
癌種 ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ名
食道癌　Nivolumab療法
食道癌　化学放射線療法　CDDP＋５FU＋RTx 療法
食道癌　姑息的　２５４S＋５FU療法
食道癌　姑息的　CDDP＋５FU 療法
食道癌　姑息的　DOC療法
食道癌　姑息的　weekly PAC療法
食道癌　術前　CDDP＋５FU（FP）療法
食道癌　術前DFC療法
胃癌　RAM+nab-PTX療法
胃癌　姑息的　3ｗDOC療法
胃癌　姑息的　5-FU+MTX療法
胃癌　姑息的　Capecitabine+CDDP（XP）
胃癌　姑息的　CapeOX療法
胃癌　姑息的　CPT-11療法
胃癌　姑息的　nab-PAC療法
胃癌　姑息的　S-1＋CDDP（SPIRIT）療法
胃癌　姑息的　S-1＋DOC　療法
胃癌　姑息的　SOX療法
胃癌　姑息的　ｗPAC療法
胃癌　姑息的　XP+Trastuzumab療法
胃癌　姑息的５FU+CDDP（FP）+Trastuzumab療法
胃癌　姑息的５FU+CDDP（FP)療法
胃癌　姑息的５FU療法
胃癌　姑息的CDDP+CPT-11療法
胃癌　姑息的CPT-11（A法)療法
胃癌　姑息的CPT-11（B法）療法
胃癌　姑息的G-SOX療法
胃癌　姑息的RAM+PAC療法
胃癌　姑息的RAM単独療法
胃癌　姑息的S-1+CDDP+Trastuzumab療法
胃癌　姑息的S-1+PAC療法
胃癌　姑息的Weekly　nab-PTX療法
胃癌　姑息的オプジーボ療法(240mg/body)
胃癌　術後　S1+DOC療法
胃癌　進行再発SOX+Trastuzumab療法
胃癌　進行再発XELOX+Trastuzumab　療法
大腸癌　Capecitabine+BV療法
大腸癌　姑息的　Cetuximab療法
大腸癌　姑息的　CPT-11+Cetuximab療法
大腸癌　姑息的　FOLFIRI+BV療法
大腸癌　姑息的　FOLFIRI+CET療法
大腸癌　姑息的　FOLFIRI+Pmab療法
大腸癌　姑息的　FOLFIRI療法
大腸癌　姑息的　IRIS療法
大腸癌　姑息的　mFOLFOX6+BV療法
大腸癌　姑息的　mFOLFOX6+Pmab療法
大腸癌　姑息的　mFOLFOX6療法
大腸癌　姑息的　Panitumumab療法
大腸癌　姑息的　ｓLV5FU2＋BV療法
大腸癌　姑息的　ｓLV5FU2＋Pmab療法
大腸癌　姑息的　ｓLV5FU2療法
大腸癌　姑息的　XELOX＋BV療法（21日毎）
大腸癌　姑息的　XELOX療法（21日毎）
大腸癌　姑息的CAPIRI+Bv療法
大腸癌　姑息的CAPIRI+Cetuximab療法
大腸癌　姑息的CAPIRI療法
大腸癌　姑息的CAPOX+Cetuximab療法

食道癌

胃癌

大腸癌



大腸癌　姑息的CPT-11（隔週）療法
大腸癌　姑息的CPT-11+Cetuximab（隔週）療法
大腸癌　姑息的IFL療法
大腸癌　姑息的IRIS+Bv療法
大腸癌　姑息的SOX+Bv療法
大腸癌　姑息的SOX療法
大腸癌　術後　mFOLFOX6療法（14日毎）
大腸癌　術後　XELOX療法（21日毎）
大腸癌　進行再発FOLFIRI+AFL療法
大腸癌　進行再発FTD（ロンサーフ）+Bv療法
大腸癌　進行再発mFOLFOX6+Cetuximab療法
大腸癌　進行再発ＲＡＭ+ＦＯＬＦＩＲＩ療法
肝臓癌　RAM療法
肝臓癌　肝動注5FU+CDDP（連日）療法
肝臓癌　肝動注5FU+CDDP療法
肝臓癌　肝動注５FU療法
肝臓癌　肝動注アイエコール療法
胆管癌　姑息的S-1＋GEM療法
胆道癌　姑息的　CDDP＋GEM療法
胆道癌　姑息的　GEM療法
膵臓癌　局所進行切除不能・再発転移　GEM療法
膵臓癌　姑息的FOLFIRINOX療法
膵臓癌　姑息的GEM+Erlotinib療法
膵臓癌　術後　GEM療法
膵臓癌　術前GEM+S-1療法（ＧＳ療法）
膵臓癌　進行再発 nabPTX+GEM
小細胞肺癌　ＡＭＲ療法
小細胞肺癌　Atezolizumab+CBDCA+VP-16療法
小細胞肺癌　Atezolizumab維持療法
小細胞肺癌　CBDCA+CPT-11療法
小細胞肺癌　CBDCA+VP-16療法（100ｍｇ/㎡）
小細胞肺癌　ＣＢＤＣＡ+ＶＰ-１６療法（80ｍｇ/㎡）
小細胞肺癌　ＣＤＤＰ+CPT-11療法
小細胞肺癌　ＣＤＤＰ+ＶＰ-１６療法
小細胞肺癌　CPT-11（A法）療法
小細胞肺癌　ハイカムチン療法
小細胞肺癌　化学放射線療法　CBDCA+VP-16+RTx 療法
小細胞肺癌　化学放射線療法　CDDP+VP-16+RTx療法
非小細胞肺癌　Atezolizumab+BV維持療法（5-7ｸｰﾙ目以降）
非小細胞肺癌　Atezolizumab+CBDCA+nabPTX療法
非小細胞肺癌　Atezolizumab+CBDCA+PEM療法
非小細胞肺癌　Atezolizumab+CDDP+PEM療法
非小細胞肺癌　Atezolizumab+PEM維持療法
非小細胞肺癌　Atezolizumab+PTX+CBDCA+BV療法（治療開始～4-6ｸｰﾙ）
非小細胞肺癌　Atezolizumab維持療法
非小細胞肺癌　pembroｌizumab+CBDCA+nab-PTX療法
非小細胞肺癌　pembroｌizumab+CBDCA+PEM療法
非小細胞肺癌　pembroｌizumab+CBDCA+PTX療法
非小細胞肺癌　pembroｌizumab+CDDP+PEM療法
非小細胞肺癌　pembroｌizumab+PEM療法
非小細胞肺癌　PEM療法
非小細胞肺癌　デュルバルマブ療法
非小細胞肺癌　化学放射線療法　CBDCA+PAC+RTx療法
非小細胞肺癌　化学放射線療法　CDDP+VNR+RTx療法
非小細胞肺癌　化学放射線療法daily CBDCA+RTx療法
非小細胞肺癌　姑息的　Ａｔｅｚｏｌｉｚｕｍａｂ療法
非小細胞肺癌　姑息的　BV維持療法
非小細胞肺癌　姑息的　CBDCA+GEM療法

肺癌

大腸癌

肝臓癌

胆道癌

膵臓癌



非小細胞肺癌　姑息的　CBDCA+nabPAC
非小細胞肺癌　姑息的　CBDCA+PAC+BV療法
非小細胞肺癌　姑息的　CBDCA+PAC療法
非小細胞肺癌　姑息的　CDDP+GEM+BV療法
非小細胞肺癌　姑息的　CDDP+GEM療法
非小細胞肺癌　姑息的　CDDP+PEM療法
非小細胞肺癌　姑息的　CDDP＋VNR療法
非小細胞肺癌　姑息的　CPT-11療法
非小細胞肺癌　姑息的　DOC療法
非小細胞肺癌　姑息的　VNR療法
非小細胞肺癌　姑息的254S+DOC療法
非小細胞肺癌　姑息的AMR療法
非小細胞肺癌　姑息的CBDCA+PEM+Bv療法
非小細胞肺癌　姑息的CBDCA+PEM療法
非小細胞肺癌　姑息的ＣＢＤＣＡ+Ｓ-1+ＢＶ
非小細胞肺癌　姑息的CDDP+DOC療法
非小細胞肺癌　姑息的CPT-11（A法）療法
非小細胞肺癌　姑息的GEM（２投1休）療法
非小細胞肺癌　姑息的GEM（3投1休）療法
非小細胞肺癌　姑息的nab-PTX療法
非小細胞肺癌　姑息的PAC（A法）療法
非小細胞肺癌　姑息的S-1+CBDCA療法
非小細胞肺癌　姑息的オプジーボ療法(240mg/body)
非小細胞肺癌　姑息的タルセバ+Bv療法
非小細胞肺癌　姑息的ペムブロリズマブ療法
非小細胞肺癌　術後　CDDP＋VNR療法
非小細胞肺癌　進行再発RAM+DOC　療法
悪性胸膜中皮腫　オプジーボ療法（240ｍｇ/body)
悪性胸膜中皮腫　姑息的　CDDP+PEM療法
悪性胸膜中皮腫　姑息的VNR+GEM療法
悪性軟部腫瘍　Eriburin（ﾊﾗｳﾞｪﾝ）療法
悪性軟部腫瘍　Trabectedin（ﾖﾝﾃﾞﾘｽ）療法
悪性軟部腫瘍　姑息的ADR療法
悪性黒色腫　Ipilimumab　療法
悪性黒色腫　Nivolumab　療法
悪性黒色腫　Nivolumab+Ipilimumab　療法
悪性黒色腫　Pembrolizumab療法
悪性黒色腫　術後Nivolumab　療法
乳癌　術後　AC-T　（後半）
乳癌　術後　AC療法
乳癌　術後　classical CMF療法
乳癌　術後　CMF療法
乳癌　術後　EC療法
乳癌　術後　FEC100療法
乳癌　術後　TCH療法
乳癌　術後　TC療法
乳癌　術後　triweekly Trastuzumab療法
乳癌　術後　weekly PAC＋Trastuzumab
乳癌　術後　weekly Trastuzumab療法
乳癌　術後dose-denseEC
乳癌　術後dose-densePTX療法
乳癌　術後EC100療法
乳癌　術後EC75療法
乳癌　術後PAC（12週）療法
乳癌　術後weeklyPTX+HER+PER
乳癌　進行再発　2回目以降　Pertuzumab+Trastuzumab+VNR 療法
乳癌　進行再発　3w DOC+Trastuzumab
乳癌　進行再発　3w　PAC

肺癌

悪性胸膜中皮腫

悪性軟部腫瘍

悪性黒色腫

乳癌



乳癌　進行再発　3wPAC＋3w　Trastuzumab
乳癌　進行再発　AC療法
乳癌　進行再発　Capecitabine＋3wTrastuzumab
乳癌　進行再発　Capecitabine＋Trastuzumab 療法
乳癌　進行再発　classical　CMF
乳癌　進行再発 DOC+weekly Trasutuzumab 療法
乳癌　進行再発　EC療法
乳癌　進行再発　Eriburin療法
乳癌　進行再発　FEC60療法
乳癌　進行再発　GEM＋PAC療法
乳癌　進行再発　GEM療法
乳癌　進行再発　iv　CMF
乳癌　進行再発　nab-PAC
乳癌　進行再発　Pertuzumab＋Trastuzumab
乳癌　進行再発　Pertuzumab+Trastuzumab+DOC 療法
乳癌　進行再発　Ｔ－ＤＭ１療法
乳癌　進行再発　triweekly DOC療法
乳癌　進行再発　triweekly Trastuzumab療法
乳癌　進行再発　VNR＋Trastuzumab 療法
乳癌　進行再発　VNR療法
乳癌　進行再発　weekly PAC+Bmab療法
乳癌　進行再発　weekly PAC＋Trastuzumab 療法
乳癌　進行再発　weekly PAC療法
乳癌　進行再発　weekly　Trastuzumab
乳癌　進行再発　初回　Pertuzumab+Trastuzumab+VNR 療法
乳癌　進行再発12週 PAC+Trastuzumab 療法
乳癌　進行再発Atezolizumab+nabPTX療法
乳癌　進行再発CBDCA+GEM療法
乳癌　進行再発CPT-11（A法）療法
乳癌　進行再発Ｅｒｉｂｕｒｉｎ+Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ療法
乳癌　進行再発GEM+Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ療法
乳癌　進行再発GEM+VNR療法
乳癌　進行再発Pertuzumab+Trastuzumab+Eribulin 療法
乳癌　進行再発TC+Ｔｒａｓｔｕｚｕｍａｂ療法
乳癌　進行再発triweekly　DTX75療法
乳癌　進行再発WeeklyPTX+Trastuzumab+Pertuzumab
乳癌　補助療法　3w　PAC
乳癌　補助療法　3w　PAC＋3w　Trastuzumab
乳癌　補助療法　Pertuzumab+Trastuzumab+DOC 療法
子宮頚癌　CBDCA+PAC療法
子宮頚癌　CDDP+CPT-11療法
子宮頚癌　CDDP+PAC療法
子宮頚癌　PAC+CBDCA+BV療法
子宮頚癌　化学放射線療法　CDDP+ＲＴｘ療法
子宮頚癌　術前（NAC）　254S+CPT-11療法
子宮頚癌　進行再発254S+CPT-11療法
子宮頚癌　進行再発254S療法
子宮頚癌　進行再発CPT-11（A法）療法
子宮頚癌　放射線併用254S+RTｘ療法
子宮頚癌　放射線併用CDDP+PAC+RTx療法
子宮頸癌　Topotecan（ﾊｲｶﾑﾁﾝ)+CDDP+BV療法
子宮頸癌　Topotecan（ﾊｲｶﾑﾁﾝ)+CDDP療法
子宮頸癌　Topotecan（ﾊｲｶﾑﾁﾝ)療法
子宮体癌　術後　CBDCA+PAC(TC)療法
子宮体癌　術後　CDDP+ADM（AP)療法
子宮体癌　進行再発　CBDCA+PAC（TC)療法
子宮体癌　進行再発　CPA+ADM+CDDP（CAP)療法
子宮体癌　進行再発CBDCA+PAC(TC)療法子宮体癌

乳癌

子宮頚癌



子宮体癌　進行再発CDDP+DOC療法
子宮体癌　進行再発PAC+ADM+CBDCA療法
子宮体癌　進行再発weekly TC療法
子宮肉腫　DOC+GEM療法
卵巣癌　進行再発CAP療法
卵巣癌　進行再発CBDCA＋DOC 療法
卵巣癌　進行再発CBDCA+GEM+Bv療法
卵巣癌　進行再発CBDCA＋GEM療法
卵巣癌　進行再発CBDCA+lipo-ADR療法
卵巣癌　進行再発CBDCA＋PAC（TC) 療法
卵巣癌　進行再発CBDCA+PAC+Bｖ療法
卵巣癌　進行再発CDDP＋CPT-11 療法
卵巣癌　進行再発CPT-11 療法
卵巣癌　進行再発CPT-11+Bmab　療法
卵巣癌　進行再発CPT-11+CBDCA療法
卵巣癌　進行再発CPT-11+VP-16（経口）療法
卵巣癌　進行再発CPT-11+VP-16（静注）療法
卵巣癌　進行再発d-d TC+Bｖ療法
卵巣癌　進行再発DOC 療法
卵巣癌　進行再発GEM療法
卵巣癌　進行再発lipo-ADR+BEV療法
卵巣癌　進行再発lipo-ADR+CBDCA+BV療法
卵巣癌　進行再発lipo-ADR療法
卵巣癌　進行再発Topotecan療法
卵巣癌　進行再発weekly CBDCA＋PAC（wTC) 療法
卵巣癌　進行再発weekly PAC
卵巣癌　進行再発weekly TC療法
絨毛症（高度絨毛性疾患）　EMA/CO療法
絨毛症（侵入奇胎）　MTX　療法
MSI-High固形癌　Pembrolizumab単独療法
前立腺癌　Cabazitaxel療法
前立腺癌　姑息的DOC+プレドニゾロン療法
前立腺癌　進行再発　DOC+PSL療法
精巣腫瘍　BEP
精巣腫瘍　EP
尿路上皮癌　GC療法（28日毎）
尿路上皮癌　キイトルーダ療法
腎盂癌　姑息的CBDACA+GEM療法
腎細胞癌　姑息的Temsirolimus療法
腎細胞癌　姑息的Nivolumab単独療法(240mg/body)
腎細胞癌　Nibolumab+Ipilimumab　療法
腎細胞癌　Pembrolizumab+Axitinib療法
腎細胞癌　Avelmab+Axitinib療法
尿管癌　姑息的CBDCA+GEM療法
尿管癌　姑息的DOC+GEM療法
膀胱癌　姑息的CBDCA+GEM療法
膀胱癌　姑息的DOC+GEM療法
膀胱癌　化学放射線療法CDDP+RTｘ療法
頭頚部癌　姑息的PAC+Cetuximab療法
頭頚部癌　FP+Cetuximab療法
頭頸部癌　FP（CBDCA）+Cetuximab療法
頭頸部癌　RT+3WeeklyCDDP　100mg/m2
頭頸部癌　RT+3WeeklyCDDP　40mg/m2
頭頸部癌　weeklyPTX+Cetuximab療法
頭頸部癌　RT+Cetuximab療法
頭頸部癌　オプジーボ療法
悪性神経膠腫　BV（10mg/kg)療法
悪性神経膠腫　BV(15mg/kg)療法

腎癌

尿管癌

膀胱癌

頭頚部癌

悪性神経膠腫

子宮体癌

卵巣癌

その他（固形癌）

前立腺癌

精巣癌

尿路上皮癌



多発性骨髄腫BCD療法
多発性骨髄腫BD療法
多発性骨髄腫CyBorD療法
多発性骨髄腫DBｄ療法
多発性骨髄腫DLd療法
多発性骨髄腫E-Lｄ療法
多発性骨髄腫ＥＰｄ療法
多発性骨髄腫Kd療法
多発性骨髄腫KRｄ療法
多発性骨髄腫ＶＡＤ療法
多発性骨髄腫VMP療法
多発性骨髄腫VRｄ療法
悪性リンパ腫 ABVＤ療法
悪性リンパ腫 RB療法
悪性リンパ腫A+AVD療法
悪性リンパ腫bendamustine（120mg/m2）療法
悪性リンパ腫brentuximab vedtin療法
悪性リンパ腫CHOP（VDS）療法
悪性リンパ腫CHOP療法
悪性リンパ腫EPOCH（THP）療法
悪性リンパ腫EPOCH療法
悪性リンパ腫ESHAP療法
悪性リンパ腫GB療法
悪性リンパ腫G-CHOP療法
悪性リンパ腫GDP療法
悪性リンパ腫HD-MTX療法
悪性リンパ腫Hyper CVAD療法
悪性リンパ腫ICE療法
悪性リンパ腫MA療法
悪性リンパ腫mLSG15（①VCAP）療法
悪性リンパ腫mogamulizumab療法　（単剤）
悪性リンパ腫mogamulizumab療法　（併用）
悪性リンパ腫Obinutuzumab療法
悪性リンパ腫R-CHOP（VDS）療法
悪性リンパ腫R-CHOP療法
悪性リンパ腫R-EPOCH(THP)療法
悪性リンパ腫R-EPOCH療法
悪性リンパ腫R-ESHAP療法
悪性リンパ腫R-GDP療法
悪性リンパ腫R-Hyper CVAD療法
悪性リンパ腫R-ICE療法
悪性リンパ腫Rituximab療法
悪性リンパ腫R-MA療法
悪性リンパ腫Romidepsin療法
悪性リンパ腫RT-2/3DeVIC療法
悪性リンパ腫R-THP-COP療法
悪性リンパ腫SMILE療法
悪性リンパ腫THP-COP療法
急性骨髄性白血病ACR+AraC（地固め第三ｺｰｽ）療法
急性骨髄性白血病AraC+ETP+VCR+VDS（地固め第四ｺｰｽ）療法
急性骨髄性白血病AraC療法
急性骨髄性白血病DNR+AraC（地固め第二ｺｰｽ）療法
急性骨髄性白血病DNR+AraC+ETP療法
急性骨髄性白血病DNR+AraC療法
急性骨髄性白血病ＧＯ療法
急性骨髄性白血病HD-AraC療法
急性骨髄性白血病IDR+AraC（3+7）療法
急性骨髄性白血病MEｔA療法

悪性リンパ腫

白血病

多発性骨髄腫



急性骨髄性白血病MIT+AraC（地固め第一ｺｰｽ）療法
急性骨髄性白血病WDA-Ara（IDR+AraC+ETP)療法
急性前骨髄球性白血病ATO療法
急性リンパ性白血病JALSG　Ph(-)B-ALL213（寛解導入療法）
急性リンパ性白血病JALSG　Ph(-)B-ALL213（地固めC1療法）
急性リンパ性白血病JALSG　Ph(-)B-ALL213（地固めC2療法）
急性リンパ性白血病JALSG　Ph(+)ALL213　（地固め療法C1）
急性リンパ性白血病JALSG　Ph(+)ALL213　（地固め療法C2）
急性リンパ性白血病JALSG　Ph(+)ALL213（強化地固め療法）
急性リンパ性白血病JALSG　Ph(+)ALL213　（維持療法）
慢性リンパ性白血病FC療法
慢性リンパ性白血病FCR療法
慢性リンパ性白血病Rituximab療法
同種造血幹細胞移植BU/CY療法
同種造血幹細胞移植Flu/BU/CY/TBI療法
同種造血幹細胞移植Flu/MEL/TBI療法
同種造血幹細胞移植TBI/CY/AraC療法
同種造血幹細胞移植TBI/CY療法
自家造血幹細胞移植MCEC療法
自家造血幹細胞移植MEAM療法
自家造血幹細胞移植MEL200療法
【髄注】MTX+AraC+PSL療法
骨髄異形成症候群ａｚａｃｉｔｉｚｉｎe療法
特発性血小板減少性紫斑病Rituximab療法
本態性血小板増多症Ranimustine療法
　

白血病

造血幹細胞移植

その他（血液癌）


