
食道癌 10レジメン

＜CDDP(80)+5FU(800)療法  JCOG 8807＞ 201
・ シスプラチン 80mg/㎡ day1 (120分間で投与）
・ ５-ＦＵ 800mg/㎡ day1～5 (24時間で投与）

１クール　　２８日間

＜DOC/TＸＴ（60）療法＞ 202
・ ドセタキセル 60mg/㎡ day.1 (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜CDDP(40)+５FU(400)+radiation療法   JCOG 9906＞ 203
・ シスプラチン 40mg/㎡ day1, 8 (120分間で投与）
・ ５-ＦＵ 400mg/㎡ day1-5, 8-12 (24時間で投与）

１クール　　２１日間 ２クール実施

＜radiation ＣＤＤＰ(4)＋５FU(200)＋radiation（低容量FP）＞ 204
・ シスプラチン 4mg/㎡ day1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-33, 36-40
・ ５-ＦＵ 200mg/㎡ day1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-33, 36-40

１クール　　４２日間

＜DOC/TXT(30)+CDDP(80)+5FU(800)療法＞ 205
・ ドセタキセル 30mg/㎡ day1,15 （60分間で投与）
・ シスプラチン 80mg/㎡ day1 （120分間で投与）
・ ５-ＦＵ 150mg/㎡ day1～5 (24時間で投与）

１クール　　２８日間

＜DOC/TXT(60)+CDDP(6)+5FU(350)療法＞ 205-B
・ ドセタキセル 60ｍｇ/m2 day1 （60分かけて）
・ シスプラチン 6ｍｇ/m2 day1～5 （60分かけて）
・ ５-ＦＵ 350ｍｇ/m2 day1～5 (24時間かけて）

１クール　　２１日間

＜PTX(100)療法 （6投1休）＞ 206
・ パクリタキセル 100mg/㎡ day.1,8,15, (90分間で投与）

22,29,36
１クール　　４９日間

＜CDDP(70)+5FU(700)+radiation療法＞ 207
・ シスプラチン 70mg/㎡ day1,29 (120分間で投与）
・ ５-ＦＵ 700mg/㎡ day1～4,29～32 (24時間で投与）

１クール　　４２日間

＜Nivolumab(240)療法＞ 208
・ オプジーボ 240mg/body ｄａｙ.１ (30分以上かけて投与）

１クール　　１４日間



＜FOLFOX6+RT療法＞ 209
・ オキサリプラチン 85ｍｇ/ｍ２ ｄａｙ.１ (120分間で投与）
・ レボホリナート 200ｍｇ/ｍ２ ｄａｙ.１ (120分間で投与）
・ ５－FU 400ｍｇ/ｍ２ ｄａｙ.１ (５分間で投与）
・ ５－FU 1600ｍｇ/ｍ２ ｄａｙ.１ (46時間で投与）

１クール　　１４日間

胃癌 23レジメン

＜S-1療法＞ 221
・ S-1（ｐ.o.） 80mg/㎡/日

ただし、1.25㎡未満：80mg、1.25～1.5㎡：100mg、1.5㎡以上：120mgとする。

28日間投与、14日間休薬を繰り返す（術後補助療法は１年間）
（オプションとして5日投与２日休薬あるいは１４日投与７日休薬）

222
・ S-1（内服） 80mg/㎡　2× day1-21 2週休薬
・ シスプラチン 60mg/㎡ day.8 (120分間で投与）

１クール　　３５日間

＜ｗｅｅｋｌｙ　PTX(80)療法＞ 223
・ パクリタキセル 80mg/㎡ day.１.8.15 (60分間で投与）

１クール　　２８日間

＜DOC/ＴＸＴ（60）療法＞ 224
・ ドセタキセル 60mg/㎡ day.1 (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜CPT-11（100）療法＞ 225
・ イリノテカン 100mg/㎡ day.1.8.15 (90分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＭＴＸ（100）+５－ＦＵ（600）+ＬＶ（15）療法＞ 227
・ メソトレキセート(MTX) 100mg/㎡ day,1 (15分間で投与）
・ 5-FU 600mg/㎡ day,1 （全開で）
・ ロイコボリン 15mg/body (15分間で投与）

MTXの投与24時間後より開始。6時間毎に計6回投与

１クール　　７～１４日間

＜ＣＤＤＰ(80)+ＣＰＴ-11(70)療法＞　 228
・ シスプラチン 80mg/㎡ day.1 （120分間で投与）
・ イリノテカン 70mg/㎡ day.1,15 （90分間で投与）

１クール　　２８日間

＜S-1(80)＋ＣＤＤＰ(60)療法＞



＜HER2(6)＋ゼローダ（2000）+CDDP（80）療法＞ 229
・ ゼローダ 2000mg/㎡ 分2　朝夕食後 day1～14
・ シスプラチン 80mg/㎡ day1 （120分間で投与）
・ トラスツズマブ 8mg(初回)mg/kg day1 (90分で投与）

6(２回目以降)mg/kg

１クール　　２１日間

＜ゼローダ（2000）+CDDP（80）療法＞ 229-3
・ ゼローダ 2000mg/㎡ 分2　朝夕食後 day.1～14
・ シスプラチン 80mg/㎡ day1 （120分間で投与）

１クール　　２１日間

＜HER2(6)＋５FU(800)+CDDP（80）療法＞ 230
・ 5FU 800mg/㎡ day1～5 （24時間で投与）
・ シスプラチン 80mg/㎡ day1 （120分間で投与）
・ トラスツズマブ 8mg(初回)mg/kg day1 (90分で投与）

6(２回目以降)mg/kg

１クール　　２１日間

＜Ｎａｂ－ＰＴＸ（260）療法＞ 231
・ アブラキサン 260mg/㎡ day.1 (30分で投与）

１クール　　２１日間

＜SOX療法＞ 232

・ オキサリプラチン 100mg/㎡ day.1 (120分間で投与）
・ S-1（ｐ.o.） 80mg/㎡/日 day. 1夕食後-15朝食後

ただし、1.25㎡未満：80mg、1.25～1.5㎡：100mg、1.5㎡以上：120mgとする。
（day,1,15に注意すること）

１クール　　２１日間

＜Ramucirumab(8)+PTX(80)療法＞ 233
・ サイラムザ 8mg/ｋｇ day.1,15 (60分間で投与）
・ パクリタキセル 80mg/㎡ day.1.8.15 (60分間で投与）

１クール　　２８日間

＜Ramucirumab(8)療法＞ 234
・ サイラムザ 8mg/ｋｇ day.1 (60分間で投与）

１クール　　１４日間

＜XELOX療法＞ 235
・ オキサリプラチン 130mg/㎡ day.1 (120分間で投与）
・ ゼローダ 1000mg/㎡/回 day.1～15 食後30分以内

（day,1,15に注意すること）

１クール　　２１日間



＜HER2(6)＋S-1（80）+CDDP（60）療法＞ 236
・ S-1 80mg/㎡ 分2　朝夕食後 day1～14
・ シスプラチン 60mg/㎡ day1 (120分間で投与）
・ トラスツズマブ 8mg(初回)mg/kg day1 (90分で投与）

6(２回目以降)mg/kg

１クール　　２１日間

＜PDL-1(240)療法＞ 237
・ オプジーボ 240mg/kg day.１ (30分以上かけて）

１クール　　１４日間

＜Ramucirumab(8)+Nab-PTX(100)療法＞ 238
・ サイラムザ 8mg/ｋｇ day.１.15 (60分間で投与）
・ Nab-パクリタキセル 100mg/㎡ day.１.8.15 (30分間で投与）

１クール　　２８日間

＜DOC/TXT(40)＋S-１（80）療法＞ 239
・ S-1（ｐ.o.） 80mg/㎡/日 day. 1夕食後-15朝食後

ただし、1.25㎡未満：80mg、1.25～1.5㎡：100mg、1.5㎡以上：120mgとする。
・ ドセタキセル 40mg/㎡ day.1 (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜DS-8201療法＞ 240
・ エンハーツ 6.4mg/kg ｄａｙ.１ (90分間で投与）

２回目以降、30分に短縮可

１クール　　２１日間

＜Nivolumab（360）+SOX療法＞ 241
・ オプジーボ 360mg/body ｄａｙ.１ (30分以上かけて投与）
・ オキサリプラチン 130ｍｇ/ｍ2 ｄａｙ.１ (120分間で投与）
・ S-1（ｐ.o.） 80ｍｇ/m2/日 day. 1夕食後-15朝食後

（day,1,15に注意すること）

１クール　　２１日間

＜HER2+SOX療法＞ 242
・ トラスツズマブ 8mg(初回)mg/kg 6(２回目以降)mg/kg

ｄａｙ.１ (90分で投与）
・ オキサリプラチン 100ｍｇ/ｍ2 ｄａｙ.１ (120分間で投与）
・ S-1（ｐ.o.） 80ｍｇ/m2/日 day. 1夕食後-15朝食後

（day,1,15に注意すること）

１クール　　２１日間

ただし、1.25m2未満：80mg、1.25～1.5m2：100mg、1.5m2以上：120mgとする。

ただし、1.25m2未満：80mg、1.25～1.5m2：100mg、1.5m2以上：120mgとする。



＜mFOLFOX6療法＞ 243
・ オキサリプラチン 85ｍｇ/ｍ２ ｄａｙ.１ (120分間で投与）
・ レボホリナート 200ｍｇ/ｍ２ ｄａｙ.１ (120分間で投与）
・ ５－FU 400ｍｇ/ｍ２ ｄａｙ.１ (５分間で投与）
・ ５－FU 2400ｍｇ/ｍ２ ｄａｙ.１ (46時間で投与）

１クール　　１４日間


