
【産婦人科】 

ACT-D 療法 

アドリアシン療法 

AP 療法 

BEP 療法 

BEV 単剤療法 

CBDCA+VP16 療法 

CBDCA+VP16+BEV 療法 

CPT-11 療法 

CPT-11+BEV 療法 

DC 療法 

DC+BEV 療法 

DCweekly 療法 

ddTC 療法 

ddTC+BEV 療法 

DPweekly 療法 

DTX 単剤療法 

GC(Gem+CBDCA) 療法 

GC(Gem+CBDCA)+BEV 療法 

GD 療法 

GEM 単剤療法 

IFM 単剤療法 

キイトルーダ 療法 

 

MA 療法 

MTX 5days 療法 

MTX 高用量療法 

NGT 単剤療法 

NGT+BEV 療法 

NGT+CDDP 療法 

PLD 単剤療法 

PLDC 療法 

TC 療法 

TC+BEV 療法 

TCweekly 療法 

T+GEM 療法 

TP 療法 

TP+BEV 療法 

TPweekly 療法 

weeklyT 療法 

 

 

 

【泌尿器科】 

BEP 療法 

CBDCA 療法 

DTX 療法 

GC 療法 

GEM+CBDCA 療法 

GEM 単剤(Glu) 療法 

GEM 単剤(Ns) 療法 

HD-MVAC 療法 

 

ジェブタナ療法 

キイトルーダ療法 

MAID 療法 

MVAC 療法 

オプジーボ療法 

トーリセル療法 

 



 

【外科】 

乳がん 

アバスチン+weekly PTX 療法 

イリノテカン単剤療法（A 法) 

EC 療法 

dose-dense EC 療法 

FEC100 療法 

カドサイラ（T-DM1)単剤療法 

TC(ドセタキセル+エンドキサン）療法 

DTX 単剤療法 

トラスツズマブ+DTX 療法 

パージェタ+トラスツズマブ+DTX 療法 

weekly PTX 療法 

トラスツズマブ+weekly PTX 療法 

パージェタ+トラスツズマブ+weekly PTX

療法 

biweekly トラスツズマブ+biweekly PTX 療

法 

weekly トラスツズマブ+weekly PTX 療法 

トラスツズマブ療法 

weekly トラスツズマブ療法 

パージェタ+トラスツズマブ療法 

nab-PTX 療法 

weekly nab-PTX 療法（適応外） 

トラスツズマブ+nab-PTX 療法 

トラスツズマブ+weekly nab-PTX 療法（適

応外） 

 

VNR 療法 

トラスツズマブ+VNR 療法 

GEM 単剤療法 

トラスツズマブ+GEM(2 投 1 休)療法 

PTX+GEM 療法 

ハラヴェン単剤療法 

トラスツズマブ+ハラヴェン療法 

トラスツズマブ+ゼローダ療法 

ゼローダ+DTX 療法 

テセントリク+アブラキサン療法 

CBDCA 単剤療法 

dose-dense TC(PTX+CBDCA)療法 

 

 

 

 

 

 

 

 



大腸がん 

FOLFIRI 療法 

アバスチン+FOLFIRI 療法 

biweekly アービタックス+FOLFIRI 療法 

ベクティビックス+ FOLFIRI 療法 

サイラムザ+FOLFIRI 療法 

 

mFOLFOX6 療法 

アバスチン+mFOLFOX 療法 

ベクティビックス+mFOLFOX 療法 

 

LV-FU 療法 

アバスチン+LV-FU 療法 

 

IRIS 療法 

アバスチン+IRIS 療法 

 

XELOX 療法 

アバスチン+XELOX 療法 

 

XELIRI 療法 

アバスチン+XELIRI 療法 

 

CPT-11 単剤療法(B 法） 

アービタックス+CPT-11 療法 

biweekly アービタックス+CPT-11 療法 

ベクティビックス+CPT-11 療法 

 

アバスチン+S-1 療法 

アバスチン+ゼローダ療法 

アバスチン+ロンサーフ療法 

 

biweekly アービタックス単剤療法 

ベクティビックス単剤療法 

 

 

胃がん 

CDDP+S-1 療法（３週１クール 外来用） 

CDDP+S-1 療法（３週１クール 入院用） 

CDDP+S-1 療法（５週１クール 外来用） 

CDDP+S-1 療法（５週１クール 入院用） 

CDDP+ゼローダ療法（外来用） 

CDDP+ゼローダ療法（入院用） 

  

DTX 単剤療法 

S-1+DTX 療法 

 

weekly PTX 療法 

サイラムザ+weekly PTX 療法 

 

イリノテカン単剤療法（B 法） 

IR IS 療法 

 

SOX 療法 

アバスチン+SOX 療法 

トラスツズマブ+SOX 療法 

 

XELOX 療法 

トラスツズマブ+XELOX 療法 

 

nab-PTX 療法 

weekly トラスツズマブ+weekly nab-PTX 療

法 

 



 

肝・胆・膵がん 

GEM 単剤療法 

GEM+S-1 療法 

GC(GEM+CDDP)療法 

nab-PTX 療法 

FOLFIRINOX 療法（膵がん） 

mFOLFIRINOX 療法（膵がん） 

 

 

その他 

CDDP+CPT-11 療法（小細胞癌） 

CDDP+VP-16 療法（小細胞癌） 

MAID 療法（軟部腫瘍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【消化器科】 

大腸がん 

FOLFIRI 療法 

アバスチン+FOLFIRI 療法 

weekly アービタックス+FOLFIRI 療法 

ベクティビックス+ FOLFIRI 療法 

サイラムザ+FOLFIRI 療法 

 

mFOLFOX6 療法 

アバスチン+mFOLFOX6 療法 

weekly アービタックス+mFOLFOX6 療法 

ベクティビックス+mFOLFOX6 療法 

 

SOX 療法 

アバスチン+SOX 療法 

 

CPT-11 単剤療法(B 法） 

アービタックス+biweekly CPT-11 療法 

ベクティビックス+CPT-11 療法 

 

weekly アービタックス療法 

ベクティビックス単剤療法 

アバスチン+ユーエフティ+ホリナート療法 

FOLFOX4 療法 

 

 

胃がん 

CDDP+S-1 療法（５週１クール 外来用） 

CDDP+S-1 療法（５週１クール 入院用） 

XP(CDDP+ゼローダ)療法（外来用） 

XP(CDDP+ゼローダ)療法（入院用） 

トラスツズマブ+XP 療法（入院用） 

 

DTX 単剤療法 

S-1+DTX 療法 

 

weekly PTX 療法 

サイラムザ+weekly PTX 療法 

 

SOX 療法 

トラスツズマブ+SOX 療法 

 

XELOX 療法 

 

nab-PTX 療法 

サイラムザ+nab-PTX 療法 

 

mFOLFOX6 療法 

weekly アービタックス+mFOLFOX 療法 

オプジーボ単剤療法 

CPT-11 単剤療法（B 法） 

サイラムザ単剤療法 

トラスツズマブ+FP 療法 

 

 

 



肝・胆・膵がん 

GEM 単剤療法 

GEM+S-1 療法 

GC(GEM+CDDP)療法 

nab-PTX 療法 

FOLFIRINOX 療法（膵がん） 

mFOLFIRINOX 療法（膵がん） 

 

 

その他 

FP 療法（食道がん） 

エンドキサン単剤療法 

CDDP+CPT-11 療法（小細胞癌） 

リツキシマブ療法（悪性リンパ腫） 

R-CHOP 療法（悪性リンパ腫） 
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