
抗がん薬・分子標的薬・ホルモン薬・その他　採用・頻出薬剤一覧

一般名（英名） 略語 代表的な商品名

アキシチニブ (Axitinib) インライタ

アザシチジン (Azacitidine) AZA ビダーザ

アテゾリズマブ (Atezolizumab) Atezo テセントリク

アナストロゾール (Anastrozole) ANA アリミデックス

アパルタミド (Apalutamide) アーリーダ

アビラテロン (Abiraterone) ザイティガ

アファチニブ (Afatinib) ジオトリフ

アフリベルセプト　ベータ

(Aflibercept Beta)
AFL ザルトラップ

アベマシクリブ (Abemaciclib) ベージニオ

アベルマブ (Avelumab) AVE バベンチオ

アムルビシン (Amrubicin) AMR カルセド

アルブミン懸濁型パクリタキセル

(Paclitaxel)
nab-PTX、Ab アブラキサン

アレクチニブ (Alectinib) アレセンサ

イキサゾミブ (Ixazomib) Ixa ニンラーロ

イピリムマブ (Ipilimumab) IPI ヤーボイ

イブルチニブ (Ibrutinib) イムブルビカ

イマチニブ (Imatinib) グリベック

イリノテカン (Irinotecan) CPT-11、IRI カンプト

エストラムスチン ((Estramustine) エストラサイト

エチニルエストラジオール

(Ethinylestradiol)
EE プロセキソール

エトポシド (Etoposide) VP-16、ETP ラステッド

エピルビシン (Epirubicin) EPI ファルモルビシン

エベロリムス (Everolimus) アフィニトール

エリブリン (Eribulin) Eri、HAL ハラヴェン

エルロチニブ (Erlotinib) タルセバ

エンコラフェニブ (Encorafenib) ビラフトビ

エンザルタミド (Enzalutamide) EZ イクスタンジ

オキサリプラチン (Oxaliplatin) L-OHP エルプラット
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オシメルチニブ (Osimertinib) タグリッソ

オビヌツズマブ (Obinutuzumab) ガザイバ

カバジタキセル (Cabazitaxel ) CBZ ジェブタナ

カペシタビン (Capecitabine) Cape ゼローダ

カルボプラチン (Carboplatin) CBDCA パラプラチン

クリゾチニブ (Crizotinib) ザーコリ

ゲフィチニブ (Gefitinib) イレッサ

ゲムシタビン (Gemcitabine) GEM ジェムザール

シクロホスファミド

 (Cyclophosphamide)
CPA エンドキサン

シスプラチン (Cisplatin) CDDP ランダ

スニチニブ (Sunitinib) スーテント

セキセメスタン (exemestane) EXE アロマシン

セツキシマブ (Cetuximab) Cmab アービタックス

セリチニブ (Ceritinib) ジカディア

ダコミチニブ ビジンプロ

ダブラフェニブ (Dabrafenib) タフィンラー

タモキシフェン (Tamoxifen) TAM ノルバデックス

テガフール・ウラシル

(Tegafur・Uracil)
UFT ユーエフティ

テガフール・ギメラシル・オテラシル

(Tegafur・Gimeracil・Oteracil)
S-1、TS-1 ティーエスワン

テムシロリムス (Temsirolimus) トーリセル

テモゾロミド (Temozolomide) TMZ テモダール

ドキソルビシン (Doxorubicin) ADM、DXR アドリアシン

ドセタキセル (Docetaxel) DOC、DTX タキソテール

トラスツズマブ (Trastuzumab) Tmab、H ハーセプチン

トラスツズマブ　エムタンシン

 (Trastuzumab Emtansine)
T-DM1 カドサイラ

トラメチニブ (Trametinib) メキニスト

トリフルリジン・チピラシル

(Trifluridine・Tipiracil)
TAS-102、FTD/TPI ロンサーフ

トレミフェン (Toremifene) TOR フェアストン

ニボルマブ (nivolumab) nivo、NIV オプジーボ

ネダプラチン (Nedaplatin) CDGP、NDP アクプラ

ノギテカン (Nogitecan) TOPO、NGT ハイカムチン

パクリタキセル (Paclitaxel) PTX タキソール

パゾパニブ (Pazopanib) ヴォトリエント



パニツズマブ (Panitumumab) Pmab ベクティビックス

パルボシクリブ (Palbociclib) イブランス

ビカルタミド (Bicalutamide) カソデックス

ヒドロキシカルバミド HC ハイドレア

ビニメチニブ (Binimetinib) メクトビ

ビノレルビン (Vinorelbine) ロゼウス

ピラルビシン (Pirarubicin) THP-ADM、THP ピノルビン

ビンクリスチン (Vincrisrine) VCR オンコビン

フルオロウラシル (Fluorouracil) 5-FU ５－ＦＵ

フルタミド (flutamide) FLU オダイン

ブレオマイシン (Bleomycin) BLM ブレオ

ベバシズマブ (Bevacizmab) Bmab、Bev、BV、AVA アバスチン

ペムブロリズマブ (Pembrolizumab) キイトルーダ

ペメトレキセド (Pemetrexed) PEM アリムタ

ペルツズマブ (Pertuzumab) PER パージェタ

ベンダムスチン (Bendamustine) トレアキシン

ポマリドミド (Pomalidomide) Pom ポマリスト

ボルテゾミブ (Bortezomib) BOR ベルケイド

メドロキシプロゲステロン

 (Medroxyprogesterone )
MPA ヒスロン

ラパチニブ (Lapatinib) タイケルブ

ラムシルマブ (Ramucirumab) RAM サイラムザ

リツキシマブ (Rituximab) Rit、R リツキサン

リポソーム化イリノテカン nal-IRI オニバイド

レゴラフェニブ (Regorafenib) REG スチバーガ

レトロゾール (Letrozole) LET フェマーラ

レナリドミド (Lenalidomide) レブラミド

レボホリナート (Levofolinate) LV レボホリナート

レンバチニブ (Lenvatinib) レンビマ

ロルラチニブ (Lorlatinib) ローブレナ


