
泌尿器科領域がん

     レジメン名 適応日数       薬品名      投与日

ニボルマブ240mg(腎） 14 ニボルマブ 240 mg/body day1

【4週毎】Nivolumab 28 ニボルマブ 480 mg/body day1

ニボルマブ240mg・イピリムマブ併用療法（腎） 21 ニボルマブ 240 mg/body day1

イピリムマブ 1 mg/kg day1

ペムブロリズマブ（尿路上皮） 21 ペムブロリズマブ 200 mg/body day1

【6週毎】Pembrolizumab 42 ペンブロリズマブ 400 mg/body day1

Pemblolizumab+Axitinib 21 ペムブロリズマブ 200 mg/body day1

アキシチニブ 5×2 mg/body 連日

Pemblolizumab+Axitinib 42 ペムブロリズマブ 400 mg/body day1

アキシチニブ 5×2 mg/body 連日

Avelumab+Axitinib 14 アベルマブ 10 mg/kg day1

アキシチニブ 5×2 mg/kg 連日

EDP療法 28 ドキソルビシン 40 mg/㎡ day1

エトポシド 100 mg/㎡ day2-4

シスプラチン 40 mg/㎡ day3-4

TIP療法 21 パクリタキセル 175 mg/㎡ day1

シスプラチン 25 mg/㎡ day1-3

イホスファミド 1200 mg/㎡ day1-3

GC 28 ゲムシタビン 1000 mg/㎡ day1,8,15

シスプラチン 70 mg/㎡ day2

G(1投1休) 14 ゲムシタビン 1000 mg/㎡ day1

G(2投1休) 21 ゲムシタビン 1000 mg/㎡ day1,8

G(3投1休) 28 ゲムシタビン 1000 mg/㎡ day1,8,15

尿路上皮癌　動注GEM/CBDCA 28 ゲムシタビン 1000 mg/㎡ day1,8,15

カルボプラチン 300 mg/㎡ day2

GEP 28 ゲムシタビン 800 mg/㎡ day1,8,15

シスプラチン 20 mg/㎡ day1-3

エトポシド 60 mg/㎡ day1-3

GEM/CBDCA療法(尿路上皮癌) 28 ゲムシタビン 1000 mg/㎡ day1,8,15

カルボプラチン AUC 5 day2

TC 28 ドセタキセル 40 mg/body day1,8,15

シスプラチン 25 mg/㎡ day1,8,15

ジェムザール+パクリタキセル療法（GP療法） 21 パクリタキセル 200 mg/㎡ day1

ゲムシタビン 1000 mg/㎡ day1,8,15

T(70mg)(1投2休) 21 ドセタキセル 70 mg/㎡ day1

T(75mg)(1投2休) 21 ドセタキセル 75 mg/㎡ day1

T(3投1休) 28 ドセタキセル 40 mg/body day1,8,15

前立腺癌(ｶﾊﾞｼﾞﾀｷｾﾙ) 21 カバジタキセル 25 mg/㎡ day1

HD-MVAC 14 メトトレキサート 30 mg/㎡ day1

       投与量



ビンブラスチン 3 mg/㎡ day2

ドキソルビシン 30 mg/㎡ day2

シスプラチン 70 mg/㎡ day2

M-VAC 28 メトトレキサート 30 mg/㎡ day1,15,22

ビンブラスチン 3 mg/㎡ day2,15,22

ドキソルビシン 30 mg/㎡ day2

シスプラチン 70 mg/㎡ day2

MEC 21 メトトレキサート 30 mg/㎡ day1,15

ピラルビシン 30 mg/㎡ day1

シスプラチン 70 mg/㎡ day2

膀胱癌、尿道癌、シスプラチン少量投与 14 シスプラチン 10 mg/㎡ day1-5

動注CA/膀胱癌 7 シスプラチン 10 mg/body day1

ピラルビシン 10 mg/body day1

両側　動注CA/膀胱癌 6 シスプラチン 5 mg/body day1×2　左右

ピラルビシン 5 mg/body day1×2　左右

BEP 21 シスプラチン 20 mg/㎡ day1-5

エトポシド 100 mg/㎡ day1-5

ブレオマイシン 30 mg/body day1,8,15

PE 21 エトポシド 100 mg/㎡ day1-5

シスプラチン 20 mg/㎡ day1-5

VeIP 21 ビンブラスチン 0.11 mg/kg day1,2

シスプラチン 20 mg/㎡ day1-5

イホスファミド 1200 mg/㎡ day1-5

陰茎癌 7 ブレオマイシン 15 mg/body day1,3,5

トーリセル 7 テムシロリムス 25 mg/body day1

ゴナックス(初回) 28 テガレリクス 120×2 mg/body day1

ゴナックス(２回目以降) 28 テガレリクス 80 mg/body day1

【12週間隔】ゴナックス（480mg） 84 テガレリクス 240×2 mg/body day1


