） ｻｲﾗﾑｻﾞ8mg/kg　ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 modified-FOLFOXIRI療法 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg/㎡　ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ★(1ｸｰﾙ目)CET+CPT11併用療法 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ400mg/㎡（初回のみ）　Day1　ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ　250mg/㎡　Day8　ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 (1ｸｰﾙ目)CET+XELOX併用療法 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ400mg/㎡（初回のみ）　Day1　ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ　250mg/㎡　Day8.15　ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ130mg/㎡　Day1　ｾﾞﾛｰﾀﾞ2週内服1週休薬　21日毎



診療科/病名 パス・レジメン名称 レジメンス内容・ケジュール
外科・消化器内科/大腸癌 (1ｸｰﾙ目)CET単独療法 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ400mg/㎡（初回のみ）　Day1　ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ　250mg/㎡（2回目以降）　　7日毎
外科・消化器内科/大腸癌 (1ｸｰﾙ目)CET+S1併用療法 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ400mg/㎡（初回のみ）　Day1　ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ　250mg/㎡　Day8.15　ﾃｨｰｴｽﾜﾝ80mg/㎡　2週内服1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ☆BV+mFOLFOX6療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ5mg/kg　ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ☆BV+sLV5FU2療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ5mg/kg　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ★BV+FOLFIRI療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ5mg/kg　ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ★SIRB療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ7.5mg/kg　ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　21日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ★BV+IRIS療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ5mg/kg　ｲﾘﾉﾃｶﾝ120mg/㎡　Day1.15　TS-1　80mg/㎡　2週内服2週休薬　28日毎
外科・消化器内科/大腸癌 BV+SOX療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ7.5mg/kg　ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ130mg/㎡　Day1　ﾃｨｰｴｽﾜﾝ80mg/㎡；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/大腸癌 BV+XELOX療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ7.5mg/kg　ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ130mg㎡　Day1　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/大腸癌 BV+biweekly_XELOX療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ5mg/kg　ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg㎡　Day1　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；1週投薬1週休薬　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 BV+ｾﾞﾛｰﾀﾞ併用療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ7.5mg/kg　Day1　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/大腸癌 BV+S1併用療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ5mg/kg　Day1.15　ﾃｨｰｴｽﾜﾝ；2週投薬2週休薬　28日毎
外科・消化器内科/大腸癌 BV+UFT/UZEL併用療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ5mg/kg　Day1.15　UFT/ﾕｰｾﾞﾙ；3週投薬1週休薬　28日毎
外科・消化器内科/大腸癌 BV+ﾛﾝｻｰﾌ併用療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ5mg/kg　Day1.15　ﾛﾝｻｰﾌ錠5日投薬2日休薬2週投薬2週休薬　28日毎
外科・消化器内科/大腸癌 BV＋modified-FOLFOXIRI療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ5mg/kg　ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg/㎡　ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ★PANI+CPT11併用療法 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ6mg/kg　ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ★PANI+FOLFIRI療法 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ6mg/kg　ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 ☆PANI+mFOLFOX6療法 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 PANI+biweekly_XELOX療法 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ6mg/kg　ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg㎡　Day1　ｾﾞﾛｰﾀﾞ；1週投薬1週休薬　14日毎
外科・消化器内科/大腸癌 PANI単独療法 ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ6mg/kg　Day1　14日毎

外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 GEM+CDDP併用療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ25mg/㎡　Day1.8　21日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 GS療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　ﾃｨｰｴｽﾜﾝ80mg/㎡　2週投薬1週休薬　21日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 GEM単独療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8.15　28日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 GEM単独療法（2投1休） ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8　21日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 GEM単独療法（2週毎） ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1　14日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 ★FOLFIRINOX療法（UGT1A1 ﾍﾃﾛの場合） ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg/㎡　ｲﾘﾉﾃｶﾝ180mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 FOLFIRINOX療法（UGT1A1 ﾎﾓorﾀﾞﾌﾞﾙﾍﾃﾛの場合) ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg/㎡　ｲﾘﾉﾃｶﾝ90mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 （5-FU bolus抜き）FOLFIRINOX療法（UGT1A1ﾍﾃﾛ） ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg/㎡　ｲﾘﾉﾃｶﾝ180mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 nab-PTX+GEM 併用療法 ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ125mg/㎡　ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8.15　28日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 nab-PTX+GEM 併用療法（２週毎） ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ125mg/㎡　ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1　14日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 nab-PTX+GEM 併用療法（2投1休） ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ125mg/㎡　ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8　21日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 ☆FOLFIRINOX療法（IRI抜き） ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 modified-FOLFIRINOX療法 ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ85mg/㎡　ｲﾘﾉﾃｶﾝ150mg/㎡　ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ200mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ400mg/㎡(bolus）ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ2400mg/㎡（持続）Day1　14日毎
外科・消化器内科/胆道･膵臓・肝臓癌 ﾃｾﾝﾄﾘｸ＋ｱﾊﾞｽﾁﾝ併用療法 ﾃｾﾝﾄﾘｸ1200mg　ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　Day1　21日毎

外科/乳癌 AC療法（閉鎖式接続器具使用） ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ60mg/㎡　ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ600mg/㎡　Day1　21日毎
外科/乳癌 ddAC療法（閉鎖式接続器具使用） ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ60mg/㎡　ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ600mg/㎡　Day1　14日毎
外科/乳癌 EC療法（閉鎖式接続器具使用） ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ100mg/㎡　ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ600mg/㎡　Day1　14日毎
外科/乳癌 DTX単独療法 ドセタキセル60mg/㎡　Day1投与　　21日毎
外科/乳癌 （HD）DTX単独療法 ドセタキセル75mg/㎡　Day1投与　　21日毎
外科/乳癌 ☆FEC療法（閉鎖式接続器具使用） ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ100mg/㎡　ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ500mg/㎡　ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ500mg/㎡　Day1　14日毎
外科/乳癌 ☆GEM･PTX併用療法 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ175mg/㎡　Day1　ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1250mg/㎡　Day1.8　21日毎
外科/乳癌 GEM単独療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1250mg/㎡　Day1.8　21日毎
外科/乳癌 ☆PTX通常療法 パクリタキセル210mg/㎡　Day1　　21日毎
外科/乳癌 dd-PTX療法 パクリタキセル210mg/㎡　Day1　　14日毎
外科/乳癌 TC療法（閉鎖式接続器具使用） ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ60mg/㎡　ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ600mg/㎡　Day1　21日毎
外科/乳癌 VNR単独療法 ﾛｾﾞｳｽ25mg/㎡　Day1.8　21日毎
外科/乳癌 ☆wPTX療法 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ100mg/㎡　Day1.8.15.22.29.36　56日毎
外科/乳癌 ☆BV･PTX併用療法 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ90mg/㎡　Day1.8.15　ｱﾊﾞｽﾁﾝ10mg/kg　Day1.15　28日毎
外科/乳癌 ☆BV･PTX併用療法（変法） ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ90mg/㎡　Day1.8　ｱﾊﾞｽﾁﾝ10mg/kg　Day1　21日毎
外科/乳癌 ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ単独療法 ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ260mg/㎡　Day1　21日毎



診療科/病名 パス・レジメン名称 レジメンス内容・ケジュール
外科/乳癌 ☆テセントリク840mg＋ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ100mg/㎡併用療法 ﾃｾﾝﾄﾘｸ840mg/kg　Day1.15　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝDay1.8.15　28日毎
外科/乳癌 ｴﾘﾌﾞﾘﾝ単独療法 ﾊﾗｳﾞｪﾝ1.1mg/㎡（2回目以降1.4mg/㎡）　Day1.8　21日毎
外科/乳癌 ｶﾄﾞｻｲﾗ単独療法 ｶﾄﾞｻｲﾗ3.6mg/kg　Day1　21日毎
外科/乳癌 ADM単独療法 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ60mg/㎡　Day1　21日毎
外科/乳癌 HER(3W)単独療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg（初回8mg/kg）　Day1　21日毎
外科/乳癌 HER(3W)･DTX併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg（初回8mg/kg）ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ60mg/㎡　Day1　21日毎
外科/乳癌 HER(3W)･PTX併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg（初回8mg/kg）ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ210mg/㎡　Day1　21日毎
外科/乳癌 HER(3W)･ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg（初回8mg/kg）ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ260mg/㎡　Day1　21日毎
外科/乳癌 HER(3W)･ｴﾘﾌﾞﾘﾝ併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg（初回8mg/kg）　Day1ﾊﾗｳﾞｪﾝ1.4mg/㎡　Day1.8　21日毎
外科/乳癌 HER(1W)･wPTX併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ2mg/kg（初回　Day1　4mg/kg）ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ100mg/㎡　Day1.8　21日毎
外科/乳癌 HER(3W)･VNR併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg（初回8mg/kg）　Day1　ﾛｾﾞｳｽ25mg/㎡　Day1.8　21日毎
外科/乳癌 HER(1W)･ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ2mg/kg（初回4mg/kg）　Day1.8.15　ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ260mg/㎡　Day1　21日毎
外科/乳癌 ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ･HER･DTX併用療法 ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ840mg　ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg（初回8mg/kg）ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ60mg/㎡　Day1　21日毎
外科/乳癌 ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ･HER併用療法 ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ840mg　ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg（初回8mg/kg）　Day1　21日毎
外科/乳癌 ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ･HER･ｴﾘﾌﾞﾘﾝ併用療法 ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ840mg　ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg（初回8mg/kg）　Day1　ﾊﾗｳﾞｪﾝ1.4mg/㎡　Day1.8　21日毎
外科/乳癌 (2回目以降)HER(3W)･GEM併用療法 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ6mg/kg（初回8mg/kg）　Day1　ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1250mg/㎡　Day1.8　21日毎

呼吸器科/小細胞肺癌 VP16+CBDCA併用療法 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ80mg/㎡　Day1.2.3　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC5　Day1　21日毎
呼吸器科/小細胞肺癌 テセントリク＋VP16+CBDCA併用療法 ﾃｾﾝﾄﾘｸ1200mg　ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ100mg/㎡　Day1.2.3　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC5　Day1　21日毎
呼吸器科/小細胞肺癌 ★CPT11+CBDCA併用療法 ｲﾘﾉﾃｶﾝ50mg/㎡　Day1.8.15　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC4　Day1　28日毎
呼吸器科/小細胞肺癌 （SH)★CPT11+CDDP併用療法 ｲﾘﾉﾃｶﾝ60mg/㎡　Day1.8.15　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ　60mg/㎡　Day1　28日毎
呼吸器科/小細胞肺癌 （SH)VP16+CDDP併用療法 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ100mg/㎡　Day1.2.3　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ　80mg/㎡　Day1　21日毎
呼吸器科/小細胞肺癌 AMR単独療法 ｶﾙｾﾄﾞ35mg/㎡　Day1.2.3　21日毎
呼吸器科/小細胞肺癌 （HD)AMR単独療法 ｶﾙｾﾄﾞ40mg/㎡　Day1.2.3　21日毎
呼吸器科/小細胞肺癌 ★CPT11単独療法（Day1･8･15） ｲﾘﾉﾃｶﾝ80mg/㎡　Day1.8.15　28日毎
呼吸器科/小細胞肺癌 NGT単独療法 ﾊｲｶﾑﾁﾝ1mg/㎡　Day1.2.3.4.5　21日毎
呼吸器科/小細胞肺癌 ☆weekly-PTX単独療法 パクリタキセル80mg/㎡　Day1　　7日毎

共通/呼吸器科/肺肉腫 ADR単独療法 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ25mg/㎡　Day1.2.3　21日毎

呼吸器科/非小細胞肺癌 BV+ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ併用療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　Day1　ﾀﾙｾﾊﾞ錠100mg～150mg　連日内服　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 BV+PEM併用療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　Day1　ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末　連日内服　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 DTX+NP併用療法 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ60mg/㎡　ｱｸﾌﾟﾗ10mg/㎡　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 RAM+DTX併用療法 ｻｲﾗﾑｻﾞ10mg/kg　ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ60mg/㎡　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ﾃｾﾝﾄﾘｸ＋ｱﾊﾞｽﾁﾝ併用療法 ﾃｾﾝﾄﾘｸ1200mg　ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 PEM+ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ併用療法 ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ200mｇ　Daｙ1　ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末　連日内服　21日毎　
呼吸器科/非小細胞肺癌 BV+PEM+CBDCA併用療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ☆BV+PTX+CBDCA併用療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ200mg/㎡　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末　連日内服　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 GEM+CBDCA併用療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC4　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 PEM+CBDCA併用療法 ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末　連日内服　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ☆PTX+CBDCA併用療法 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ200mg/㎡　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 S1+CBDCA併用療法 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC5　Day1　TS-1　2週投薬1週休薬
呼吸器科/非小細胞肺癌 ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ+CBDCA併用療法 ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ100mg/㎡　Day1.8.15　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 DTX+CBDCA併用療法 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ60mg/㎡　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC5　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 VNR+CBDCA併用療法 ﾛｾﾞｳｽ25mg/㎡　Day1.8　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC5　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ＋ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ+CBDCA併用療法 ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ100mg/㎡　Day1.8.15　ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ200mg　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ＋PEM+CBDCA併用療法 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ200mg　ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末　連日内服　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ☆ﾃｾﾝﾄﾘｸ＋BV+PTX+CBDCA併用療法 ﾃｾﾝﾄﾘｸ1200mg　ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ200mg/㎡　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ﾃｾﾝﾄﾘｸ＋ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ+CBDCA併用療法 ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ100mg/㎡　Day1.8.15　ﾃｾﾝﾄﾘｸ1200mg　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 （SH)BV+PEM+CDDP併用療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ75mg/㎡　Day1　ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末　連日内服　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 （SH)★CPT11+CDDP併用療法 ｲﾘﾉﾃｶﾝ60mg/㎡　Day1.8　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ80mg/㎡　Day1　21日毎



診療科/病名 パス・レジメン名称 レジメンス内容・ケジュール
呼吸器科/非小細胞肺癌 （SH)DTX+CDDP併用療法 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ60mg/㎡　Day1　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ80mg/㎡　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 （SH)GEM+CDDP併用療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ80mg/㎡　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 （SH)PEM+CDDP併用療法 ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ75mg/㎡　Day1　ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末　連日内服　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 （SH)VNR+CDDP併用療法 ﾛｾﾞｳｽ25mg/㎡　Day1.8　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ80mg/㎡　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 （SH)S1+CDDP併用療法 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ60mg/㎡　Day8　TS-1Day1～21　35日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 （SH)S1+CDDP併用療法（3～4week毎） ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ60mg/㎡　Day1　TS-1Day1～14　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ＋PEM+CDDP併用療法 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ200mg　ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ75mg/㎡　Day1　ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末　連日内服　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 AMR単独療法 ｶﾙｾﾄﾞ35mg/㎡　Day1.2.3　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 BV単独療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ★CPT11単独療法 ｲﾘﾉﾃｶﾝ80mg/㎡　Day1.8　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 DTX単独療法 ドセタキセル60mg/㎡　Day1投与　　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 GEM単独療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 PEM単独療法 ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　Day1　ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末　連日内服　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ☆PTX単独療法 パクリタキセル200mg/㎡　Day1　　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 VNR単独療法 ﾛｾﾞｳｽ25mg/㎡　Day1.8　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 （改）ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ単独療法 ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ100mg/㎡　Day1.8.15Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 （改）ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ単独療法 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ240mg　Day1　14日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ単独療法 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ200mg　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ﾃｾﾝﾄﾘｸ単独療法 ﾃｾﾝﾄﾘｸ1200mg　Day1　21日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ単独療法 ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ10mg/kg　Day1　14日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ＋ﾔｰﾎﾞｲ併用療法 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ360mg　Day1.22　ﾔｰﾎﾞｲ　Day1　42日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ＋ﾔｰﾎﾞｲ＋PEM＋CDDP併用療法 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ360mg　Day1.22　ﾔｰﾎﾞｲ　Day1　ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　Day1.22　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ75mg/㎡　Day1.22　42日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ＋ﾔｰﾎﾞｲ＋PEM＋CBDCA併用療法 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ360mg　Day1.22　ﾔｰﾎﾞｲ　Day1　ｱﾘﾑﾀ500mg/㎡　Day1.22　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1.22　42日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 NP単独療法 ｱｸﾌﾟﾗ80～100mg/㎡　28日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 4週毎ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ480mg単独療法 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ480mg　Day1　28日毎
呼吸器科/非小細胞肺癌 6週毎ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ400mg単独療法 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ400mg　Day1　42日毎

歯科口腔外科 (1～3ｸｰﾙ目)ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単独療法 ｱｰﾐﾋﾞｯｸｽDay1　400mg/㎡　Day2.3　250mg/㎡　21日毎（1～3ｸｰﾙ目）
歯科口腔外科 (4ｸｰﾙ目以降)ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単独療法 ｱｰﾐﾋﾞｯｸｽDay1　250mg/㎡　Day1　7日毎（4ｸｰﾙ目以降）
歯科口腔外科 ADM単独療法 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ30mg/㎡　Day1.2　14日毎　

整形外科 ADM単独療法 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ30mg/㎡　Day1.2　14日毎　

脳神経外科 PE療法 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ20mg/㎡　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ60mg/㎡　Day1～5　21日毎
脳神経外科 BV単独療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ10mg/kg　14日毎
脳神経外科 BV単独療法（15mg/kg・3週毎） ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　21日毎

泌尿器科 BEP療法 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ100mg/㎡　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ20mg/㎡　Day1～5　ﾌﾞﾚｵ30mg　Day2.9.16　21日毎
泌尿器科 DTX＋PSL併用療法 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ75mg/㎡　Day1　21日毎　ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠10mg　連日投与
泌尿器科 GEM+CDDP併用療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8.15　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ70mg/㎡　Day2　28日毎
泌尿器科 GEM単独療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8.15　28日毎
泌尿器科 ☆M-VAC療法 ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ30mg/㎡　Day1.15.22　ｴｸｻﾞｰﾙ3mg/㎡　Day2.15.22　ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ30mg/㎡　Day2　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ70mg/㎡　Day2　28日毎
泌尿器科 ﾄｰﾘｾﾙ単独療法 ﾄｰﾘｾﾙ25mg　Day1　7日毎
泌尿器科 GEM+CBDCA併用療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8.15　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC4　Day2　28日毎
泌尿器科 （小細胞癌）VP16+CBDCA併用療法 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ80mg/㎡　Day1.2.3　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC5　Day1　21日毎
泌尿器科 ｼﾞｪﾌﾞﾀﾅ＋PSL併用療法 ｼﾞｪﾌﾞﾀﾅ25mg/㎡　Day1　21日毎　ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg連日内服
泌尿器科 （改）ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ単独療法 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ240mg　Day1　14日毎
泌尿器科 ☆ヤーボイ＋ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ併用療法 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ240mg　ﾔｰﾎﾞｲ　1mg/kg　Day1　21日毎（4ｸｰﾙまで）
泌尿器科 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ単独療法 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ200mg　Day1　21日毎



診療科/病名 パス・レジメン名称 レジメンス内容・ケジュール
泌尿器科 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ＋ｲﾝﾗｲﾀ併用療法 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ200mg　Day1　21日毎　ｲﾝﾗｲﾀ錠10mg/日　連日内服
泌尿器科 4週毎ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ480mg単独療法 ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ480mg　Day1　28日毎

婦人科 AP療法 ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ60mg/㎡　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ50mg/㎡　Day1　21日毎
婦人科 ★CPT11+CDDP併用療法 ｲﾘﾉﾃｶﾝ60mg/㎡　Day1.8.15　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ　60mg/㎡　Day1　28日毎
婦人科 ★CPT11単独療法（Day1・8・15） ｲﾘﾉﾃｶﾝ100mg/㎡　Day1.8.15　28日毎
婦人科 ★CPT11単独療法（Day1・8） ｲﾘﾉﾃｶﾝ100mg/㎡　Day1.8　28日毎
婦人科 DTX+CBDCA併用療法 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ70mg/㎡　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　21日毎
婦人科 DTX+CDDP併用療法 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ70mg/㎡　Day1　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ60mg/㎡　Day1　21日毎
婦人科 GEM単独療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8.15　28日毎
婦人科 NGT単独療法 ﾊｲｶﾑﾁﾝ1.2mg/㎡　Day1.2.3.4.5　21日毎
婦人科 ﾄﾞｷｼﾙ単独療法 ﾄﾞｷｼﾙ40mg/㎡　Day1　28日毎
婦人科 ☆PTX+CBDCA併用療法 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ175mg/㎡　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　21日毎
婦人科 ☆wPTX+CBDCA併用療法 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ80mg/㎡　Day1.8.15　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　28日毎
婦人科 BEP療法 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ100mg/㎡　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ20mg/㎡　Day1～5　ﾌﾞﾚｵ30mg　Day2.9.16　21日毎
婦人科 GEM+CBDCA併用療法 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ1000mg/㎡　Day1.8　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC4　Day1　21日毎
婦人科 ★CPT11+CDGP併用療法 ｲﾘﾉﾃｶﾝ60mg/㎡　Day1.8　ｱｸﾌﾟﾗ　80mg/㎡　Day1　21日毎
婦人科 ☆PTX単独療法 パクリタキセル170mg/㎡　Day1　　21日毎
婦人科 ☆BV+PTX+CBDCA併用療法 ｱﾊﾞｽﾁﾝ15mg/kg　ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ175mg/㎡　ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝAUC6　Day1　21日毎


