
登録レジメン一覧 2021年3月22日現在

内科

レジメン名称 使用薬剤

BD皮下注 週1回 ボルテゾミブ、デキサメタゾン

BD皮下注 週2回 ボルテゾミブ、デキサメタゾン

sVCD(週1回，CY静注) ボルテゾミブ、シクロホスファミド、デキサメタゾン

sVCD(週2回，CY静注) ボルテゾミブ、シクロホスファミド、デキサメタゾン

E-Ld エロツズマブ、レナリドミド、デキサメタゾン

E-Pd エロツズマブ、ポマリドミド、デキサメタゾン

K-Rd カルフィゾミブ、レナリドミド、デキサメタゾン

Kd カルフィゾミブ、デキサメタゾン

DBD ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾン

DBD（weekly） ダラツムマブ、ボルテゾミブ、デキサメタゾン

DRD ダラツムマブ、レナリドミド、デキサメタゾン

D-VMP ダラツムマブ、ボルテゾミブ、メルファラン、プレドニゾロン

レジメン名称 使用薬剤
CHOP シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン
R-CHOP リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン
TCOP ピラルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン
R-TCOP リツキシマブ、ピラルビシン、シクロホスファミド、ビンクリスチン、プレドニゾロン
DA-EPOCH エトポシド、プレドニゾロン、ビンクリスチン、シクロホスファミド、ドキソルビシン

R+DA-EPOCH
リツキシマブ、エトポシド、プレドニゾロン、ビンクリスチン、シクロホスファミド、ドキ
ソルビシン

HyperCVAD シクロホスファミド、ビンクリスチン、ドキソルビシン、デキサメタゾン
R-HyperCVAD リツキシマブ、シクロホスファミド、ビンクリスチン、ドキソルビシン、デキサメタゾン
MTX/AraC メトトレキサート、シタラビン
R-MTX/AraC リツキシマブ、メトトレキサート、シタラビン
A+CHP ブレンツキシマブベドチン、シクロホスファミド、ドキソルビシン、プレドニゾロン
トレアキシン ベンダムスチン
R-トレアキシン リツキシマブ、ベンダムスチン
ガザイバ＋トレアキシン オビヌツズマブ、ベンダムスチン
リツキシマブBS リツキシマブ
ガザイバ オビヌツズマブ
イストダックス ロミデプシン
V-CAP ボルテゾミブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン、プレドニゾロン
VR-CAP ボルテゾミブ、リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン、プレドニゾロン
GDP(原法) ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP(原法) リツキシマブ、ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GDP(2分割) ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP(2分割) リツキシマブ、ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GDP(3分割) ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
R-GDP(3分割) リツキシマブ、ゲムシタビン、デキサメタゾン、シスプラチン
GCD ゲムシタビン、カルボプラチン、デキサメタゾン
R-GCD リツキシマブ、ゲムシタビン、カルボプラチン、デキサメタゾン

レジメン名称 使用薬剤
ABVD ドキソルビシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジン
A+AVD ブレンツキシマブベドチン、ドキソルビシン、ビンブラスチン、ダカルバジン

多発性骨髄腫

非ホジキンリンパ腫

ホジキンリンパ腫



アドセトリス ブレンツキシマブベドチン
オプジーボ ニボルマブ

レジメン名称 使用薬剤
ビダーザ（点滴） アザシチジン
ビダーザ（皮下注） アザシチジン

レジメン名称 使用薬剤
サイメリン（点滴） ラニムスチン

レジメン名称 使用薬剤

weekly アーゼラ オファツムマブ
monthly アーゼラ オファツムマブ

レジメン名称 使用薬剤
CA(持注) シタラビン、アクラルビシン
CA(皮下注) シタラビン、アクラルビシン
IDA+Ara-C イダルビシン、シタラビン
DNR+Ara-C ダウノルビシン、シタラビン
HD-AraC シタラビン
MA【地固め①】 ミトキサントロン、シタラビン
DA【地固め②】 ダウノルビシン、シタラビン
AA【地固め③】 アクラルビシン、シタラビン
A triple V【地固め④】 シタラビン、エトポシド、ビンクリスチン、ビンデシン

レジメン名称 使用薬剤
ATRA+ATO【寛解導入】 トレチノイン、三酸化二ヒ素
ATRA+ATO【地固め】 トレチノイン、三酸化二ヒ素

レジメン名称 使用薬剤
mFOLFOX6 レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
mFOLFOX6/BV レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、ベバシズマブ
mFOLFOX6/Pmab レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、パニツムマブ
mFOLFOX6/Cmab レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、セツキシマブ
XELOX（末梢） カペシタビン、オキサリプラチン
XELOX（ポート） カペシタビン、オキサリプラチン
XELOX/BV（末梢） カペシタビン、オキサリプラチン、ベバシズマブ
XELOX/BV（ポート） カペシタビン、オキサリプラチン、ベバシズマブ

SOX/BV（末梢） エスワン※、オキサリプラチン、ベバシズマブ
SOX/BV（ポート） エスワン※、オキサリプラチン、ベバシズマブ

※エスワン ： テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

骨髄異形成症候群

本態性血小板増多症

慢性リンパ性白血病

急性骨髄性白血病

臨床腫瘍科

大腸がん

急性前骨髄球性白血病

ホジキンリンパ腫 （つづき）



FOLFIRI レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン
FOLFIRI/BV レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、ベバシズマブ
FOLFIRI/Cmab レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、セツキシマブ
FOLFIRI/RAM レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、ラムシルマブ
FOLFIRI/ザルトラップ レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、アフリベルセプト

IRIS イリノテカン、エスワン※

SIRB エスワン※、イリノテカン、ベバシズマブ
XELIRI/BV カペシタビン、イリノテカン、ベバシズマブ
Cmab/CPT-11 セツキシマブ、イリノテカン
Cmab セツキシマブ
Cmab+Encorafenib セツキシマブ、エンコラフェニブ
Cmab+Encorafenib+Binimetinib セツキシマブ、エンコラフェニブ、ビニメチニブ
Pmab パニツムマブ
Pmab/CPT-11 パニツムマブ、イリノテカン

S-1/BV エスワン※、ベバシズマブ
5-FU持続静注+RT フルオロウラシル、放射線
FOLFOXIRI/BV レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン、イリノテカン、ベバシズマブ
UFT/UZEL/BV テガフール・ウラシル、活性型葉酸、ベバシズマブ
ロンサーフ/BV トリフルリジン・チピラシル、ベバシズマブ

※エスワン ： テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

レジメン名称 使用薬剤

S-1/CDDP エスワン※、シスプラチン
Her/XP トラスツズマブ、カペシタビン、シスプラチン
FP フルオロウラシル、シスプラチン
Her/FP トラスツズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
XP カペシタビン、シスプラチン

S-1/CDDP（プロイメンド） エスワン※、シスプラチン
Her/XP（プロイメンド） トラスツズマブ、カペシタビン、シスプラチン
XP（プロイメンド） カペシタビン、シスプラチン

G-SOX（末梢） エスワン※、オキサリプラチン
G-SOX（ポート） エスワン※、オキサリプラチン
XELOX（末梢） カペシタビン、オキサリプラチン
XELOX（ポート） カペシタビン、オキサリプラチン
CPT-11/CDDP イリノテカン、シスプラチン
CPT-11 イリノテカン
wPTX パクリタキセル
DOC（3ｗ） ドセタキセル
nabPTX アルブミン懸濁型パクリタキセル
nabPTX（3投1休） アルブミン懸濁型パクリタキセル
RAM ラムシルマブ
RAM/PTX ラムシルマブ、パクリタキセル
RAM/nabPTX ラムシルマブ、アルブミン懸濁型パクリタキセル
エンハーツ トラスツズマブ デルクステカン

Her/S-1 トラスツズマブ、エスワン※

5-FU フルオロウラシル
オプジーボ ニボルマブ

S-1/DOC エスワン※、ドセタキセル
DS ドセタキセル、エスワン※

mFOLFOX6 レボホリナート、フルオロウラシル、オキサリプラチン
Her/PTX トラスツズマブ、パクリタキセル

※エスワン ： テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

胃がん

大腸がん （つづき）



レジメン名称 使用薬剤
GEM 3投1休 ゲムシタビン
GEM/Tarceva ゲムシタビン、エルロチニブ

レジメン名称 使用薬剤
GEM 3投1休 ゲムシタビン
GEM/CDDP ゲムシタビン、シスプラチン

レジメン名称 使用薬剤

FP フルオロウラシル、シスプラチン
FP+RT フルオロウラシル、シスプラチン、放射線
low dose FP フルオロウラシル、シスプラチン
mDCF ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル
FP（プロイメンド） フルオロウラシル、シスプラチン
FP+RT（プロイメンド） フルオロウラシル、シスプラチン、放射線
オプジーボ ニボルマブ
DOC（4ｗ） ドセタキセル
wPTX（6投1休） パクリタキセル

レジメン名称 使用薬剤
5-FU/MMC/RT フルオロウラシル、マイトマイシンC、放射線

レジメン名称 使用薬剤
ハラヴェン エリブリン
ヨンデリス トラベクテジン
DXR75 ドキソルビシン

レジメン名称 使用薬剤
wPTX（血管肉腫） パクリタキセル
STZ(5日連投)（NET） ストレプトゾシン
STZ(weekly)（NET） ストレプトゾシン
TIP（精巣腫瘍） パクリタキセル、イホスファミド、シスプラチン

レジメン名称 使用薬剤
EC エピルビシン、シクロホスファミド
dose-dense EC エピルビシン、シクロホスファミド
TC ドセタキセル、シクロホスファミド
DOC ドセタキセル
weekly PTX パクリタキセル
dose-dense PTX パクリタキセル

食道がん

肛門管がん

軟部肉腫

その他

乳腺外科

乳がん

胆道がん

膵がん



Her/DOC トラスツズマブ、ドセタキセル
weekly Her/PTX トラスツズマブ、パクリタキセル
Per/Her/DOC ペルツズマブ、トラスツズマブ、ドセタキセル
Her トラスツズマブ
Her(weekly) トラスツズマブ
Her/VNR トラスツズマブ、ビノレルビン
VNR ビノレルビン
GEM ゲムシタビン
ハラヴェン エリブリン
アブラキサン アルブミン懸濁型パクリタキセル
T-DM1 トラスツズマブエムタンシン
エンハーツ トラスツズマブ デルクステカン
PTX/BV パクリタキセル、ベバシズマブ
テセントリク/nabPTX アテゾリズマブ、アルブミン懸濁型パクリタキセル
Per/Her/HAL ペルツズマブ、トラスツズマブ、エリブリン

レジメン名称 使用薬剤
CDDP/CPT-11 シスプラチン、イリノテカン
CDDP/VP-16 シスプラチン、エトポシド
CBDCA/CPT-11（4w） カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11（3w） カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11 biweekly カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/VP-16 カルボプラチン、エトポシド
テセントリク/CBDCA/VP-16 アテゾリズマブ、カルボプラチン、エトポシド
イミフィンジ/CDDP/VP-16 デュルバルマブ、シスプラチン、エトポシド
イミフィンジ/CBDCA/VP-16 デュルバルマブ、カルボプラチン、エトポシド
CPT-11（4w） イリノテカン
CPT-11（3w） イリノテカン
AMR アムルビシン
テセントリク アテゾリズマブ
イミフィンジ（SCLC1500mg/body） デュルバルマブ

レジメン名称 使用薬剤
CDDP/PEM シスプラチン、ペメトレキセド
CDDP/VNR シスプラチン、ビノレルビン
CDDP/DOC シスプラチン、ドセタキセル
CDDP/CPT-11 シスプラチン、イリノテカン
CDDP/GEM シスプラチン、ゲムシタビン

CDDP/S-1 シスプラチン、エスワン※

CDDP/UFT シスプラチン、テガフール・ウラシル

CDDP/S-1(4w) シスプラチン、エスワン※

CDDP/S-1(4w)+RT シスプラチン、エスワン※、放射線
CDDP/PEM/BV シスプラチン、ペメトレキセド、ベバシズマブ
CBDCA/PEM カルボプラチン、ペメトレキセド
CBDCA/PEM/BV カルボプラチン、ペメトレキセド、ベバシズマブ
CBDCA/PTX カルボプラチン、パクリタキセル
CBDCA/PTX/BV カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
CBDCA/PTX weekly カルボプラチン、パクリタキセル
CBDCA/VNR カルボプラチン、ビノレルビン

※エスワン ： テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

乳がん （つづき）

呼吸器センター

小細胞肺がん

非小細胞肺がん



CBDCA/DOC カルボプラチン、ドセタキセル
CBDCA/CPT-11（4w） カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11（3w） カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/CPT-11 biweekly カルボプラチン、イリノテカン
CBDCA/GEM カルボプラチン、ゲムシタビン

CBDCA/TS-1 カルボプラチン、エスワン※

CBDCA/UFT カルボプラチン、テガフール・ウラシル
CBDCA/nabPTX カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
CBDCA/PTX weekly+RT カルボプラチン、パクリタキセル、放射線
NDP/DOC ネダプラチン、ドセタキセル
キイトルーダ/PEM ペムブロリズマブ、ペメトレキセド
キイトルーダ/CDDP/PEM ペムブロリズマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
キイトルーダ/CBDCA/PEM ペムブロリズマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
テセントリク/CBDCA/PTX/BV アテゾリズマブ、カルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブ
テセントリク/BV アテゾリズマブ、ベバシズマブ
キイトルーダ/CBDCA/nabPTX ペムブロリズマブ、カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
テセントリク/CBDCA/nabPTX アテゾリズマブ、カルボプラチン、アルブミン懸濁型パクリタキセル
オプジーボ/CBDCA/GEM ニボルマブ、カルボプラチン、ゲムシタビン
オプジーボ/CBDCA/PEM ニボルマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
オプジーボ/CDDP/GEM ニボルマブ、シスプラチン、ゲムシタビン
オプジーボ/CDDP/PEM ニボルマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
オプジーボ/PEM ニボルマブ、ペメトレキセド
オプジーボ/ヤーボイ/CBDCA/PEM ニボルマブ、イピリムマブ、カルボプラチン、ペメトレキセド
オプジーボ/ヤーボイ/CDDP/PEM ニボルマブ、イピリムマブ、シスプラチン、ペメトレキセド
オプジーボ/ヤーボイ/CBDCA/PTX ニボルマブ、イピリムマブ、カルボプラチン、パクリタキセル
オプジーボ/ヤーボイ ニボルマブ、イピリムマブ
PEM ペメトレキセド
VNR ビノレルビン
DOC ドセタキセル
CPT-11（4w） イリノテカン
CPT-11（3w） イリノテカン
GEM ゲムシタビン
nabPTX アルブミン懸濁型パクリタキセル
オプジーボ ニボルマブ
オプジーボ【3週】 ニボルマブ
キイトルーダ ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】 ペムブロリズマブ
テセントリク アテゾリズマブ
イミフィンジ（NSCLC10mg/kg） デュルバルマブ
PEM/BV ペメトレキセド、ベバシズマブ
VNR/BV ビノレルビン、ベバシズマブ
DOC/BV ドセタキセル、ベバシズマブ
GEM/BV ゲムシタビン、ベバシズマブ
RAM/DOC ラムシルマブ、ドセタキセル
RAM/Erlotinib ラムシルマブ、エルロチニブ
RAM/Gefitinib ラムシルマブ、ゲフィチニブ
GEM/VNR ゲムシタビン、ビノレルビン
Tarceva/BV エルロチニブ、ベバシズマブ

※エスワン ： テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

レジメン名称 使用薬剤
CDDP/PEM シスプラチン、ペメトレキセド
オプジーボ ニボルマブ

非小細胞肺がん （つづき）

悪性胸膜中皮腫



肝胆膵内科

レジメン名称 使用薬剤
GEM 3投1休 ゲムシタビン
GEM/Tarceva ゲムシタビン、エルロチニブ
nabPTX/GEM アルブミン懸濁型パクリタキセル、ゲムシタビン

GEM/S-1 ゲムシタビン、エスワン※

GEM+RT ゲムシタビン、放射線
FOLFIRINOX レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン
modified FOLFIRINOX レボホリナート、フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン
nal-IRI/5-FU/l-LV イリノテカン（リポソーム）、レボホリナート、フルオロウラシル

※エスワン ： テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

レジメン名称 使用薬剤
GEM 3投1休 ゲムシタビン
GEM/CDDP ゲムシタビン、シスプラチン

GEM/S-1(胆道) ゲムシタビン、エスワン※

GEM/CDDP/S-1 ゲムシタビン、シスプラチン、エスワン※

※エスワン ： テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム

レジメン名称 使用薬剤
low dose FP フルオロウラシル、シスプラチン
RAM ラムシルマブ
テセントリク/BV アテゾリズマブ、ベバシズマブ
New FP フルオロウラシル、シスプラチン

レジメン名称 使用薬剤
動注WHF療法 フルオロウラシル

レジメン名称 使用薬剤
dose dense TC　3w パクリタキセル、カルボプラチン
monthly DC ドセタキセル、カルボプラチン
CBDCA/GEM カルボプラチン、ゲムシタビン
CBDCA/GEM/BV カルボプラチン、ゲムシタビン、ベバシズマブ
dose dense TC/BV パクリタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
monthly TC/BV パクリタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
monthly TC パクリタキセル、カルボプラチン
monthly DC/BV ドセタキセル、カルボプラチン、ベバシズマブ
CPT-11/CDDP イリノテカン、シスプラチン
TP パクリタキセル、シスプラチン
GEM ゲムシタビン
DOC/CPT-11 biweekly ドセタキセル、イリノテカン
ドキシル ドキソルビシンリポソーム
BVメンテナンス ベバシズマブ
PTX パクリタキセル

膵がん

産婦人科

卵巣がん・腹膜がん

胆道がん

肝がん

大腸癌



weeklyPTX/BV パクリタキセル、ベバシズマブ
PLD/BV ドキソルビシンリポソーム、ベバシズマブ
CPT-11（3投1休） イリノテカン
NDP ネダプラチン
TP/BV パクリタキセル、シスプラチン、ベバシズマブ
CBDCA/PLD/BV カルボプラチン、ドキソルビシンリポソーム、ベバシズマブ
GEM/BV ゲムシタビン、ベバシズマブ

レジメン名称 使用薬剤
dose dense TC　3w パクリタキセル、カルボプラチン
monthly DC ドセタキセル、カルボプラチン
monthly TC パクリタキセル、カルボプラチン
AP ドキソルビシン、シスプラチン

レジメン名称 使用薬剤
GEM/DOC ゲムシタビン、ドセタキセル
AI ドキソルビシン、イホスファミド
DXR ドキソルビシン

レジメン名称 使用薬剤
BEP ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン

レジメン名称 使用薬剤
GEM/CBDCA ゲムシタビン、カルボプラチン
GEM/CDDP ゲムシタビン、シスプラチン
M-VEC メトトレキサート、ビンブラスチン、エピルビシン、シスプラチン
M-VEC(動注) メトトレキサート、ビンブラスチン、エピルビシン、シスプラチン
キイトルーダ ペムブロリズマブ
キイトルーダ 【6週】 ペムブロリズマブ
PTX/CBDCA パクリタキセル、カルボプラチン

レジメン名称 使用薬剤
DOC ドセタキセル
ジェブタナ カバジタキセル

レジメン名称 使用薬剤
BEP ブレオマイシン、エトポシド、シスプラチン
VIP エトポシド、イホスファミド、シスプラチン
TIP パクリタキセル、イホスファミド、シスプラチン

泌尿器科

尿路上皮がん

前立腺がん

精巣腫瘍

卵巣がん・腹膜がん （つづき）

子宮体がん

子宮肉腫

胚細胞腫瘍



レジメン名称 使用薬剤
トーリセル テムシロリムス
オプジーボ ニボルマブ
オプジーボ/ヤーボイ ニボルマブ、イピリムマブ
キイトルーダ+インライタ ペムブロリズマブ、アキシチニブ
キイトルーダ+インライタ【6週】 ペムブロリズマブ、アキシチニブ

レジメン名称 使用薬剤
CVD シクロホスファミド、ビンクリスチン、ダカルバジン

レジメン名称 使用薬剤
weekly DOC ドセタキセル
Cmab+RT セツキシマブ、放射線
オプジーボ ニボルマブ
キイトルーダ ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】 ペムブロリズマブ
FP（プロイメンド） フルオロウラシル、シスプラチン
TPF（プロイメンド） ドセタキセル、シスプラチン、フルオロウラシル
CDDP+RT（プロイメンド） シスプラチン、放射線
FP/Cmab（プロイメンド） フルオロウラシル、シスプラチン、セツキシマブ
Cmab(メンテナンス) セツキシマブ
キイトルーダ/FP（プロイメンド） ペムブロリズマブ、フルオロウラシル、シスプラチン
PTX/Cmab パクリタキセル、セツキシマブ

レジメン名称 使用薬剤
DAV-Feron ダカルバジン、ドキソルビシン、ビンブラスチン、インターフェロンβ
オプジーボ ニボルマブ
キイトルーダ ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】 ペムブロリズマブ
ヤーボイ イピリムマブ

レジメン名称 使用薬剤
バベンチオ アベルマブ

レジメン名称 使用薬剤
weekly DOC ドセタキセル

腎がん

褐色細胞腫

悪性黒色腫

血管肉腫

メルケル細胞がん

耳鼻咽喉科

頭頚部がん

皮膚科



レジメン名称 使用薬剤
PEP ペプロマイシン
CPT-11（3投1休） イリノテカン

レジメン名称 使用薬剤
DTIC（4週1回） ダカルバジン
オプジーボ/ヤーボイ ニボルマブ、イピリムマブ
オプジーボ ニボルマブ

レジメン名称 使用薬剤
wPTX（6投1休） パクリタキセル

レジメン名称 使用薬剤
DAV-Feron ダカルバジン、ドキソルビシン、ビンブラスチン、インターフェロンβ

脳神経外科

レジメン名称 使用薬剤
ニドラン ニムスチン
テモダール 初回75 テモゾロミド
テモダール 維持150 テモゾロミド
テモダール 維持200 テモゾロミド
アバスチン単剤10 ベバシズマブ

レジメン名称 使用薬剤
CARE カルボプラチン、エトポシド

その他

レジメン名称 使用薬剤
キイトルーダ ペムブロリズマブ
キイトルーダ【6週】 ペムブロリズマブ

悪性神経膠腫

胚細胞性腫瘍

形成外科

有棘細胞がん

悪性黒色腫

MSI-high固形癌

血管肉腫

眼科

悪性黒色腫


