
徳島県鳴門病院　登録化学療法レジメン一覧　（2021年4月現在）
疾患名 パス・レジメン名称　（総数：253）
悪性リンパ腫 ABVd療法
悪性リンパ腫 BR療法
悪性リンパ腫 CHOP療法
悪性リンパ腫 CVP療法
悪性リンパ腫 DeVIC療法（サルベージ）
悪性リンパ腫 EPOCH療法
悪性リンパ腫 FCM療法
悪性リンパ腫 GCD療法（サルベージ）
悪性リンパ腫 JALSG Mature B-ALL 97 (prephaseのみ)
悪性リンパ腫 JALSG-ALL97地固め・強化療法
悪性リンパ腫 MA療法
悪性リンパ腫 POMP療法　
悪性リンパ腫 THP-COP療法
悪性リンパ腫 hyper　CVAD　療法
悪性リンパ腫 ロミデプシン療法　
悪性リンパ腫 プララトレキサート療法
悪性リンパ腫 フルダラビン療法
悪性リンパ腫 モガムリズマブ＋THP-COP療法
悪性リンパ腫 モガムリズマブ単剤療法
悪性リンパ腫 大量MTX療法＋ロイコボリンレスキュー
悪性リンパ腫 BR療法
悪性リンパ腫 VR-CAP療法
悪性リンパ腫 R-CHOP療法
悪性リンパ腫 R-CVP療法
悪性リンパ腫 R-EPOCH療法（サルベージ）
悪性リンパ腫 R-GCD療法（サルベージ）
悪性リンパ腫 R-THP-COP療法
悪性リンパ腫 リツキシマブ単独療法
胃がん トラスツズマ＋CDDP＋S-1療法
胃がん トラスツズマブ＋CDDP＋S-1療法
胃がん トラスツズマブ＋CDDP＋カペシタビン療法
胃がん トラスツズマブ＋SOX療法
胃がん 5-Fu＋ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ療法（RPMI法）
胃がん 5-Fu単剤　5日連続投与
胃がん CPT11+CDDP biweekly療法
胃がん CPT11療法
胃がん DOC＋S-1療法 stageⅢ術後補助
胃がん DOC療法
胃がん MTX/5-Fu交代療法
胃がん PTX療法
胃がん S-1＋CPT-11療法
胃がん S-1＋PTX（静脈内＋腹腔内）療法
胃がん SOX療法
胃がん S-1＋CDDP療法
胃がん S-1＋DOC療法
胃がん S-1＋PTX療法
胃がん weeklyPTX療法
胃がん nabPTX単剤療法
胃がん ニボルマブ療法
胃がん Ram＋nabPTX療法
胃がん Ram＋PTX療法
胃がん ラムシルマブ療法
胃がん トラスツズマブB療法（3週毎）
胃がん トラスツズマブ＋CapeOX療法
胃がん トラスツズマブ＋SOX療法



胃がん トラスツズマブ＋CDDP＋S-1療法
胃がん トラスツズマブ＋CDDP＋カペシタビン療法
肝がん Low　dose　FP動注療法
肝がん ラムシルマブ療法
肝がん TAE（補液と必要薬液）
肝がん テセントリク＋アバスチン療法（切除不能な肝細胞癌）
肝がん ミリプラ肝細胞癌動注（補液と必要薬液）
急性リンパ性白血病（AＬL） JALSG Mature B-ALL 97 (prephaseのみ)
急性リンパ性白血病（AＬL） JALSG　Ph（＋）ALL202　寛解導入法
急性リンパ性白血病（AＬL） PhALL202地固め療法①（PhALL202C１）
急性リンパ性白血病（AＬL） PhALL202地固め療法②（PhALL202C２）
急性リンパ性白血病（AＬL） Ph（-）ALL/LBL　ALL202-0（Over25）寛解導入法
急性リンパ性白血病（AＬL） Ｌ-アスパラギナーゼ単剤
急性リンパ性白血病（AＬL） 成人ALL　L1，L2　JALSG-ALL97寛解導入（15～59歳）
急性リンパ性白血病（AＬL） 成人ALL　L1，L2　JALSG-ALL97寛解導入（60-65歳）
急性骨髄性白血病（AML） AML 201寛解導入（DNR+Ara-C)
急性骨髄性白血病（AML） AML 201寛解導入（IDA+Ara-C)
急性骨髄性白血病（AML） AML　JALSG APL97　寛解導入療法
急性骨髄性白血病（AML） AML　地固め療法①
急性骨髄性白血病（AML） AML　地固め療法②
急性骨髄性白血病（AML） AML　地固め療法③
急性骨髄性白血病（AML） AML　地固め療法④
急性骨髄性白血病（AML） Ara-C大量療法
急性骨髄性白血病（AML） CAG療法
急性骨髄性白血病（AML） CG療法
急性骨髄性白血病（AML） GML 200　寛解導入療法（高齢者AML)
急性骨髄性白血病（AML） GML 200　地固め療法①（高齢者AML)
急性骨髄性白血病（AML） GML 200　地固め療法②（高齢者AML)
急性骨髄性白血病（AML） GML 200　地固め療法③（高齢者AML)
急性骨髄性白血病（AML） GML200　寛解導入療法（75歳以上高齢者AML)
急性骨髄性白血病（AML） JALSG APL 204　寛解導入療法
急性骨髄性白血病（AML） MEC療法（サルベージ）
急性骨髄性白血病（AML） MEtA療法（再発難治性AML　サルベージ療法）
急性骨髄性白血病（AML） ＡｒａＣ少量療法
急性骨髄性白血病（AML） ゲムツヅマブオゾガマイシン療法（CD33陽性AML）
原発性マクログロブリン血症 DRC療法
原発性マクログロブリン血症 ボルテゾミブ皮下注療法
骨髄異形成症候群 アザシチジン療法
子宮頚がん Bev＋CDDP＋ノギテカン療法
子宮頚がん Bev＋CPT-11療法
子宮頚がん Bev＋DC療法
子宮頚がん Bev＋TC療法
子宮頚がん CDDP＋CPT-11療法
子宮頚がん CPT-11療法
子宮頚がん DC療法
子宮頚がん M-TC療法
子宮体がん AP療法
子宮体がん CBDCA療法
子宮体がん DOC療法
子宮体がん GEM療法
子宮体がん M-TC療法
子宮体がん MTX療法（絨毛性疾患）
子宮体がん PTX療法
食道がん CDDP＋5-Fu療法（JCOG8807）
食道がん DOC療法
食道がん FP＋RT（放射線）療法
腎がん ニボルマブ療法
腎がん テムシロリムス療法



精巣がん BEP療法
前立腺がん DOC療法
前立腺がん カバジタキセル療法
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 E-Ｐd療法
多発性骨髄腫 KRd療法
多発性骨髄腫 Kd療法
多発性骨髄腫 PAN-BTZ-DEX療法
多発性骨髄腫 PAN-weeklyBTZ-DEX療法
多発性骨髄腫 PVd療法
多発性骨髄腫 VCD療法（CyBorD療法）
多発性骨髄腫 VRd療法
多発性骨髄腫 weeklyボルテゾミブ静注療法
多発性骨髄腫 ボルテゾミブ静注療法
多発性骨髄腫 ボルテゾミブ皮下注療法　
大腸がん Bev＋FOLFIRI療法
大腸がん Bev＋FOLFOXIRI療法
大腸がん Bev＋IRIS療法（3週1ｺｰｽ）
大腸がん Bev＋IRIS療法（4週1コース）
大腸がん Bev＋SOX療法
大腸がん Bev＋S-1療法
大腸がん Bev＋XELOX療法
大腸がん Bev＋mFOLFOX6療法
大腸がん Bev＋カペシタビン療法
大腸がん Bev＋ロンサーフ療法
大腸がん CPT11療法
大腸がん FOLFIRI療法
大腸がん FOLFOXIRI療法
大腸がん IRIS療法
大腸がん IRIS療法3週毎
大腸がん Pani＋FOLFIRI療法
大腸がん Pani＋IRIS療法
大腸がん Pani＋SOX療法
大腸がん Pani＋mFOLFOX6療法
大腸がん Pani単剤
大腸がん SOX療法
大腸がん XELOX（CapeOX）療法
大腸がん mFOLFOX6療法
大腸がん Ram＋FOLFIRI療法
大腸がん セツキシマブ＋CPT-11療法
乳がん AC療法
乳がん Bev＋PTX療法
乳がん CAF療法
乳がん DOC3週毎療法
乳がん EC療法
乳がん FEC療法
乳がん GEM療法
乳がん PTX3週毎療法
乳がん PTX＋トラスツヅマブA療法
乳がん TCH療法
乳がん TC療法
乳がん VNR療法
乳がん ddEC療法
乳がん ddPTX療法
乳がん nab-PTX＋トラスツズマブB療法
乳がん nab-PTX療法



乳がん weeklyPTX療法
乳がん トラスツヅマブエムタンシン療法
乳がん エリブリン療法
乳がん ペルツヅマブ＋トラスツズマブ＋ＤＯＣ療法
乳がん ペルツヅマブ＋トラスツヅマブﾞ＋PTX療法
乳がん ペルツヅマブ＋トラスツヅマブ療法
乳がん トラスツヅマブA療法（毎週）
乳がん トラスツヅマブB療法（3週毎）
乳がん トラスツヅマブ＋ＤＯＣ療法
尿路上皮がん CBDCA＋GEM療法
尿路上皮がん CDDP＋GEM療法
尿路上皮がん GEM療法
尿路上皮がん M-VAC療法
尿路上皮がん PG療法
尿路上皮がん ペムブロリズマブ療法
脳腫瘍 テモゾロミド療法
肺がん Bev＋CBDCA+PTX療法
肺がん Bev＋CBDCA＋GEM療法
肺がん Bev＋CBDCA＋PEM療法
肺がん Bev＋PEM療法
肺がん Bev療法
肺がん CBDCA+DOC療法
肺がん CBDCA+GEM療法
肺がん CBDCA+PTX療法
肺がん CBDCA+weeklyPTX療法
肺がん CBDCA＋TS1療法
肺がん CBDCA＋VP16療法
肺がん CBDCA＋nab-PTX療法
肺がん CBDCA＋PEM療法
肺がん CBDCA療法
肺がん CDDP＋CPT11療法
肺がん CDDP＋DOC療法
肺がん CDDP＋GEM療法
肺がん CDDP＋S1療法
肺がん CDDP＋VNR療法
肺がん CDDP＋VP16療法
肺がん CDDP＋ＰＥＭ療法
肺がん CPT11療法
肺がん Ram＋DOC療法
肺がん DOC療法
肺がん GEM療法
肺がん VNR療法
肺がん nab-PTX療法
肺がん weeklyPTX療法
肺がん ペメトレキセド療法
肺がん デュルバルマブ療法
肺がん ニボルマブ療法
肺がん アムルビシン療法
肺がん ペムブロリズマブ療法
肺がん アテゾリズマブ療法
肺がん ノギテカン療法
肺がん ペムブロリズマブﾞ＋CBDCA＋PEM療法
肺がん ペムブロリズマブ＋CBDCA＋nab-PTX療法
肺がん ペムブロリズマブ＋PEM療法
肺がん アテゾリズマブ＋CBDCA＋VP16療法
婦人科がん BEP療法
婦人科がん EP療法
卵巣がん Bev＋CPT-11療法



卵巣がん Bev＋GEM療法
卵巣がん Bev＋PTX療法
卵巣がん Bev＋TC療法
卵巣がん Bev＋ノギテカン療法
卵巣がん Bev単剤療法
卵巣がん CBDCA療法
卵巣がん CPT11単剤療法
卵巣がん DC療法
卵巣がん DOC療法
卵巣がん Dose　dense　TC療法
卵巣がん GEM療法
卵巣がん M-TC療法
卵巣がん ドキソルビシン療法
膀胱がん（膀胱内注入） イムノブラダー膀胱内注入
膀胱がん（膀胱内注入） ピノルビン膀胱内注入
膀胱がん（膀胱内注入） ファルモルビシン膀胱内注入
膀胱がん（膀胱内注入） マイトマイシン膀胱内注入
膀胱がん（膀胱内注入） 膀胱癌動注（CDDP＋ADM）
膵がん・胆嚢胆管がん FOLFIRINOX療法
膵がん・胆嚢胆管がん GEM＋CDDP療法
膵がん・胆嚢胆管がん GEM＋S-1療法
膵がん・胆嚢胆管がん GEM＋エルロチニブ療法
膵がん・胆嚢胆管がん GEM療法
膵がん・胆嚢胆管がん nabPTX＋GEM療法


