
非小細胞肺癌（ＮＳＣＬＣ） 47レジメン

＜ＣＢＤＣＡ(AUC６）＋ＰＴＸ(200)療法　　(ＣＢＤＣＡ＋ＰＴＸ療法)＞
・ パクリタキセル 200mg/㎡ ｄａｙ.１ (180分間で投与）
・ カルボプラチン ＡＵＣ＝6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＴＸＴ(60)療法＞
・ ドセタキセル 60mg／㎡ ｄａｙ.１　 （60分で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＤＤＰ(80)＋ＴＸＴ(60)療法＞　　　
・ シスプラチン 80mg/㎡ ｄａｙ.１ (120分間で投与）
・ ドセタキセル 60mg/㎡ ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＶＮＲ(25)療法＞
・ ナベルビン 25mg/㎡ ｄａｙ.１,８ （5分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＤＤＰ(80)＋ＶＮＲ(25)療法＞
・ ナベルビン 25mg/㎡ ｄａｙ.１,８ (5分間で投与）
・ シスプラチン 80mg/㎡ ｄａｙ.１ 120分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＧＥＭ(1000)療法＞
・ ゲムシタビン 1000mg/㎡ ｄａｙ.１,８ (30分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＤＤＰ(80)＋ＧＥＭ(1000)療法＞
・ ゲムシタビン 1000mg/㎡ ｄａｙ.１,８ （30分間で投与）
・ シスプラチン 80mg/㎡ ｄａｙ.１ (120分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＧＥＭ(1000)+ＶＮＲ(25)療法＞
・ ゲムシタビン 1000mg/㎡ ｄａｙ.１,８ (30分間で投与）
・ ナベルビン 25mg/㎡ ｄａｙ.１,８ (5分間で投与）

１クール　　２１～２８日間

＜CPT-11(100)療法＞
・ イリノテカン 100mg/㎡ ｄａｙ.１,８,１５ (90分間で投与）

１クール　　２８日間

＜ＣＤＤＰ(80)＋CPT-11(60)療法＞
・ シスプラチン 80mg/㎡ ｄａｙ.１ （120分間で投与）
・ イリノテカン 60mg/㎡ ｄａｙ.１,８,１５ （60分間で投与）

１クール　　２８日間



＜Ｓ-1(80)+ＣＤＤＰ(60)療法＞
・ S－1　（ｐ.o.） 80mg/㎡　2× ｄａｙ.1～21 2週休薬
・ シスプラチン 60mg/㎡　 ｄａｙ.８ （120分間で投与）

１クール　　３５日間

＜PEM(500)療法＞　悪性中皮腫レジメンと兼用
・ アリムタ 500mg/㎡ ｄａｙ.１ (10分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＤＤＰ(75)＋PEM(500)療法＞　悪性中皮腫レジメンと兼用
・ アリムタ 500mg/㎡ ｄａｙ.１ (10分間で投与）
・ シスプラチン 75mg/㎡ ｄａｙ.１ (120分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＡＭＲ(35)単剤療法＞
・ カルセド 35mg/㎡ ｄａｙ.１,２,３ (5分間で投与）

１クール　２１～２８日間

＜ＣＢＤＣＡ(AUC5)＋PEM(500)療法＞　悪性中皮腫レジメンと兼用
・ アリムタ 500mg/㎡ ｄａｙ.１ （10分間で投与）
・ カルボプラチン AUC＝5～6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣBDCA（AUC4)＋ＧＥＭ(1000)療法＞
・ ゲムシタビン 1000mg/㎡ ｄａｙ.１,８ (30分間で投与）
・ カルボプラチン AUC＝4 ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＢＤＣＡ(AUC６）＋ＰＴＸ(200)+Bevacizmab(15)療法＞
・ パクリタキセル 200mg/㎡ ｄａｙ.１ (180分間で投与）
・ カルボプラチン AUC＝6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ ベバシズマブ 15mg／ｋｇ ｄａｙ.１ （90分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＢＤＣＡ(AUC6)＋PEM(500)＋Bevacizumab(15)療法＞
・ アリムタ 500mg/㎡ ｄａｙ.１ (10分間で投与）
・ カルボプラチン AUC＝6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ ベバシズマブ 15mg／kg ｄａｙ.１ （90分間で投与）

１クール　　２１日間

＜Bevacizmab(15)療法　　(Bevacizmab維持療法)＞
・ ベバシズマブ 15mg/kg ｄａｙ.１ 30分間で投与

１クール　　２１日間



＜ＣＢＤＣＡ(AUC６）＋nab-ＰＴＸ(200)療法　　(ＣＢＤＣＡ＋nab-ＰＴＸ療法)＞
・ nab-パクリタキセル 100mg/㎡ ｄａｙ.１.８.１５ (30分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＢＤＣＡ(ＡＵＣ＝5)+S-1(80)療法＞
・ S-1（内服） 80mg/㎡　2× ｄａｙ１～１４ 7日間休薬
・ カルボプラチン AUC=5 ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜PDL-1(240)療法＞　悪性中皮腫レジメンと兼用
・ オプジーボ 240mg/body ｄａｙ.１ (30分以上かけて投与）

１クール　　１４日間

＜nivolumab(480)療法＞
・ オプジーボ 480mg/body ｄａｙ.１ (30分以上かけて投与）

１クール　　２８日間

＜Pembrolizumab(200)療法＞
・ キイトルーダ 200mg/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　２１日間

＜Pembrolizumab(400)療法＞
・ キイトルーダ 400mg/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　４２日間

＜Ramucirumab(10)+TXT(60)療法＞
・ サイラムザ 10mg/ｋｇ ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ ドセタキセル 60mg/㎡ ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜TXT(40)＋ＣＤＤＰ(40)+RT療法　　(CD療法)＞
・ ドセタキセル 40mg/㎡ ｄａｙ.１,８ (60分間で投与）
・ シスプラチン 40mg/㎡ ｄａｙ.１,８ (60分間で投与）

１クール　　２８日間

＜Atezolizumab(1200)療法＞
・ テセントリク 1200mg/body ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜Durvalumab(10)療法＞
・ イミフィンジ 10mg/kg ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　１４日間 ただし、12ヵ月間を超えないこと。



＜Pembrolizmab(200)+ＣＤＤＰ(75)+PEM(500)療法＞
・ アリムタ 500mg/㎡ ｄａｙ.１ （10分間で投与）
・ シスプラチン 75mg/㎡ ｄａｙ.１ (120分間で投与）
・ キイトルーダ 200mg/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　２１日間

＜Pembrolizmab(400)+ＣＤＤＰ(75)+PEM(500)療法＞
・ アリムタ 500㎎/m2 ｄａｙ.１.２２ （10分間で投与）
・ シスプラチン 75㎎/m2 ｄａｙ.１.２２ (120分間で投与）
・ キイトルーダ 400㎎/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　４２日間

＜Pembrolizmab(200)+ＣＢＤＣＡ(AUC5)+PEM(500)療法＞
・ アリムタ 500mg/㎡ ｄａｙ.１ (10分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=5 ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ キイトルーダ 200mg/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　２１日間

＜Pembrolizmab(400)+ＣＢＤＣＡ(AUC5)+PEM(500)療法＞
・ アリムタ 500㎎/m2 ｄａｙ.１.２２ (10分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=5 ｄａｙ.１.２２ (60分間で投与）
・ キイトルーダ 400㎎/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　４２日間

＜Pembrolizmab(200)+ＣＢＤＣＡ(AUC６)+ＰＴＸ(200)療法＞
・ パクリタキセル 200mg/㎡ ｄａｙ.１ (180分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１ （60分間で投与）
・ キイトルーダ 200mg/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　２１日間

＜Pembrolizmab(400)+ＣＢＤＣＡ(AUC６)+ＰＴＸ(200)療法＞
・ パクリタキセル 200㎎/m2 ｄａｙ.１.２２ (180分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１.２２ （60分間で投与）
・ キイトルーダ 400㎎/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　４２日間

Pembrolizmab(200)+ＣＢＤＣＡ(AUC６）＋nab-ＰＴＸ(100)療法＞
・ nab-パクリタキセル 100mg/㎡ ｄａｙ.１.８.１５ (30分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ キイトルーダ 200mg/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　２１日間

Pembrolizmab(400)+ＣＢＤＣＡ(AUC６）＋nab-ＰＴＸ(100)療法＞
・ nab-パクリタキセル 100㎎/m2 ｄａｙ.１.8.15.22.29.36

(30分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１.２２ (60分間で投与）
・ キイトルーダ 400㎎/body ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　４２日間



＜ＣＢＤＣＡ(AUC6）+ＰＴＸ(200)+Bevacizmab(15)+Atezolizumab(1200)療法＞
・ パクリタキセル 200mg/㎡ ｄａｙ.１ (30分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ ベバシズマブ 15mg/ｋｇ ｄａｙ.１ (90分間で投与）
・ テセントリク 1200mg/body ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

Atezolizumab(1200)+ＣＢＤＣＡ(AUC6）＋nab-ＰＴＸ(100)療法＞
・ nab-パクリタキセル 100mg/㎡ ｄａｙ.１.８.１５ (30分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ テセントリク 1200mg/body ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２１日間

＜nivolumab(360)+Ipilimumab(1)療法＞
・ オプジーボ 360mg/body ｄａｙ.１.２２ (30分以上かけて投与）
・ ヤーボイ 1㎎/kg ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　４２日間

＜nivolumab(360)+Ipilimumab(1)+ＣＤＤＰ(75)+PEM(500)療法＞
・ アリムタ 500㎎/m2 ｄａｙ.１.２２ （10分間で投与）
・ シスプラチン 75㎎/m2 ｄａｙ.１.２２ (120分間で投与）
・ オプジーボ 360mg/body ｄａｙ.１.２２ (30分以上かけて投与）
・ ヤーボイ 1㎎/kg ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　４２日間

＜nivolumab(360)+Ipilimumab(1)+ＣＢＤＣＡ(AUC5)+PEM(500)療法＞
・ アリムタ 500㎎/m2 ｄａｙ.１.２２ (10分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=5-6 ｄａｙ.１.２２ (60分間で投与）
・ オプジーボ 360mg/body ｄａｙ.１.２２ (30分以上かけて投与）
・ ヤーボイ 1㎎/kg ｄａｙ.１ (30分間で投与）

１クール　　４２日間

＜nivolumab(360)+Ipilimumab(1)+ＣＢＤＣＡ(AUC６)+ＰＴＸ(200)療法＞
・ パクリタキセル 200㎎/m2 ｄａｙ.１.２２ (180分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１.２２ （60分間で投与）
・ オプジーボ 360mg/body ｄａｙ.１.２２ (30分以上かけて投与）
・ ヤーボイ 1㎎/kg ｄａｙ.１ (30分かけて投与）

１クール　　４２日間

＜ＣＤＤＰ(75)＋PEM(500)+Bevacizumab(15)療法＞
・ アリムタ 500mg/m2 ｄａｙ.１ (10分間で投与）
・ シスプラチン 75mg/m2 ｄａｙ.１ (90分間で投与）
・ ベバシズマブ 15mg／kg ｄａｙ.１ (90分間で投与）

１クール　　２１日間

＜Ramucirumab(10)+erlotinib療法＞
・ サイラムザ 10mg/ｋｇ ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ タルセバ 150mg 1日1回 連日

１クール　　１４日間



＜ＣＢＤＣＡ(AUC2）+ＰＴＸ(40)+RAD療法＞
・ パクリタキセル 40mg/㎡ ｄａｙ.１ (60分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=2 ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　７日間

＜nab-PTX(100)療法　　(ＣＢＤＣＡ＋nab-ＰＴＸ療法)＞
・ nab-パクリタキセル 100㎎/m2 ｄａｙ.１.8.15 (30分間で投与）

１クール　　２１日間

小細胞肺癌（ＳＣＬＣ） 10レジメン

＜CDDP(80)＋VP-16(100)療法＞
・ シスプラチン 80mg/㎡ ｄａｙ.１ （120分間で投与）
・ ベプシド 100mg/㎡ ｄａｙ.１,２,３ （120分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＢＤＣＡ(AUC5)＋ＶＰ－１６(100)療法＞
・ カルボプラチン AUC=5 ｄａｙ.１ （60分間で投与）
・ ベプシド 100mg/㎡ ｄａｙ.１,２,３ （120分間で投与）

１クール　　２１日間

＜ＣＤＤＰ(60)+ＣＰＴ-11(60)療法＞
・ シスプラチン 60mg/㎡ ｄａｙ.１ （120分間で投与）
・ イリノテカン 60mg/㎡ ｄａｙ.１,８,１５ （60分間で投与）

１クール　　２８日間

＜ＣＰＴ-１１(100)単剤療法＞
・ イリノテカン 100mg/㎡ ｄａｙ.１,８,１５ (90分間で投与）

１クール　　２８日間

＜ＡＭＲ(35)単剤療法＞
・ カルセド 35mg/㎡ ｄａｙ.１,２,３ (5分間で投与）

１クール　２１～２８日間

＜ＴＰＴ(1)療法 ＞
・ ハイカムチン 1mg/㎡ ｄａｙ.１-５ (30分間で投与）

１クール　　２１日間

＜Atezolizumab(1200)+CBDCA(AUC5)＋VP-16(100)療法＞
・ テセントリク 1200mg/body ｄａｙ.１ （60分間で投与）
・ カルボプラチン AUC=5 ｄａｙ.１ （60分間で投与）
・ ベプシド 100mg/㎡ ｄａｙ.１,２,３ （120分間で投与）

１クール　　２１日間　　



＜Durvalumab（1500）+CDDP(80)＋VP-16(100)療法＞
・ イミフィンジ 1500㎎/body ｄａｙ.１ （60分かけて）
・ シスプラチン 80㎎/m2 ｄａｙ.１ （120分かけて）
・ ベプシド 100㎎/m2 ｄａｙ.１,２,３ （120分かけて）

１クール　　２１日間

＜Durvalmab(1500)+CBDCA(AUC6)＋VP-16(100)療法＞
・ イミフィンジ 1500㎎/body ｄａｙ.１ （60分かけて）
・ カルボプラチン AUC=6 ｄａｙ.１ （60分かけて）
・ ベプシド 100㎎/m2 ｄａｙ.１,２,３ （120分かけて）

１クール　　２１日間　　

＜Durvalumab(1500)療法＞
・ イミフィンジ 1500㎎/body ｄａｙ.１ (60分間で投与）

１クール　　２８日間

縦隔腫瘍 1レジメン

＜CDDP(20)+VP-16(100)+BLM(30)療法　　(BEP療法)＞
・ シスプラチン 20mg/㎡ day.１,２,３,４,５ （60分間かけて）
・ ベプシド 100mg/㎡ day.１,２,３,４,５ （120分間かけて）
・ ブレオ 30mg/body day.２,９,１６ （緩徐に静注）

１クール　　２１日間


