
2021.6改訂
がん種 レジメン名 適応
非小細胞肺がん Afatinib 進行・再発がん(EGFR遺伝子変異陽性症例)
非小細胞肺がん Alectinib 進行・再発がん(ＡＬＫ融合遺伝子陽性症例)
非小細胞肺がん Atezolizumab 進行・再発がん(化学療法既治療症例)
非小細胞肺がん Atezolizumab/BCP 進行・再発がん（化学療法未治療の非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん Atezolizumab/Nab-PTX/CBDCA 進行・再発がん（化学療法未治療の非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん Atezolizumab/PEM/CBDCA 進行・再発がん（化学療法未治療の非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん Brigatinib 進行・再発がん（ALK融合遺伝子陽性症例）
非小細胞肺がん Ceritinib 進行・再発がん（ALK融合遺伝子陽性症例）
非小細胞肺がん Crizotinib 進行・再発がん(ＡＬＫまたはROS1融合遺伝子陽性症例)
非小細胞肺がん Dacomitinib 進行・再発がん(EGFR遺伝子変異陽性症例)
非小細胞肺がん DTX 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法（高齢者の切除不能症例）
非小細胞肺がん DTX/CDDP 進行・再発がん
非小細胞肺がん DTX/CDDP+RT 切除不能・根治照射可能StageIIIB・ⅢC症例
非小細胞肺がん DTX/RAM 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
非小細胞肺がん Durvalumab プラチナ併用根治的化学放射線療法後の地固め療法
非小細胞肺がん Erlotinib 進行・再発がん(EGFR遺伝子変異陽性症例)
非小細胞肺がん Erlotinib/BV 進行・再発がん(EGFR遺伝子変異陽性の非扁平上皮がん症例)
非小細胞肺がん Erlotinib/RAM 進行・再発がん(EGFR遺伝子変異陽性の非扁平上皮がん症例)
非小細胞肺がん Gefitinib 進行・再発がん(EGFR遺伝子変異陽性症例)
非小細胞肺がん GEM 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法（高齢者の切除不能症例）
非小細胞肺がん GEM/CBDCA 進行・再発がん
非小細胞肺がん GEM/CDDP 進行・再発がん
非小細胞肺がん Lorlatinib 進行・再発がん（ALKチロシンキナーゼに抵抗性又は不耐容のALK融合遺伝子陽性症例）
非小細胞肺がん Nab-PTX 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法（高齢者の切除不能症例）
非小細胞肺がん Nab-PTX/CBDCA 進行・再発がん
非小細胞肺がん Nab-PTX/CBDCA+RT 切除不能・根治照射可能StageIIIB・ⅢC症例
非小細胞肺がん Nivolumab 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
非小細胞肺がん Nivolumab/Ipilimumab 進行・再発がん(化学療法未治療の症例)
非小細胞肺がん Osimertinib 進行・再発がん(EGFR遺伝子変異陽性症例、他のTKIで病勢進行が確認された場合はEGFR Ｔ790M変異陽性症例）
非小細胞肺がん PEM 進行・再発がん（非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん PEM/BV 進行・再発がん（非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん PEM/CBDCA 進行・再発がん（非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん PEM/CBDCA/BV 進行・再発がん（非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん PEM/CBDCA+RT 切除不能・根治照射可能StageIIIB・ⅢCの非扁平上皮がん症例
非小細胞肺がん PEM/CDDP 進行・再発がん（非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん PEM/CDDP/BV 進行・再発がん（非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん PEM/CDDP+RT 切除不能・根治照射可能StageIIIB・ⅢCの非扁平上皮がん症例
非小細胞肺がん Pembrolizumab 進行・再発がん(PD-L1陽性症例)
非小細胞肺がん Pembrolizumab/Nab-PTX/CBDCA 進行・再発がん（化学療法未治療の扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん Pembrolizumab/PEM/CBDCA 進行・再発がん（化学療法未治療の非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん Pembrolizumab/PTX/CBDCA 進行・再発がん（化学療法未治療の扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん S-1 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
非小細胞肺がん S-1/CBDCA 進行・再発がん
非小細胞肺がん S-1/CDDP 進行・再発がん
非小細胞肺がん S-1/CDDP+RT 切除不能・根治照射可能StageIIIB・ⅢC症例
非小細胞肺がん TC 進行・再発がん
非小細胞肺がん TC/BV 進行・再発がん（非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん UFT StageIAのT1ｂN0M0及びStageIBの完全切除後の術後化学療法　
非小細胞肺がん VNR 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
非小細胞肺がん VNR/CBDCA 進行・再発がん、StageⅡ及び切除可能StageⅢAの術後化学療法
非小細胞肺がん VNR/CDDP 進行・再発がん、StageⅡ及び切除可能StageⅢAの術後化学療法
非小細胞肺がん VNR/CDDP+RT 切除不能・根治照射可能StageIIIB・ⅢC症例
非小細胞肺がん wTC 進行・再発がん
非小細胞肺がん wTC/BV 進行・再発がん（非扁平上皮がん症例）
非小細胞肺がん wTC+RT 切除不能・根治照射可能StageIIIB・ⅢC症例
小細胞肺がん Atezolizumab/ETP/CBDCA 化学療法歴のない進展型小細胞肺がん
小細胞肺がん AMR 再然・再発症例（refractory relapse）
小細胞肺がん CPT-11 進展型症例
小細胞肺がん CPT-11/CBDCA 進展型症例
小細胞肺がん CPT-11/CDDP 進展型症例
小細胞肺がん ETP/CBDCA 限局型/進展型症例
小細胞肺がん ETP/CDDP 限局型/進展型症例
小細胞肺がん NGT 再然・再発症例（refractory relapse）
悪性胸膜中皮腫 PEM/CDDP 進行・再発がん
胸腺腫 Lenvatinib 切除不能な症例 
胸腺腫 TC 進行・再発がん
乳がん Abemaciclib ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発がん
乳がん AC 進行・再発がん、術前・術後化学療法
乳がん Atezolizumab/Nab-PTX PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳がん
乳がん Capecitabine(A法) 進行・再発がん
乳がん Capecitabine(B法) 進行・再発がん
乳がん Capecitabine/Lapatinib HER2陽性の進行・再発がん
乳がん CMF 進行・再発がん、術前・術後化学療法
乳がん Dose dense DTX 術前・術後化学療法
乳がん Dose dense EC 術前・術後化学療法
乳がん DTX 進行・再発がん、術前・術後化学療法
乳がん DTX/HER HER2陽性の進行・再発がん、術前・術後化学療法
乳がん DTX/HER/PER HER2陽性の進行・再発がん、術前・術後化学療法（再発高リスクな症例）
乳がん DTX/CBDCA/HER/PER HER2陽性の術前・術後化学療法（再発高リスクな症例、アンスラサイクリン系抗がん剤を使用したくない場合）
乳がん EC 進行・再発がん、術前・術後化学療法
乳がん Eribulin 進行・再発がん
乳がん Eribulin/HER HER2陽性の進行・再発がん
乳がん Eribulin/HER/PER HER2陽性の進行・再発がん
乳がん Everolimus ホルモン受容体陽性の進行・再発がん
乳がん FEC 進行・再発がん、術前・術後化学療法
乳がん GEM 進行・再発がん
乳がん GEM/HER HER2陽性の進行・再発がん
乳がん GEM/PTX 進行・再発がん
乳がん GEM/PTX/HER HER2陽性の進行・再発がん
乳がん GEM/VNR 進行・再発がん
乳がん HER HER2陽性の進行・再発がん、術前・術後化学療法
乳がん HER/PER HER2陽性の進行・再発がん、術前・術後化学療法（再発高リスクな症例）
乳がん mPCX 術前・術後化学療法
乳がん Nab-PTX 進行・再発がん、術前・術後化学療法
乳がん Nab-PTX/HER HER2陽性の進行・再発がん、術前・術後化学療法
乳がん Olaparib がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER２陰性の手術不能又は再発乳がん
乳がん Palbociclib ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発がん
乳がん S-1 手術不能又は再発乳がん

＜がん化学療法レジメン一覧＞



乳がん TAC 術前・術後化学療法
乳がん TC 術前・術後化学療法
乳がん T-DM1 HER2陽性の進行・再発がん、術後化学療法（術前薬物療法により病理学的完全奏効（ｐCR）が認められなかった症例）
乳がん T-DXd HER2陽性の進行・再発がん
乳がん VNR 進行・再発がん
乳がん VNR/HER HER2陽性の進行・再発がん
乳がん weekly PTX 進行・再発がん、術前・術後化学療法
乳がん weekly PTX/BV HER2陰性の進行・再発がん
乳がん weekly PTX/HER HER2陽性の進行・再発がん
乳がん weekly PTX/HER/PER HER2陽性の進行・再発がん、術前・術後化学療法（再発高リスクな症例）
頭頸部がん CDDP+RT 局所進行切除不能症例、咽頭温存希望症例、術後再発高リスク症例
頭頸部がん Cmab+RT 局所進行切除不能症例
頭頸部がん DTX 再発・遠隔転移症例
頭頸部がん DTX/CBDCA/5FU 術前化学療法
頭頸部がん FP 再発・遠隔転移症例
頭頸部がん FP/Cetuximab 再発・遠隔転移症例
頭頸部がん Nivolumab プラチナ製剤を含む化学療法歴がある再発・遠隔転移症例
頭頸部がん Pembrolizumab 再発・遠隔転移症例
頭頸部がん Pembrolizumab/FP 再発・遠隔転移症例
頭頸部がん TPF 術前化学療法
頭頸部がん weekly PTX 再発・遠隔転移症例
食道がん DTX 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
食道がん FP 術前・術後化学療法　M1（LYM）以外のStageIV・再発症例
食道がん FP+RT StageII、III、M1（LYM）のStageIVの症例
食道がん NDP/5FU 術前・術後化学療法　M1（LYM）以外のStageIV・再発症例
食道がん NDP/5FU+RT StageII、III、M1（LYM）のStageIVの症例
食道がん Nivolumab フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤及びプラチナ製剤を含む併用化学療法に不応又は不耐な症例
食道がん weekly PTX 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
胃がん 5FU 進行・再発がん（経口摂取不能症例）
胃がん 5FU/l-LV 進行・再発がん
胃がん CPT-11 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
胃がん CPT-11/HER HER2陽性の進行・再発症例で2次治療以降の化学療法（HER未投与の場合）
胃がん DTX 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
胃がん FLTAX 進行・再発がん（腹膜播種症例）
胃がん FP 進行・再発がん（食道胃接合部症例）
胃がん FP+RT 進行・再発がん（食道胃接合部症例）
胃がん FTD/TPI 進行・再発症例の3次治療以降の化学療法
胃がん mFOLFOX6 進行・再発がん（経口摂取不能症例）
胃がん MTX/5FU 進行・再発がん（腹膜播種症例）
胃がん Nab-PTX 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
胃がん Nab-PTX/HER HER2陽性の進行・再発症例で2次治療以降の化学療法（HER未投与の場合）
胃がん Nab-PTX/RAM 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
胃がん Nivolumab 進行・再発症例の3次治療以降の化学療法
胃がん RAM 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
胃がん S-1 進行・再発がん、術後化学療法
胃がん S-1/CDDP 進行・再発がん
胃がん S-1/DTX StageⅢの術後化学療法
胃がん S-1/HER HER2陽性の進行・再発症例
胃がん SOX 進行・再発がん
胃がん SOX/HER HER2陽性の進行・再発症例
胃がん T-DXd HER2陽性の進行・再発症例で3次治療以降の化学療法
胃がん UFT 術後化学療法（腎機能低下症例）
胃がん weekly PTX 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
胃がん wPTX/HER HER2陽性の進行・再発症例で2次治療以降の化学療法（HER未投与の場合）
胃がん ｗPTX/RAM 進行・再発症例の2次治療以降の化学療法
胃がん XELOX 進行・再発がん
胃がん XELOX/HER HER2陽性の進行・再発症例
胃がん XP 進行・再発がん
胃がん XP/HER HER2陽性の進行・再発症例
大腸がん 5FU/l-LV 術後化学療法
大腸がん 5FU+RT StageⅡ、Ⅲの直腸がんに対する術前・術後化学療法
大腸がん Capecitabine 術後化学療法
大腸がん Capecitabine+RT StageⅡ、Ⅲの直腸がんに対する術前・術後化学療法
大腸がん Cmab RAS遺伝子野生型の進行・再発がん
大腸がん Cmab/Encorafenib BRAF遺伝子変異型症例の2次治療以降の化学療法
大腸がん Cmab/Encorafenib/Binimetinib BRAF遺伝子変異型症例の2次治療以降の化学療法(比較的腫瘍量が多い症例）
大腸がん Cmab/CPT-11 RAS遺伝子野生型の進行・再発がん
大腸がん CPT-11 進行・再発がん
大腸がん CPT-11/BV 進行・再発がん
大腸がん FOLFIRI 進行・再発がん
大腸がん FOLFIRI/BV 進行・再発がん
大腸がん FOLFIRI/Pmab RAS遺伝子野生型の進行・再発がん
大腸がん FOLFOXIRI 進行・再発がん（特にBRAF遺伝子変異型）
大腸がん FOLFOXIRI/BV 進行・再発がん（特にBRAF遺伝子変異型）
大腸がん FTD/TPI 標準治療に抵抗性となった進行・再発がん
大腸がん IRIS 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん
大腸がん IRIS/BV 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん
大腸がん mFOLFOX6 進行・再発がん、術後化学療法
大腸がん mFOLFOX6/BV 進行・再発がん
大腸がん mFOLFOX6/Pmab RAS遺伝子野生型の進行・再発がん
大腸がん Pmab RAS遺伝子野生型の進行・再発がん
大腸がん Pmab/CPT-11 RAS遺伝子野生型の進行・再発がん
大腸がん Regorafenib 標準治療に抵抗性となった進行・再発がん
大腸がん SOX 進行・再発がん
大腸がん SOX/BV 進行・再発がん
大腸がん UFT/LV 術後化学療法
大腸がん XELIRI 進行・再発がん
大腸がん XELIRI/BV 進行・再発がん
大腸がん XELOX 進行・再発がん、StageⅢCの結腸がんに対する術後化学療法
大腸がん XELOX/BV 進行・再発がん
肛門管がん 5FU/MMC+RT 肛門扁平上皮がん
肝細胞がん Atezolizumab/BV 進行・再発がんの1次治療 （Child-Pugh分類Aの局所療法が不適応となる症例）
肝細胞がん Lenvatinib 進行・再発がん （局所療法が不適応となる症例）
肝細胞がん Low-dose FP 進行・再発がん（肝予備能が悪く、TACEが不能な高度の門脈腫瘍栓を伴う症例）
肝細胞がん RAM がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能症例
肝細胞がん Sorafenib 進行・再発がん （局所療法が不適応となる症例）
胆道がん GEM 進行・再発がん
胆道がん GEM/CDDP 進行・再発がん
胆道がん S-1 進行・再発がん
胆道がん S-1/GEM 進行・再発がん
膵がん 5FU+RT 切除不能な局所進行がん



膵がん FOLFIRI 進行・再発がん
膵がん FOLFIRINOX 進行・再発がん
膵がん GEM 進行・再発がん、術後化学療法
膵がん mFOLFOX6 進行・再発がん
膵がん Nab-PTX/GEM 進行・再発がん
膵がん Nal-IRI/5FU/l-LV 進行・再発がん（2次治療以降）
膵がん S-1 進行・再発がん、術後化学療法
膵がん S-1/GEM 進行・再発がん、術前化学療法
膵がん S-1+RT 切除不能な局所進行がん
神経内分泌腫瘍 Everolimus 消化管又は肺を原発部位とする高分化型の切除不能または転移性症例
消化管間質腫瘍 Imatinib ＫＩＴ（ＣＤ１１７）陽性の進行・再発がん、術後化学療法
消化管間質腫瘍 Regorafenib ImatinibおよびSunitinib抵抗性のがん（3次治療）
消化管間質腫瘍 Sunitinib Imatinib抵抗性のがん（2次治療）
子宮頚がん CPT-11 進行・再発がん（2次治療以降）
子宮頚がん CPT-11/NDP 進行・再発がん、術前・術後化学療法
子宮頚がん NDP 進行・再発がん、術前・術後化学療法
子宮頚がん TC 進行・再発がん、術前・術後化学療法
子宮頚がん ｗeekly PTX 進行・再発がん
子宮頚がん wTC 進行・再発がん、術前・術後化学療法
子宮頚がん wTC/BV 進行・再発がん
子宮内膜がん AP 進行・再発がん、術前・術後化学療法
子宮内膜がん TC 進行・再発がん、術前・術後化学療法
子宮内膜がん ｗeekly PTX 進行・再発がん
子宮内膜がん wTC 進行・再発がん、術前・術後化学療法
卵巣がん CPT-11 プラチナ抵抗性の再発がん
卵巣がん ETP プラチナ抵抗性の再発がん
卵巣がん GEM プラチナ抵抗性の再発がん
卵巣がん GEM/CBDCA プラチナ感受性の再発がん
卵巣がん NDP 進行・再発がん、術前・術後化学療法
卵巣がん Niraparib 初回化学療法奏効後の維持療法、プラチナ感受性再発卵巣がんに対する維持療法
卵巣がん Olaparib BRCA遺伝子変異陽性患者の初回化学療法奏効後の維持療法、プラチナ感受性再発卵巣がんに対する維持療法
卵巣がん PLD プラチナ抵抗性の再発がん
卵巣がん PLD/BV プラチナ抵抗性の再発がん
卵巣がん PLD/CBDCA プラチナ感受性の再発がん
卵巣がん triweekly TC 進行・再発がん、術前・術後化学療法
卵巣がん weekly PTX 進行・再発がん
卵巣がん wPTX/BV 進行・再発がん
卵巣がん wTC 進行・再発がん、術前・術後化学療法
卵巣がん wTC/BV 進行・再発がん、術後化学療法
腎細胞がん Everolimus Sunitinib又はSorafenibの治療歴がある根治切除不能又は転移性がん
腎細胞がん Sunitinib 根治切除不能又は転移性がん
尿膜管がん mFOLFOX6 根治切除不能ながん
胚細胞腫瘍 BEP 初期治療
胚細胞腫瘍 TIP 再発または難治性症例
悪性リンパ腫（DLBCL）DHAP 再発/治療抵抗性症例
悪性リンパ腫（DLBCL）GDP 再発/治療抵抗性症例
悪性リンパ腫（DLBCL）R-Bendamustine CD20陽性の再発/治療抵抗症例
悪性リンパ腫（DLBCL）R-CHOP CD20陽性の初発限局/進行症例
悪性リンパ腫（DLBCL）R-CVP CD20陽性の初発限局/進行症例
悪性リンパ腫（DLBCL）R-DHAP CD20陽性の再発/治療抵抗症例
悪性リンパ腫（DLBCL）R-GDP CD20陽性の再発/治療抵抗症例
悪性リンパ腫（BL） DA-EPOCH-R Burkittリンパ種
悪性リンパ腫（FL） Bendamustine 再発/治療抵抗性症例
悪性リンパ腫（FL） G-Bendamustine CD20陽性の初発限局/進行（高腫瘍量）または再発/治療抵抗症例
悪性リンパ腫（FL） R-Bendamustine CD20陽性の初発限局/進行（高腫瘍量）または再発/治療抵抗症例
悪性リンパ腫（FL） R-CHOP CD20陽性の初発限局/進行（高腫瘍量）またはDXRを含まない初期治療レジメン後の再発/治療抵抗症例
悪性リンパ腫（FL） R-CVP CD20陽性の初発限局/進行（高腫瘍量）症例
悪性リンパ腫（FL） Rmab 初発進行（低腫瘍量）または再発症例
悪性リンパ腫（MCL） Bendamustine 再発/治療抵抗性症例
悪性リンパ腫（MCL） R-Bendamustine 自家移植の適応がない初発進行症例
悪性リンパ腫（MCL） R-CHOP 自家移植の適応がない初発進行症例
悪性リンパ腫（MCL） R-CVP 自家移植の適応がない初発進行症例
骨軟部悪性腫瘍 DXR 切除不能・進行がん
骨軟部悪性腫瘍 Eribulin 切除不能・進行症例の2次治療以降の化学療法
骨軟部悪性腫瘍 GEM/DTX 切除不能・進行がん
骨軟部悪性腫瘍 Pazopanib 切除不能・進行症例の2次治療以降の化学療法
骨軟部悪性腫瘍 Trabectedin 切除不能・進行症例の2次治療以降の化学療法
骨軟部悪性腫瘍 wPTX 血管肉腫
皮膚がん Ipilimumab 根治切除不能症例の2次治療以降の化学療法
皮膚がん Ipilimumab/Nivolumab 根治切除不能ながん
皮膚がん Nivolumab 根治切除不能ながん、術後化学療法
皮膚がん Pembrolizumab 根治切除不能ながん、術後化学療法
原発不明がん TC 原発が同定できない症例
原発不明がん wTC 原発が同定できない症例


