
癌種 レジメン内容 注意事項 催吐リスク イメンド 内服デカドロン

大腸癌

アバスチン注　5mg/kg or10mg/kg 点滴　day 1

レボホリナート注 200mg/㎡　点滴　day 1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注 150mg/㎡　点滴　day 1

5-FU(bolus) 400mg/㎡　点滴　day 1

5-FU(ポンプ）2400mg/㎡　46時間　day 1

1コース２週

アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれ

ば

2回目60分、それ以降30分での投与可

中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

アバスチン注　5mg/kg or10mg/kg 点滴　day 1

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注　 85mg/㎡　点滴　day 1

5-FU(ポンプ）2400mg/㎡　46時間　day 1

【1コース２週】

アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれ

ば

2回目60分、それ以降30分での投与可

中等度

大腸癌

アバスチン注　7.5mg/kg 点滴　day 1

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注 130mg/㎡　点滴　day 1

ｾﾞﾛｰﾀﾞ　2000mg/㎡/day 経口　day 1～14

【1コース3週】

アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれ

ば

2回目60分、それ以降30分での投与可

●ｾﾞﾛｰﾀﾞ⇒２週間投薬、1週間休

薬

中等度

大腸癌

アバスチン注　7.5mg/kg 点滴　day 1

ゼローダ　2000mg/㎡/day 経口　day1～14

【1コース３週】

アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれ

ば

2回目60分、それ以降30分での投与可

●ｾﾞﾛｰﾀﾞ⇒２週間投薬、1週間休

軽度

大腸癌

アバスチン注　5mg/kg 点滴　day 1・15

ユーエフティー　30mg/㎡/day 経口　day1～21

ユーゼル　75mg/day 経口　day1～21

（1日3回食事の前後1時間は避けて）

【1コース４週】

アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれ

ば

2回目60分、それ以降30分での投与可

●UFT/LV⇒3週間投薬、1週間休

薬

軽度

大腸癌

アバスチン注 5mg/kg 点滴　day 1・15・29

S-1　80mg,100mg,120mg/day  経口　day 1～

28

【1コース６週】

アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれ

ば

2回目60分、それ以降30分での投与可

●S-1⇒４週間投薬、２週休薬

軽度

大腸癌

アバスチン注　5mg/kg or10mg/kg 点滴　day 1

レボホリナート注 200mg/㎡　点滴　day 1

5-FU(bolus) 400mg/㎡　点滴　day 1

5-FU(ポンプ）2400mg/㎡　46時間　day 1

【1コース２週】

アバスチンは初回投与90分、忍容性が良好であれ

ば

2回目60分、それ以降30分での投与可

軽度

大腸癌

アバスチン注　7.5mg/kg　点滴　day1

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注　130mg/㎡　点滴　day 1

S-1　80mg、100mg、120mg/day 経口投与

day1～14

【1コース３週】

●S-1⇒2週間投薬、1週間休薬 中等度

Bev.+TS-1

Bev.+sLV5FU2（SV2.5)

Bev.+SOX(大腸癌）

プロトコール名

Bev.+FOLFIRI（SV2.5)

Bev.+mFOLFOX6（SV2.5)

Bev.+XELOX

Bev.+Cape

Bev.+UFT/LV



大腸癌

アービタックス注　400mg/㎡（初回投与時）

　　　　　　　　　　　　　　250mg/㎡（2回目以降投与

時）　　　　　　点滴　　　day1.8

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　点滴　day1

【1コース2週】

中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

アービタックス注　400mg/㎡（初回投与時）

　　　　　　　　　　　　　　250mg/㎡（2回目以降投与

時）　　　　　　点滴　　　day1.8

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　点滴　day1

【1コース2週】

中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

アービタックス注　400mg/㎡（初回投与時）

　　　　　　　　　　　　　250mg/㎡（2回目以降投与

時）　　　　点滴　　　　day1.8

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　　点滴　day 1

5-FU（bolus) 400mg/㎡

5-FU（ポンプ）2400mg/㎡　46時間　day1

【1コース2週】

中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

アービタックス注　400mg/㎡（初回投与時）

　　　　　　　　　　　　　250mg/㎡（2回目以降投与

時）　　　　点滴　　　　day1.8

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　　点滴　day 1

5-FU（bolus) 400mg/㎡

5-FU（ポンプ）2400mg/㎡　46時間　day1

【1コース2週】

中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

アービタックス注　400mg/㎡（初回投与時）

　　　　　　　　　　　　250mg/㎡（2回目以降投与時）

点滴　　　　day1.8

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day1

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注　85mg/㎡　　点滴　day 1

5-FU（ポンプ）2400mg/㎡　46時間　day1

【1コース2週】

中等度

Cet.+FOLFIRI（SV2.5)

（2回目以降）

Cet.+mFOLFOX6（SV2.5)

（初回用）

Cet.+CPT-11（初回用）

Cet.+CPT-11（2回目以降）

Cet.+FOLFIRI（SV2.5)

（初回用）



大腸癌

アービタックス注　400mg/㎡（初回投与時）

　　　　　　　　　　　250mg/㎡（2回目以降投与時）

点滴　　　　day1.8

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day1

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注　85mg/㎡　　点滴　day 1

5-FU（ポンプ）2400mg/㎡　46時間　day1

【1コース2週】

中等度

大腸癌
ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　点滴　day1.15

【1コース　５週】
中等度 ◎

（注射）

8T/day2-4

大腸癌

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150ｍｇ/㎡　点滴　day 1

5-FU注（bolus) 400mg/㎡　点滴　day 1

5-FU注（ポンプ）　2400ｍｇ/㎡　46時間　day 1

【1コース２週】

中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150ｍｇ/㎡　点滴　day 1

5-FU注（ポンプ）　2400ｍｇ/㎡　46時間　day 1

【1コース３週】

中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　点滴　day1.15

S-1　80mg/㎡/日　経口投与　day1～14

【1コース　4週】

●S-1⇒２週間投薬、２週間休薬 中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注　85ｍｇ/㎡　点滴　day 1

5-FU注（ポンプ）　2400mg/㎡　46時間　day1

【1コース２週】

中等度

大腸癌
ベクティビックス注　6mg/kg　点滴　day 1

【1コース２週】
0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること 最小度

大腸癌

ベクティビックス注　6mg/kg　点滴　day 1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　点滴　day 1

【1コース２週】

0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること 中等度 ◎
（注射）

IRIS（大腸癌）

mFOLFOX6（SV2.5)

Panitumumab

Panitumumab+CPT-11

Cet.+mFOLFOX6（SV2.5)

(2回目以降）

CPT-11(大腸癌）

FOLFIRI（SV2.5)

FOLFIRI(急速静注なし）（SV2.5)



大腸癌

ベクティビックス注　6mg/kg　点滴　day 1

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　点滴　day 1

5-FU注（bolus) 400mg/㎡ 点滴　day 1

5-FU注（ポンプ）　2400mg/㎡　46時間　day1

【1コース２週】

0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること 中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

ベクティビックス注　6mg/kg　点滴　day 1

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注　85mg/㎡　点滴　day 1

5-FU注（ポンプ）　2400mg/㎡　46時間　day1

【1コース2週】

0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること 中等度

大腸癌

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

5-FU注（bolus) 400mg/㎡　点滴　day 1

5-FU注（ポンプ）　2400mg/㎡　46時間　day 1

【1コース　２週】

中等度

大腸癌

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注　130mg/㎡　点滴　day 1

S-1 80mg,100mg,120mg/day 経口投与 day1～

14

【1コース３週】

●S-1⇒２週間投薬、1週間休薬 中等度

大腸癌

アービタックス注　400mg/㎡（初回投与時）

250mg／㎡（2回目以降投与時）　点滴　day1

【1コース１週】

最小度

大腸癌

アービタックス注　400mg/㎡（初回投与時）

250mg／㎡（2回目以降投与時）　点滴　day1

【1コース１週】

最小度

大腸癌

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注　130mg/㎡　点滴　day 1

ｾﾞﾛｰﾀﾞ錠　2000mg/㎡/day 経口投与 day1～14

【1コース３週】

●ｾﾞﾛｰﾀﾞ⇒2週間投薬、1週間休薬 中等度

大腸癌

サイラムザ注　8mg/kg　点滴　day1

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　点滴　day 1

5-FU注（bolus)  400mg/㎡点滴　day 1

5-FU注（ポンプ）　2400mg/㎡　46時間　day1

【1コース２週】

0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること 中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

sLV5FU2（SV2.5)

SOX

wCetuximab（初回用）

wCetuximab(2回目以降）

XELOX

RAM+FOLFIRI(SV2.5)

Panitumumab+FOLFIRI（SV2.5)

Panitumumab+mFOLFOX6（SV2.5)



大腸癌

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　点滴　day 1

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注　85mg/㎡　点滴　day 1

5-FU(ポンプ）　2400mg/㎡　46時間　day1

【1コース２週】

高度 ◎
（注射）

16T/day2-4

大腸癌

アバスチン注　5mg/kg  点滴　day 1

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150mg/㎡　点滴　day 1

ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注　85mg/㎡　点滴　day 1

5-FU(ポンプ）　2400mg/㎡　46時間　day1

【1コース２週】

高度 ◎
（注射）

16T/day2-4

大腸癌

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｾﾞﾛｰﾀﾞ錠　1600mg/㎡/day 経口投与 day1～14

【1コース３週】

●ｾﾞﾛｰﾀﾞ⇒2週間投薬、1週間休薬 中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

アバスチン注　7.5mg/kg　day 1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｾﾞﾛｰﾀﾞ錠　1600mg/㎡/day 経口投与 day1～14

【1コース３週】

●ｾﾞﾛｰﾀﾞ⇒2週間投薬、1週間休薬 中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

ザルトラップ注　4mg/kg  点滴　day1

レボホリナート注　200mg/㎡　点滴　day 1

ｲﾘﾉﾃｶﾝ注　150ｍｇ/㎡　点滴　day 1

5-FU注（bolus) 400mg/㎡　点滴　day 1

5-FU注（ポンプ）　2400ｍｇ/㎡　46時間　day 1

【1コース２週】

0.22μ以下のインラインフィルターを使用すること 中等度 ◎
（注射）

8T/day2-4

大腸癌

ｱﾊﾞｽﾁﾝ注　5mg/kg 　点滴　 day1・day15

ﾛﾝｻｰﾌ錠　35mg/㎡/回　1日2回

day1-5 内服　day6-7休薬

day8-12内服　day13-28休薬

●ﾛﾝｻｰﾌ錠　35mg/㎡/回　1日2

回

day1-5 内服　day6-7休薬

day8-12内服　day13-28休薬

中等度

FOLFOXIRI(SV2.5)

Bev.+FOLFOXIRI(SV2.5)

XELIRI

Bevacizumab+XELIRI

Aflibercept+FOLFIRI(SV2.5)

ｱﾊﾞｽﾁﾝ＋ﾛﾝｻｰﾌ


