
胃がん

レジメン名
薬剤名（一般名）
〈斜体：内服薬〉 投与日

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

シスプラチン 60 ㎎/㎡ day8

S-1 80 ㎎/㎡ day1-21

シスプラチン 80 ㎎/㎡ day1 21 日

カペシタビン 2000 ㎎/㎡ day1-14 21 日

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

シスプラチン 80 ㎎/㎡ day1

カペシタビン 2000 ㎎/㎡ day1-14

ドセタキセル 40 ㎎/㎡ day1

S-1 80 ㎎/㎡ day1-14

オキサリプラチン 130 ㎎/㎡ day1

S-1 80 ㎎/㎡ day1-14

オキサリプラチン 130 ㎎/㎡ day1

カペシタビン 2000 ㎎/㎡ day1-14

8 《3wnab-PTX》nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ アルブミン懸濁型パクリタキセル 260 ㎎/㎡ day1 21 日

9 《wnab-PTX》nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ アルブミン懸濁型パクリタキセル 100 ㎎/㎡ day1･8･15 28 日

10 《wPTX》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ パクリタキセル 80 ㎎/㎡ day1･8･15 28 日

11 《2wPTX》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ パクリタキセル 120 ㎎/㎡ day1 14 日

12 《wCPT-11》ｲﾘﾉﾃｶﾝ イリノテカン 100 ㎎/㎡ day1･8･15 28 日

13 《2wCPT-11》ｲﾘﾉﾃｶﾝ イリノテカン 150 ㎎/㎡ day1 14 日

14 《3wDOC》ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ ドセタキセル 60 ㎎/㎡ day1 21 日

イリノテカン 60 ㎎/㎡ day1

シスプラチン 30 ㎎/㎡ day1

イリノテカン 70 ㎎/㎡ day1･15

シスプラチン 80 ㎎/㎡ day1

ラムシルマブ 8 ㎎/㎏ day1･15

パクリタキセル 80 ㎎/㎡ day1･8･15

18 《2wRmab》ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ ラムシルマブ 8 ㎎/㎏ day1 14 日

19 《2wｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ》ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ ニボルマブ 240 ㎎/body day1 14 日

ラムシルマブ 8 ㎎/㎏ day1･15

アルブミン懸濁型パクリタキセル 100 ㎎/㎡ day1･8･15

レボホリナート 250 ㎎/㎡

フルオロウラシル 600 ㎎/㎡

更新日：2020年4月
北信総合病院薬剤部
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《2wRmab+wPTX》ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ 28 日

《2wCPT-11+2wCDDP》ｲﾘﾉﾃｶﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ

《2wCPT-11+4wCDDP》ｲﾘﾉﾃｶﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 28 日

20

21 《RPMI》5-FU+ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ 56 日

《2wRmab+wnab-PTX》
ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ+nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ

28 日

day1･8･15･
22･29･36

《3wCapeOX》ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ+ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 21 日

14 日

《3wS1+DOC》TS1+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ 21 日

《3wSOX》TS1+ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 21 日

《S1+CDDP》TS1+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 35 日

《XP》ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ

《3wHER+XP》
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ

トラスツズマブ day1

21 日

投与
間隔

《3wHER》ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ トラスツズマブ day1 21 日

投与量



食道がん

レジメン名
薬剤名（一般名）
〈斜体：内服薬〉 投与日

フルオロウラシル 800 ㎎/㎡ day1-5

シスプラチン 80 ㎎/㎡ day1

フルオロウラシル 700 ㎎/㎡ day1-4

シスプラチン 70 ㎎/㎡ day1

フルオロウラシル 1000 ㎎/㎡ day1-4

シスプラチン 75 ㎎/㎡ day1

4 《3wDOC》ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ ドセタキセル 70 ㎎/㎡ day1 21 日

5 《4wｱｸﾌﾟﾗ》ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ ネダプラチン 100 ㎎/㎡ day1 28 日

フルオロウラシル 600 ㎎/㎡ day1-5

シスプラチン 70 ㎎/㎡ day1

ドセタキセル 60 ㎎/㎡ day1

7 《2wｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ》ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ ニボルマブ 240 ㎎/body day1 14 日

6 《4wDCF》ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+5-FU 28 日

2
《FP+RT》
5-FU:700mg/㎡+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ:70mg/㎡+放射線

28 日

3
《FP+RT》
5-FU:1000mg/㎡+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ:75mg/㎡+放射線

28 日

更新日：2020年4月
北信総合病院薬剤部

投与量
投与
間隔

1 《FP》5-FU+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 28 日


