
卵巣癌・子宮体癌・子宮頸癌 6レジメン

＜ＣＢＤＣＡ(AUC5)＋ＰＴＸ(180)療法　（monthly-ＴC療法）＞ 501
・ パクリタキセル 180mg/㎡ ｄａｙ.１ (180分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=5 ｄａｙ.１ (90分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＢＤＣＡ(AUC6)＋PTX(80)療法  （ｗｅｅｋｌｙ－ＴC療法）＞ 502
・ パクリタキセル 80mg/㎡ ｄａｙ.１,８,１５ (90分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１ (90分間で投与）

１クール　　２８日間

＜ＣＢＤＣＡ(AUC5)＋DOC/ＴＸＴ(70)療法  (monthly-DC療法)＞ 503
・ ドセタキセル 70mg/㎡ ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=5 ｄａｙ.１ (90分間で投与）

１クール　　２１日間

＜DOC/ＴＸＴ(70)療法＞ 506
・ ドセタキセル 70mg/㎡ ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜PTX(80)療法  （ｗｅｅｋｌｙ－PTX療法）＞ 507
・ パクリタキセル 80mg/㎡ ｄａｙ.１,８,１５・・ (90分間で投与）

毎週

＜ＣＰＴ－１１(100)療法＞ 508
・ イリノテカン 100mg/㎡ ｄａｙ.１,８,１５ (90分間で投与）

１クール　　２８日間

卵巣癌・子宮頸癌 1レジメン

＜ＣＤＤＰ(60)＋ＣＰＴ－１１(60)療法＞ 504
・ イリノテカン 60mg/㎡ ｄａｙ.１,８,１５ (90分間で投与）
・ シスプラチン 60mg/㎡ ｄａｙ.１ (120分間で投与）

１クール　　２８日間

卵巣癌 10レジメン

＜ＰＬＤ(40)療法＞ 509
・ ドキシル 40mg/㎡ ｄａｙ.１ (90分間で投与）

１クール　　２８日間

＜ＧＥＭ(1000)療法＞ 511
・ ゲムシタビン 1000mg/㎡. ｄａｙ.１,８,15 (30分間で投与）

１クール　　２８日間



＜ＰＬＤ(40)＋CBDCA(AUC5)療法＞ 512
・ ドキシル 30mg/㎡ ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=5 ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２８日間

＜ＣBDCA（AUC4)＋ＧＥＭ(1000)療法＞ 514
・ ゲムシタビン 1000mg/㎡ ｄａｙ.１,８ (30分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=4 ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＢＤＣＡ(AUC6)＋ＰＴＸ(175)＋Bevacizmab(15)療法　（ＴC+avastin療法）＞ 515
・ パクリタキセル 175mg/㎡ ｄａｙ.１ (180分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ ベバシズマブ 15mg/kg ｄａｙ.１ (90分間で投与）

１クール　　２１日間　 最大２１クールまで

＜dose-dense CBDCA(AUC6)+PTX(80)＞ 516
・ パクリタキセル 80mg/㎡ ｄａｙ.１,８,１５ (60分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＢＤＣＡ(AUC5)＋ＴＸT(70)＋Bevacizmab(15)療法　（DC+avastin療法）＞ 517
・ ドセタキセル 70mg/㎡ ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ ベバシズマブ 15mg/kg ｄａｙ.１ (90分間で投与）

１クール　　２１日間　 最大２１クールまで

＜ＰＬＤ(40)+Bevacizmab(10)療法＞ 519
・ ドキシル 40ｍｇ/㎡ ｄａｙ.１ (90分間で投与）
・ ベバシズマブ 10ｍｇ/kg ｄａｙ.１ (90分間で投与）

１クール　　２８日間

＜ＣＢＤＣＡ(AUC2)＋ＰＴＸ(60)療法　（weekly-ＴC毎週投与療法）＞ 520
・ パクリタキセル 60mg/m2 ｄａｙ.１.8.15 (60分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=2 ｄａｙ.１.8.15 (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＢＤＣＡ(AUC2)＋ＰＴＸ(60)+Bevacizmab(15)療法　（weekly-ＴC毎週投与療法）＞ 521
・ パクリタキセル 60mg/m2 ｄａｙ.１.8.15 (60分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=2 ｄａｙ.１.8.15 (60分間で投与）
・ ベバシズマブ 15㎎/kg ｄａｙ.１ (初回は90分間で投与）

2回目以降、60分→30分にしても可（ただし、10mg/minを超えない）

１クール　　２１日間　 （ベバシズマブ併用は６コースまで）



子宮体癌 2レジメン

＜ＣＤＤＰ(50)＋DXR(60)療法＞ 518
・ ドキソルビシン 60mg/㎡ ｄａｙ.１ (15分間で投与）
・ シスプラチン 50mg/㎡ ｄａｙ.１ (120分間で投与）

１クール　　２１日間

＜Lenvatinib+Pembrolizumab(200)療法＞ 522
・ キイトルーダ 200mg/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）
・ レンビマ 20mg/body p.o.

１クール　　２１日間

卵巣胚細胞腫瘍 1レジメン

＜ＢＬＭ(30)＋ＶＰー１６(100)＋ＣＤＤＰ(20)療法　　(ＢＥＰ療法)＞ 510
・ ブレオ 30mg/body day.２.９.１６ (30分間で投与）
・ ベプシド 100mg/㎡ day.１-５ (120分間で投与）
・ シスプラチン 20mg/㎡ day.１-５ (60分間で投与）

１クール　　２１日間（３コースまたはそれ以上）

平滑筋肉腫 1レジメン

＜ＧＥＭ(900)+DOC/TXT(70)療法＞ 513
・ ゲムシタビン 900mg/㎡ ｄａｙ.１,８ (30分間で投与）
・ ドセタキセル 70mg/㎡ ｄａｙ.８ (60分間で投与）

１クール　　２８日間

子宮頸がんを中心とした婦人科疾患 2レジメン

＜ＣＤＤＰ(４０)＋ＲＩ療法＞ 541
・ シスプラチン 40mg／㎡ ｄａｙ.１ (90分間で投与）

Radiation 1.8～2Gy ｄａｙ.１－５

１クール７日間 （day.5,6休薬）

＜ＣＢＤＣＡ(ＡＵＣ＝２)＋ＲＩ療法＞ 542
・ カルボプラチン AUC＝2 ｄａｙ.１ (６０分間で投与）

Radiation 1.8～2Gy ｄａｙ.１－５

１クール７日間 （day.5,6休薬）


