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(1) 塩酸ドキソルビシン アドリアシン注 協和発酵工業 (株) 平成17年 2月 ドキソルビシン（乳癌AC療法）
(乳癌ＡＣ療法) 審議結果報告書
(乳癌ＡＣ療法) 審査報告書

○

(2) シクロフォスファミド 注射用エンドキサン100mg,同500mg 塩野義製薬 (株) 平成17年9月

ドキソルビシン（乳癌AC療法）＋乳癌
の術後化学療法における

Cyclophosphamide（CPA）の投与量に
ついて（部会平成17年1月21日開催）

（乳癌ＡＣ療法（シクロホスファミド）) 審議結果
報告書

(乳癌ＡＣ療法（シクロホスファミド）) 審査報告
書

○

乳癌 (パミドロネート療法) ２． 乳癌の溶骨性骨転移に対するパミドロネート療法 (3)
パミドロン酸二ナトリウム
(パルミドロネート)

アレディア注15ｍｇ,同30ｍｇ 日本チバガイギー (株) 平成16年11月 パミドロネート (乳癌)
アレディア注15ｍｇ,同30ｍｇ 審議結果報告書
アレディア注15ｍｇ,同30ｍｇ 審査報告書
   (新薬承認情報 (H16.11掲載分)

○
←

２．

(4) イホスファミド 注射用イホマイド1ｇ 塩野義製薬 (株) ○ (1) イホスファミド単独療法 (骨・軟部腫瘍)

- メスナ ウロミテキサン注100㎎,同400㎎ 塩野義製薬 (株) ○ － －

４． 悪性骨・軟部腫瘍に対する塩酸ドキソルビシンを用いた化学療法 (5) ドキソルビシン アドリアシン注 協和発酵工業 (株) 平成17年 2月 ドキソルビシン (骨・軟部腫瘍) ○ (2) ドキソルビシン単独療法 (骨・軟部腫瘍)

  (3. )
   +
  (4. )

    (悪性骨・軟部腫瘍に対するイホスファミドを用いた化学療法)
     +
   (悪性骨・軟部腫瘍に対する塩酸ドキソルビシンを用いた化学療法)

(4)
＋
(5)

   (イホスファミド)
  　    ＋
  (ドキソルビシン)

      (注射用イホマイド1ｇ)
　    ＋
     (アドリアシン注)

    (塩野義製薬 (株))
  　  ＋
   (協和発酵工業 (株))

(平成17年 2月)
       (イホスファミド：骨・軟部腫瘍)
    　     ＋
      (ドキソルビシン：骨・軟部腫瘍)

(○) (3)
イホスファミド及びドキソルビシン併用療法 (骨・
軟部腫瘍)

５． ドキソルビシンを含む多剤併用療法 (6) ドキソルビシン アドリアシン注 協和発酵工業 (株) 平成17年 2月 塩酸ドキソルビシン (小児) ○ (2) ドキソルビシン (小児固形腫瘍)

ベプシド注 ブリストル製薬 (有) ○

ラステット注 日本化薬 (株) ○

(8) イホスファミド 注射用イホマイド1ｇ 塩野義製薬 (株) ○

- メスナ ウロミテキサン注100㎎,同400㎎ 塩野義製薬 (株) ○

- 塩酸ドキソルビシン アドリアシン注 協和発酵工業 (株) ○

ランダ注 日本化薬 (株) ○

ブリプラチン注 ブリストル製薬 (有) ○

プラトシン注10,同25,同50 ファイザー (株) ○

シスプラチン注「マルコ」 マルコ製薬 (株) ○

シスプラメルク注射液0.05% メルク・ホエイ (株) ○

ランダ注 日本化薬 (株) ○

ブリプラチン注 ブリストル製薬 (有) ○

プラトシン注10,同25,同50 ファイザー (株) ○

シスプラチン注「マルコ」 マルコ製薬 (株) ○

シスプラメルク注射液0.05% メルク・ホエイ (株) ○

(11) ドキソルビシン アドリアシン注 協和発酵工業 (株) ○

ランダ注 日本化薬 (株) ○

ブリプラチン注 ブリストル製薬 (有) ○

プラトシン注10,同25,同50 ファイザー (株) ○

シスプラチン注「マルコ」 マルコ製薬 (株) ○

シスプラメルク注射液0.05% メルク・ホエイ (株) ○

ソル・メドロール40,同125,同500 ファイザー (株) ○

デカコート125,同500 沢井製薬(株) ○

注射用ソル・メルコート40,同125,同500 富士薬品工業(株) ○

注射用プリドール40,同125,同500 三共エール薬品(株) ○

(14) 硫酸ビンクリスチン オンコビン注射用1㎎ 日本化薬 (株) ○

(15) 塩酸ドキソルビシン アドリアシン注 協和発酵工業 (株) ○

デカドロン注射液 萬有製薬 (株) ○

オルガドロン注射液 日本オルガノン (株) ○

デキサート注射液 富士製薬工業 (株) ○

頭頸部癌 １２． フルオロウラシル(5-FU)の持続静注療法 (17) フルオロウラシル 5-FU注250協和 協和発酵工業 (株) 平成17年 2月 フルオロウラシル (頭頸部癌)
(頭頸部癌) 審議結果報告書
(頭頸部癌) 審査報告書

○ ８．

１３． 塩酸プロカルバジンを含む多剤併用療法 (18) 塩酸プロカルバジン ナツラン 中外製薬 (株) 平成17年 2月 塩酸プロカルバジン (脳腫瘍) ○

１４． 硫酸ビンクリスチンを含む多剤併用療法 (19) 硫酸ビンクリスチン オンコビン注射用1㎎ 日本化薬 (株) 平成17年 2月 硫酸ビンクリスチン (脳腫瘍) ○

(20) フルオロウラシル 5-FU注250協和 協和発酵工業 (株) ○

(21) レボホリナートカルシウム アイソボリン注25㎎ ワイス (株) ○

ランダ注 日本化薬 (株) ○

ブリプラチン注 ブリストル製薬 (有) ○

プラトシン注10,同25,同50 ファイザー (株) ○

シスプラチン注「マルコ」 マルコ製薬 (株) ○

シスプラメルク注射液0.05% メルク・ホエイ (株) ○

注射用パラプラチン150mg

パラプラチン注射液

カルボメルク注射液1％ メルク・ホエイ (株) ○

カルボプラチン注射液1%「ヘキサル」 日本ヘキサル(株) ○

１８． アクチノマイシンDを含む多剤併用療法 (24) アクチノマシンＤ コスメゲン 萬有製薬 (株) アクチノマイシンD (小児) ○ １３．

ファルモルビシン注

ファルモルビシンRTU注射液

塩酸エビルビシン注10mg「メルク」,同50mg メルク・ホエイ (株) ○

(26) シクロフォスファミド 注射用エンドキサン100mg,同500mg 塩野義製薬 (株) ○ (2) ＣＥＦ療法 (乳癌)

デカドロン錠 萬有製薬 (株) ○

デキサメタゾン錠0.5mg「タイヨー」 大洋薬品工業(株) ○

デカドロン注射液 萬有製薬 (株) ○

オルガドロン注射液 日本オルガノン (株) ○

デキサート注射液 富士製薬(株) ○

ブリストル製薬 (有)

ファイザー (株)

デキサメタゾン

ＥＣ療法 (乳癌)(1)

平成17年9月

（抗悪性腫瘍薬投与に伴う消化器症状）審議
結果報告書

（抗悪性腫瘍薬投与に伴う消化器症状）審査
報告書

１２．

－

カルボプラチン (小児固形腫瘍)

平成17年9月

１４．

○
（乳癌EC療法、CEF療法）審議結果報告書
（乳癌EC療法、CEF療法）審査報告書

エピルビシン
 (乳癌EC療法、CEF療法)

１０．

シスプラチン
 (小児悪性固形腫瘍)

(大腸癌) 審議結果報告書
(大腸癌) 審査報告書

シスプラチン
 (悪性リンパ腫)

シスプラチン(12)

(13)

アクチノマシン (ユーイング肉腫ファミリー腫瘍等)

プロカルバジン・ビンクリスチン (脳腫瘍)

フルオロウラシル・アイソボリン (大腸癌)

(1) シスプラチン (小児固形腫瘍)

シスプラチン (髄芽腫)(3)

小児癌に対するシスプラチンを含む多剤併用療法１６．

１０．

平成17年9月

Cisplatin (シスプラチン：CDDP)を含んだ化学療法
　　　【参考療法名】(DHAP療法) (ESHAP療法)
　　　　　悪性リンパ腫治療におけるmethylprednisolone
　　　　　の使用経緯・状況について (ESHAP療法)

リン酸デキサメタゾン

平成17年 2月5-FU持続静注・急速静注／アイソボリン併用療法

平成17年 2月

骨髄腫における
ビンクリスチン、
ドキソルビシン、
デキサメサゾンの併用療法
(VAD療法)

(28) リン酸デキサメタゾン

デキサメタゾン dexamethasone２０．

平
成
17
年
１
月
21
日
開
催

悪性リンパ腫

エピルビシン乳癌の術前、術後化学療法における
エピルビシン/シクロホスファミド併用療法 (EC療法)、あるいは
シクロホスファミド/エピルビシン/フルオロウラシル併用療法 (CEF療法)

(25)

(23) カルボプラチン

デキサメタゾン(27)
抗悪性腫瘍薬投与
に伴う消化器症状の
効能･効果、用法･用量の追
加。

６． シスプラチン (悪性骨腫瘍)

３．

４．
(3) エトポシド (小児固形腫瘍)

(1) イホスファミド (小児固形腫瘍)

抗　が　ん　剤　併　用　療　法
実態把握調査対象療法
(　2　2　療　法　)

(医薬品医療機器総合機構で実施中)

１． ＡＣ療法 (乳癌)

パミドロン酸ナトリウム (乳癌)

乳癌 (EC療法、CEF療法)

(2)カルボプラチン (小児)

(22) シスプラチン

○

平成17年9月１９．

１７． カルボプラチンを含む多剤併用化学療法

(悪性骨・軟部腫瘍) 審議結果報告書
(悪性骨・軟部腫瘍) 審査報告書

乳癌の術前、術後化学療法における
ドキソルビシン/シクロフォスファミド併用療法
(AC療法)

(小児悪性固形腫瘍) 審議結果報告書
(小児悪性固形腫瘍) 審査報告書

平成17年 2月 イホスファミド (骨・軟部腫瘍)

乳癌 (AC療法)

悪性骨・軟部腫瘍

小児悪性固形腫瘍

子宮体癌 (ＡＰ療法)

骨髄腫  (ＶＡＤ療法)

脳腫瘍

悪性骨腫瘍

９．

(1)

ＤＨＡＰ (悪性リンパ腫)(2)

１１．

７． ＶＡＤ療法 (骨髄腫)

ＥＳＨＡＰ (悪性リンパ腫)

(子宮体癌ＡＰ療法) 審議結果報告書
(子宮体癌ＡＰ療法) 審査報告書

平成17年 2月

フルオロウラシル (頭頸部癌)

５． ＡＰ療法 (子宮体癌)

一　般　的　名　称
番号付は資料タイトルから
番号なしは本文から引用

エトポシド

(9)

(悪性骨腫瘍) 審議結果報告書
(悪性骨腫瘍) 審査報告書

シスプラチン (悪性骨腫瘍)
シスプラチン

平成17年 2月

悪性骨・軟部腫瘍に対するイホスファミドを用いた化学療法

平成17年 2月(7)小児がんに対するエトポシドを含む多剤併用療法

１５．

平成17年 2月

エトポシド (小児)

イホスファミド (小児)イホスファミドを含む多剤併用化学療法併用

(10) シスプラチン シスプラチン及びドキソルビシン
 (子宮体癌ＡＰ療法)

Cisplatin (シスプラチン：CDDP)、
Doxorubicin (ドキソルビシン:ADM)
併用療法 (AP療法)

(コハク酸)メチルプレドニ
ゾロン

(16)

悪性骨腫瘍に対するシスプラチンを用いた化学療法

平
成
16
年
５
月
21
日
開
催

平

成

16

年

８

月

27

日

開

催

１．

９．

７．

１１．

３．

６．

大腸癌

８．

（悪性リンパ腫）審議結果報告書
（悪性リンパ腫）審査報告書

小児固形腫瘍 平成17年9月
（小児悪性固形腫瘍）審議結果報告書
（小児悪性固形腫瘍）審査報告書

フルオロウラシル及びアイソボリン
 (大腸がん)

ビンクリスチン、ドキソルビシン及び
デキサメタゾン
 (骨髄腫VAD療法)

(骨髄腫ＶＡＤ療法) 審議結果報告書
(骨髄腫ＶＡＤ療法) 審査報告書

(脳腫瘍) 審議結果報告書
(脳腫瘍) 審査報告書


