
消化器内科・外科レジメン(食道がん) 

 

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 
1サイクル 

期間 
その他 

DTX ドセタキセル 60mg/㎡ day1 21 日   

PTX(6 投 1休) パクリタキセル 100mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 49 日   

 

 

消化器内科・外科レジメン(胃がん) 

 

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 
1サイクル期

間 
その他 

XELOX 
カペシタビン 1000mg/㎡/回 day1-14 

21 日   
オキサリプラチン 130mg/㎡ day1 

G-SOX 
エスエーワン 40mg/㎡/回 day1-14 

21 日   
オキサリプラチン 100mg/㎡ day1 

S-1＋CDDP 
エスエーワン 40mg/㎡ day1-21 

35 日   
シスプラチン 60ｍｇ/㎡ day8 

S-1＋DTX エスエーワン 40mg/㎡/回 day1-14 

21 日 

①1 クール目より左記レジメン継続 

 ※①、②の２つの投与

方法あり ドセタキセル 40mg/㎡ day1 

②2-7 コース目のみ左記レジメン。1 コ

ース目、8 コース目以降は S-1 単剤療

法 

RAM＋nabPTX 
サイラムザ 8mg/kg day1,15 

28 日   
アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15 

RAM＋PTX 
サイラムザ 8mg/kg day1,15 

28 日   
パクリタキセル 80mg/㎡ day1,8,15 

weekly nabPTX アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15 28 日   

weekly PTX パクリタキセル 80mg/㎡ day1,8,15 28 日   

CPT-11 イリノテカン 150ｍｇ/㎡ day１,15 28 日   

DTX ドセタキセル 60ｍｇ/㎡ ｄａｙ1 21 日   

サイラムザ サイラムザ 8ｍｇ/kg day1 14 日   

mFOLFOX6 

オキサリプラチン 85mg/㎡ day1 

14 日   
レボホリナート 200mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(急速静注) 400mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(持続静注) 2400mg/㎡ day1-2 

 

 

 

 

 



 

消化器内科・外科レジメン(大腸がん) 

 

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 
1サイクル 

期間 
その他 

mFOLFOX6±BEV 

アバスチン 5mg/kg day1 

14 日   

オキサリプラチン 85mg/㎡ day1 

レボホリナート 200mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(急速静注) 400mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(持続静注) 2400mg/㎡ day1-2 

mFOLFOX6±PANI 

ベクティビックス 6mg/kg day1 

14 日   

オキサリプラチン 85mg/㎡ day1 

レボホリナート 200mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(急速静注) 400mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(持続静注) 2400mg/㎡ day1-2 

XELOX±BEV 

アバスチン 7.5mg/kg day1 

21 日   カペシタビン 1000mg/㎡/回 day1-14 

オキサリプラチン 130mg/㎡ day1 

SOX±BEV 

アバスチン 7.5mg/kg day1 

21 日   エスエーワン 40mg/㎡/回 day1-14 

オキサリプラチン 130mg/㎡ day1 

FOLFIRI±BEV 

アバスチン 5mg/kg day1 

14 日   

イリノテカン 150mg/㎡ day1 

レボホリナート 200mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(急速静注) 400mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(持続静注) 2400mg/㎡ day1-2 

IRIS±BEV(Triweekly) 

アバスチン 7.5mg/kg day1 

21 日   エスエーワン 40mg/㎡/回 day1-14 

イリノテカン 150mg/㎡ day1 

FOLFIRI±PANI 

ベクティビックス 6mg/kg day1 

14 日   

イリノテカン 150mg/㎡ day1 

レボホリナート 200mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(急速静注) 400mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(持続静注) 2400mg/㎡ day1-2 

FOLFIRI＋RAM 

サイラムザ 8mg/kg day1 

14 日   

イリノテカン 150mg/㎡ day1 

レボホリナート 200mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(急速静注) 400mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(持続静注) 2400mg/㎡ day1-2 

      



      

FOLFOXIRI＋BEV 

アバスチン 5mg/kg day1 

14 日   

イリノテカン 165mg/㎡ day1 

オキサリプラチン 85mg/㎡ day1 

レボホリナート 200mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(持続静注) 3200mg/㎡ day1-2 

PANI＋CPT-11 
ベクティビックス 6mg/kg day1 

14 日   
イリノテカン 150mg/㎡ day1 

PANI ベクティビックス 6mg/kg day1 14 日   

 

 

消化器内科・外科レジメン(膵がん) 

 

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 
1サイクル期

間 
その他 

GEM ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8,15 28 日   

GEM＋nabPTX 
ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8,15 

28 日   
アブラキサン 125mg/㎡ day1,8,15 

FOLFIRINOX 

オキサリプラチン 85mg/㎡ day1 

14 日   

レボホリナート 200mg/㎡ day1 

イリノテカン 180mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(急速静注) 400mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(持続静注) 2400mg/㎡ day1-2 

FF＋nal-IRI 

オニバイド 70mg/㎡ day1 

14 日   レボホリナート 200mg/㎡ day1 

フルオロウラシル(持続静注) 2400mg/㎡ day1-2 

 

消化器内科・外科レジメン(肝・胆道がん) 

 

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 
1サイクル期

間 
その他 

GEM＋CDDP 
ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8 

21 日   
シスプラチン 25mg/㎡ day1,8 

GEM＋S-1 

ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8 

21 日   
エスエーワン 

60-

100mg/body 
day1-14 

テセントリク＋BEV 
テセントリク 1200mg/body day1 

21 日   
アバスチン 15mg/kg day1 

 


