
紀南病院プロトコール委員会承認済みレジメン（一般向け）
当院では月に一度プロトコール委員会を開催し、遅滞なく住民の皆様に最新の抗がん剤治療を提供できるよう努めています。
地域がん診療連携拠点病院として各治療ガイドラインに準拠した治療を基本としています。
情報公開に当り、まず点滴を伴うプロトコール（投与の組み合わせと取り決め）のみとしました。経口抗がん剤の情報は順次更新予定です。
院内で発生させる指示（オーダー）名称は、これに個別化した情報（吐き気止めの指定など）を追加していることがあります。
化学療法は大部分を外来化療室で行いますが、入院しないと出来ない治療法もあります。医師に御相談ください。
各治療法には適応するための条件（遺伝子の状態、検査データ等）があり、検査の結果次第では投与できないものがあります。

部位 プロトコール名 投与時間 入院が必須のもの 備考
頭頚部 TPF 入院で投与となります。

放射線併用TPF 入院で投与となります。
CF 入院で投与となります。
FC 入院で投与となります。
CbF 入院で投与となります。
FCｂ 入院で投与となります。
放射線併用カルボプラチン 入院で投与となります。
放射線併用シスプラチン 入院で投与となります。
ｗパクリタキセル（6投１休）
放射線併用パクリタキセル
アービタックス+CF 入院で投与となります。
アービタックス+パクリタキセル
アービタックス単剤

食道 タキソテール単剤
5-FU+CDDP（従来法） 入院で投与となります。
放射線併用5-FU+シスプラチン（JCOG9516) 入院で投与となります。
標準FP（5-FU+シスプラチン） 入院で投与となります。 シスプラチンはday1 一括投与

呼吸器 パクリタキセル+カルボプラチン（分割投与）
アバスチン+パクリタキセル+カルボプラチン
ナベルビン+シスプラチン（JBR10）
放射線併用ナベルビン+シスプラチン
ナベルビン単剤
ジェムザール単剤
ナベルビン+ジェムザール
タキソテール単剤（呼吸器）※設定量が異なります
ジェムザール+カルボプラチン
エスワン+ジェムザール（群馬大パターン）
アリムタ単剤
アリムタ+シスプラチン
アリムタ+カルボプラチン
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部位 プロトコール名 投与時間 入院が必須のもの 備考
アバスチン+アリムタ
アバスチン+アリムタ+シスプラチン
アバスチン+アリムタ+カルボプラチン
エスワン+カンプト
アブラキサン単剤（B法）
アブラキサン+カルボプラチン
カルセド単剤
タキソテール+カンプト
エスワン+シスプラチン
エスワン+カルボプラチン
放射線併用パクリタキセル+カルボプラチン（6回）
放射線併用カルボプラチン
オプジーボ単剤
サイラムザ+タキソテール
手術後ナベルビン+シスプラチン
キートルーダ単剤
放射線併用タキソテール+シスプラチン
テセントリク単剤
キイトルーダ+アリムタ+シスプラチン
キイトルーダ+アリムタ+カルボプラチン
キイトルーダ+アリムタ
キイトルーダ+パクリタキセル+カルボプラチン
イミフィンジ単剤
CRT後パクリタキセル+カルボプラチン
テセントリク+アブラキサン+カルボプラチン
ベプシド+カルボプラチン
放射線併用ベプシド+シスプラチン
カンプト+シスプラチン
カンプト+カルボプラチン
ハイカムチン単剤
パクリタキセル+アクプラ 休止中
ベプシド+シスプラチン+カンプト
テセントリク+ベプシド+カルボプラチン

胃 エスワン+シスプラチン
エスワン+タキソテール
カンプト+シスプラチン（MK） 呼吸器に同じ組み合わせあり

カンプト（A法）
パクリタキセル単剤
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部位 プロトコール名 投与時間 入院が必須のもの 備考
タキソテール単剤
ハーセプチン+ゼローダ+シスプラチン
ゼローダ+シスプラチン
ハーセプチン+ゼローダ
ハーセプチン単剤
ハーセプチン+エスワン+シスプラチン
ハーセプチン+シスプラチン
ハーセプチン+エスワン
タキソテール+シスプラチン 近年使用なし、見直し中

アブラキサン単剤（A法）
サイラムザ単剤
サイラムザ+パクリタキセル
サイラムザ+アブラキサン
g-SOX
ハーセプチン+g-SOX
g-XELOX
ハーセプチン+g-XELOX
アブラキサン単剤（D法）
オプジーボ単剤

乳腺 FEC100（5-FU+ファルモルビシン+エンドキサン）
FEC75（5-FU+ファルモルビシン+エンドキサン）
TC療法（タキソテール+エンドキサン）
タキソテール+ハーセプチン療法
パクリタキセル（週１）単剤
ハーセプチン+パクリタキセル（週１×3）
ナベルビン単剤
ナベルビン（2投1休）+ハーセプチン（毎週）
ハーセプチン単剤
タキソテール単剤
カンプト単剤（A法）
カンプト単剤（A法）+ハーセプチン
ジェムザール単剤
ジェムザール+ハーセプチン
ハラヴェン単剤
ハラヴェン+ハーセプチン
パクリタキセル+アバスチン
アブラキサン（A法）
アブラキサン（E法）+テセントリク 5月審議予定
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部位 プロトコール名 投与時間 入院が必須のもの 備考
パージェタ+ハーセプチン+タキソテール
パージェタ+ハーセプチン（維持療法）
カドサイラ
d.d.(ドーズ・デンス)-EC
EC

肝臓胆管膵臓 ジェムザール単剤
エスワン+ジェムザール 千葉大パターン
タルセバ+ジェムザール
FOLFIRINOX
ジェムザール+シスプラチン
エスワン+ジェムザール
アブラキサン+ジェムザール
低用量FP
肝動注アイエーコール

結腸直腸 mFOLFOX6（フォルフォックスシックス）
アバスチン+mFOLFOX6
アービタックス+mFOLFOX6
ベクティビックス+mFOLFOX6
FOLFIRI（フォルフィリ）
アバスチン+FOLFIRI
アービタックス+FORFIRI
ベクティビックス+FOLFIRI
サイラムザ+FOLFIRI
ザルトラップ+FOLFIRI
sLV5FU2
アバスチン+sLV5FU2
アービタックス+sLV5FU2
ベクティビックス+sLV5FU2
FOLFOXIRI（フォルフォキシリ）
アバスチン+FOLFOXIRI
ベクティビックス+カンプト療法
べクティビックス単剤
SOX（ソックス）
アバスチン+SOX
XELOX（ゼロックス）
アバスチン+XELOX
アバスチン+ゼローダ（C法）
ゼローダ（C法）
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部位 プロトコール名 投与時間 入院が必須のもの 備考
XELIRI（ゼリリ）
アバスチン+XELIRI
エスワン+カンプト（IRIS）
アバスチン+エスワン+カンプト
アバスチン+カンプト
アバスチン+ロンサーフ

泌尿器（膀胱） M-VAC（エム‐バック）
ジェムザール+シスプラチン
ジェムザール＋カルボプラチン
ジェムザール＋パクリタキセル
ジェムザール単剤
ファルモルビシン40
ファルモルビシン60
マイトマイシン40

泌尿器（精巣） ブレオマイシン＋ベプシド＋シスプラチン
ベプシド＋シスプラチン
ベプシド＋シスプラチン（透析患者用）
ベプシド＋イフォマイド＋シスプラチン
パクリタキセル＋イフォマイド＋シスプラチン

泌尿器（前立腺） ドセタキセル単剤
ドセタキセル＋エストラサイト＋プレドニゾロン
シスプラチン＋UFT
ジェブタナ単剤

泌尿器（腎） トーリセル単剤
オプジーボ＋ヤーボイ
オプジーボ単剤
キイトルーダ単剤

泌尿器（陰茎） パクリタキセル＋イフォマイド＋シスプラチン
婦人科（卵巣、他） 分割TC（パクリタキセル＋カルボプラチン）

d.d.(ドーズ・デンス)-分割TC
mTC
タキソテール＋カルボプラチン
ｍPTX 
分割PTX
カンプト単剤（A法）
ハイカムチン単剤
アバスチン＋mTC
アバスチン単剤
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部位 プロトコール名 投与時間 入院が必須のもの 備考
アバスチン＋ドキシル
アバスチン＋d.d.(ドーズ・デンス)TC
カンプト＋マイトマイシン
ドキシル単剤
ジェムザール単剤
ジェムザール＋タキソテール
ドキシル＋カルボプラチン

婦人科（子宮頸部） パクリタキセル＋シスプラチン
放射線併用シスプラチン
カンプト＋シスプラチン
パクリタキセル＋シスプラチン＋アバスチン（2日間）
エンドキサン＋アドリアシン＋シスプラチン

婦人科（子宮体部） 放射線併用パクリタキセル+シスプラチン
ファルモルビシン＋イホマイド＋シスプラチン
アドリアシン＋シスプラチン
タキソテール単剤

婦人科（胚細胞腫） ブレオ＋ベプシド＋シスプラチン
婦人科（絨毛症） MTX単剤

HD-MTX単剤
メソトレキセート＋コスメゲン
EMA/CO

原発不明癌 ジェムザール+タキソテール
エスワン+シスプラチン

神経内分泌腫瘍 ザノサー単剤（5日間連投）
ザノサー単剤（週1回投与）

肉腫 アドリアシン+イフォマイド
ハラヴェン単剤

間質性肺炎 エンドキサン単剤
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血液腫瘍
部位 プロトコール名 投与時間 入院が必須のもの 備考

非ホジキンリンパ腫 CHOP （オンコビン+アドリアシン+エンドキサン）
　　CD20（+） CHOP →リツキサン
　　CD20（+） リツキサン→CHOP
　　CD20（+） リツキサン＋CHOP

mini-CHOP
CHOP （変法）

　　CD20（+） CHOP （変法）→リツキサン
　　CD20（+） リツキサン→CHOP（変法）
　　CD20（+） リツキサン＋CHOP（変法）
　　CD20（+） CVP →リツキサン
　　CD20（+） リツキサン＋CHOP
　　CD20（+） 高齢者用CVP→R

THP-COP （オンコビン+テラルビシン+エンドキサン）
　　CD20（+） THP-COP →リツキサン
　　CD20（+） リツキサン→THP-COP
　　CD20（+） リツキサン＋THP-COP

高齢者用THP-COP 
　　CD20（+） 高齢者用THP-COP →リツキサン
　　CD20（+） リツキサン→高齢者用THP-COP
　　CD20（+） リツキサン＋高齢者用THP-COP

高齢者用THP-COP （変法）
　　CD20（+） 高齢者用THP-COP （変法）→リツキサン
　　CD20（+） リツキサン→高齢者用THP-COP（変法）
　　CD20（+） リツキサン＋高齢者用THP-COP（変法）

ESHAP 塩酸プロカルバジン必要

EPOCH
　　CD20（+） D.A-EPOCH±リツキサン

ｍICE 
　　CD20（+） R-FMD

mini-MEAM
　　CD20（+） R-MEAM

HyperCVAD
MA
MA（高齢者用）

　　CD20（+） ゼヴァリン
トレアキシン単剤

　　CD20（+） RIT+トレアキシン
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部位 プロトコール名 投与時間 入院が必須のもの 備考
DeVIC
2/3DeVIC
ジェムザール＋シスプラチン＋デカドロン

　　CD20（+） ガザイバ+トレアキシン
　　CD20（+） ガザイバ＋CHOP
　　CD20（+） ガザイバ維持療法
　　CD30（+） アドセトリス単剤
　　CD30（+） アドセトリス＋CHP
　　末梢性T細胞リンパ腫 イストダックス単剤
　　中枢浸潤例 高用量MTX
　　成人T細胞性白血病リンパ腫 modified LSG15
　　成人T細胞性白血病リンパ腫 ポテリジオ単剤
ホジキンリンパ腫 ABVD
　　CD30（+） アドセトリス単剤
　　CD30（+） アドセトリス+AVD

多発性骨髄腫 ベルケイド単剤（皮下注）　＊数パターン有り
ベルケイド（皮下注）＋デカドロン　＊数パターン有り
CyBorD
BCD
BLD *数パターン有り
BLD Lite
BMP ＊数パターン有り
JCOG-MPB
ベルケイド（皮下注）+ファリーダック＋デカドロン
VTD-PACE
PVD　＊数パターン有り
ダラザレックス＋レブラミド＋デカドロン
ダラザレックス＋ベルケイド＋デカドロン
ダラザレックス＋ベルケイド＋メルファラン＋プレドニゾロン
エムプリシティ＋レブラミド＋デカドロン
エムプリシティ＋ベルケイド＋デカドロン
カイプロリス＋レブラミド＋デカドロン
カイプロリス（週2）＋デカドロン
カイプロリス（週1）＋デカドロン
MPB(Original)
MPB(Modified)
VAD
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部位 プロトコール名 投与時間 入院が必須のもの 備考
大量エンドキサン
（モゾビル：抗がん剤ではない）
MEL100
MEL200

急性骨髄性白血病 フィルデシン単剤
AML　寛解導入（イダマイシン+キロサイド　3+7）
AML　寛解導入（イダマイシン+キロサイド　5+7）
AML201　地固め第1（ノバントロン+キロサイド）
AML201　地固め第2（ダウノマイシン+キロサイド）
AML201　地固め第3（アクラシノン+キロサイド）
AML201　地固め第4（A‐TripleV）
高齢者AML　寛解導入（ダウノマイシン＋キロサイド）
高齢者AML　地固め第1（ノバントロン+キロサイド）
高齢者AML　地固め第2（ダウノマイシン+ベプシド+キロサイド）
高齢者AML　地固め第3（アクラシノン+キロサイド）
CAG（持続点滴）
CAG（皮下注）
ｓ-HAM （サルベージ）
MEC（原法）
MEC（変法）
大量キロサイド（サルベージ）

　　CD33(+)AML マイロターグ単剤
　　骨髄異形成症候群 ビダーザ（皮下注）

ビダーザ（点滴）
　　急性前骨髄球性白血病 トリセノックス寛解導入療法

トリセノックス地固め療法
トリセノックス＋ベサノイド寛解導入療法
イダマイシン＋キロサイド（APL地固め第3）

急性リンパ性白血病 ALL97　寛解導入療法
ALL97　地固め第1
ALL97　地固め第2
ALL97　地固め第3
ALL97　地固め第4
ALL97　地固め第5
ALL97　地固め第6
ALL97　地固め第7
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部位 プロトコール名 投与時間 入院が必須のもの 備考
ALL97　地固め第8
ALL97　維持療法
202-U　IT-Triple
202-U　寛解導入療法　第1週
202-U　寛解導入療法　第2週
202-U　寛解導入療法　第3週
202-U　寛解導入療法　第4週
202-U　寛解導入療法　第5週
202-U　寛解導入療法　第6～9週 Part1
202-U　寛解導入療法　第6～9週 Part2
202-U　寛解導入療法　第10・11週
202-U　寛解導入療法　第12～15週 Part1
202-U　寛解導入療法　第12～15週 Part2
202-U　維持療法　第1
202-U　維持療法　第2
202-U　維持療法　第3
202-U　維持療法　第4
ビーリンサイト

　　Ph（+）ALL ALL208+IMA療法 C1
　　Ph（+）ALL ALL208+IMA療法 C2
CD20(+)慢性骨髄性白血病 アーゼラ単剤
慢性リンパ性白血病 ベスポンサ単剤
髄注 髄注①（キロサイド+メソトレキセート＋プレドニゾロン）

髄注②（メソトレキセート＋プレドニゾロン）
本態性血小板増多症 サイメリン療法
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