
がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

小細胞肺癌 1 CPT-11+CDDP
イリノテカン 60mg/m2 (2時間) day1,8,15
シスプラチン 60mg/m2 (1時間) day1

28日

小細胞肺癌 2 VP-16+CDDP
シスプラチン 80mg/m2 (1時間) day1
エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3

21日

小細胞肺癌 3 VP-16+CBDCA
エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3
カルボプラチン AUC5 (2時間) day1

21日
高齢者の場合
VP-16　80mg/m2

小細胞肺癌 4 Durvalumab+PE
イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1
エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3
シスプラチン 75mg/m2 (1時間) day1

21日
イミフィンジ
30kg未満の場合　20mg/kg

小細胞肺癌 5 Durvalumab+CE
イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1
エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3
カルボプラチン AUC5 (2時間) day1

21日
イミフィンジ
30kg未満の場合　20mg/kg

小細胞肺癌 6 Durvalumab（維持） イミフィンジ 1500mg/body (1時間) day1 28日 30kg未満の場合　20mg/kg

小細胞肺癌 7 Atezolizumab+CE
テセントリク 1200mg (30分) day1
エトポシド 100mg/m2 (2時間) day1,2,3
カルボプラチン AUC5 (2時間) day1

21日
テセントリク
初回60分、2回目30分

小細胞肺癌 8 Atezolizumab+CE（維持） テセントリク 1200mg (30分) day1 21日

小細胞肺癌 9 アムルビシン カルセド 45mg/m2 (5分) day1,2,3 21日 標準35mg/m2、高齢者やPSやや不良の場合、30mg/m2とすることがある

小細胞肺癌 10 ノギテカン ハイカムチン 1mg/m2 (30分) day1,2,3,4,5 21日

小細胞肺癌 11 イリノテカン イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,8,15 28日

【診療科：呼吸器内科】



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：呼吸器内科】

非小細胞肺癌 1 PEM+CDDP
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
シスプラチン 75mg/m2 (1時間) day1

21日 5コース目からはPEM維持療法

非小細胞肺癌 2 PEM+CBDCA
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
カルボプラチン AUC5 (90分) day1

21日 5コース目からはPEM維持療法

非小細胞肺癌 3 PAC+CBDCA
パクリタキセル 200mg/m2 (3時間) day1
カルボプラチン AUC6 (90分) day1

21日

非小細胞肺癌 4 PAC weekly+CBDCA
パクリタキセル 70mg/m2 (1時間) day1,8,15
カルボプラチン AUC6 (1時間) day1

28日

非小細胞肺癌 5 nab-PTX+CBDCA
アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15
カルボプラチン AUC6 (1時間) day1

28日

非小細胞肺癌 6 CDDP+GEM
ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8
シスプラチン 80mg/m2 (1時間) day1

21日

非小細胞肺癌 7 GEM+CBDCA
ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8
カルボプラチン AUC5 (1時間) day1

21日

非小細胞肺癌 8 S-1+CDDP
シスプラチン 60mg/m2 (1時間) day8
エスワンタイホウ  40mg/m2×2　day1-21

35日 インターバル28日、S-1 2投2休、CDDPday1投与とする場合あり

非小細胞肺癌 9 S-1+CBDCA
カルボプラチン AUC5 (1時間) day1
エスワンタイホウ  40mg/m2×2　day1-14

21日

非小細胞肺癌 10 VNR+CDDP
ビノレルビン 25mg/m2 (5分) day1,8
シスプラチン 80mg/m2 (1時間) day1

21日

非小細胞肺癌 11 DOC+CDDP
ドセタキセル 60mg/m2 (2時間) day1
シスプラチン 80mg/m2 (1時間) day1

21日



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：呼吸器内科】

非小細胞肺癌 12 DOC(bi-weekly)+CBDCA
ドセタキセル 30mg/m2 (1時間) day1,15
カルボプラチン AUC5 (1時間) day1

28日

非小細胞肺癌 13 PEM+CDDP＋BEV
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
シスプラチン 75mg/m2 (1時間) day1
アバスチン 15mg/kg (30分) day1

21日 アバスチンの点滴時間は初回90分、2回目60分、3回目以降30分

非小細胞肺癌 14 PEM+CBDCA+BEV
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
カルボプラチン AUC5 (90分) day1
アバスチン 15mg/kg (30分) day1

21日
アバスチン
初回90分、2回目60分、3回目以降30分

非小細胞肺癌 15 PAC+CBDCA+BEV
パクリタキセル 200mg/m2 (3時間) day1
カルボプラチン AUC6 (90分) day1
アバスチン 15mg/kg (30分) day1

21日
アバスチン
初回90分、2回目60分、3回目以降30分

非小細胞肺癌 16 nab-PTX+CBDCA+BEV
アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15
カルボプラチン AUC6 (60分) day1
アバスチン 15mg/kg (30分) day1

28日
アバスチン
初回90分、2回目60分、3回目以降30分

非小細胞肺癌 17 BEV維持 アバスチン 15mg/kg (30分) day1 21日

非小細胞肺癌 18 PEM＋BEV維持
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
アバスチン 15mg/kg (30分) day1

21日

非小細胞肺癌 19 Pembrolizumab+PEM+CDDP
キイトルーダ 200mg/body (30分) day1
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
シスプラチン 75mg/m2 (1時間) day1

21日

非小細胞肺癌 20 Pembrolizumab+PEM+CBDCA
キイトルーダ 200mg/body (30分) day1
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
カルボプラチン AUC5 (1時間) day1

21日

非小細胞肺癌 21 Pembrolizumab+PEM維持
キイトルーダ 200mg/body (30分) day1
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1

21日

非小細胞肺癌 22 Pembrolizumab+PTX+CBDCA
キイトルーダ 200mg/body (30分) day1
パクリタキセル　200mg/m2（3時間）day1
カルボプラチン AUC6 (90分) day1

21日



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：呼吸器内科】

非小細胞肺癌 23 Pembrolizumab+nab-PTX+CBDCA
キイトルーダ 200mg/body (30分) day1
アブラキサン　100mg/m2（30分）day1,8,15
カルボプラチン AUC6 (1時間) day1

21日

非小細胞肺癌 24 Atezolizumab+PEM+CDDP
テセントリク 1200mg (30分) day1
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
シスプラチン 75mg/m2(1時間) day1

21日
テセントリク
初回60分、2回目30分

非小細胞肺癌 25 Atezolizumab+PEM+CBDCA
テセントリク 1200mg (30分) day1
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
カルボプラチン AUC6 (1時間) day1

21日
テセントリク
初回60分、2回目30分

非小細胞肺癌 26 Atezolizumab+PEM維持
テセントリク 1200mg (30分) day1
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1

21日

非小細胞肺癌 27 Atezolizumab+nab-PTX+CBDCA
テセントリク 1200mg (30分) day1
アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15
カルボプラチン AUC6 (1時間) day1

21日
テセントリク
初回60分、2回目30分

非小細胞肺癌 28 ABCP

テセントリク 1200mg/body (30分) day1
アバスチン 15mg/kg (30分) day1
パクリタキセル 200mg/m2 (3時間) day1
カルボプラチン AUC6 (30分) day1

21日

テセントリク
初回60分、2回目30分
アバスチン
初回90分、2回目60分、3回目以降30分

非小細胞肺癌 29 ABCP維持
テセントリク 1200mg/body (30分) day1
アバスチン 15mg/kg (30分) day1

21日

非小細胞肺癌 30 Nivo+BEV+PAC+CBDCA

オプジーボ 360mg/body (30分) day1
アバスチン 15mg/kg (30分) day1
パクリタキセル 200mg/m2 (3時間) day1
カルボプラチン AUC6 (30分) day1

21日
アバスチン
初回90分、2回目60分、3回目以降30分

非小細胞肺癌 31 Nivo+BEV維持
オプジーボ 360mg/body (30分) day1
アバスチン 15mg/kg (30分) day1

21日

非小細胞肺癌 32 Nivolumab+Ipilimumab
オプジーボ 360mg/body(30分)day1,22
ヤーボイ 1mg/kg(30分)day1

42日

非小細胞肺癌 33 Nivo+Ipi+PEM+CDDP 1サイクル目

オプジーボ 360mg/body(30分)day1
ヤーボイ 1mg/kg(30分)day1
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
シスプラチン 75mg/m2 (1時間) day1

21日



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：呼吸器内科】

非小細胞肺癌 34 Nivo+Ipi+PEM+CDDP 2サイクル目
オプジーボ 360mg/body(30分)day1
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
シスプラチン 75mg/m2 (1時間) day1

21日

非小細胞肺癌 35 Nivo+Ipi+PEM+CBDCA 1サイクル目

オプジーボ 360mg/body(30分)day1
ヤーボイ 1mg/kg(30分)day1
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
カルボプラチン AUC5 (90分) day1

21日

非小細胞肺癌 36 Nivo+Ipi+PEM+CBDCA 2サイクル目
オプジーボ 360mg/body(30分)day1
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
カルボプラチン AUC5 (90分) day1

21日

非小細胞肺癌 37 Nivo+Ipi+PTX+CBDCA 1サイクル目

オプジーボ 360mg/body(30分)day1
ヤーボイ 1mg/kg(30分)day1
パクリタキセル　200mg/m2（3時間）day1
カルボプラチン AUC6 (90分) day1

21日

非小細胞肺癌 38 Nivo+Ipi+PTX+CBDCA 2サイクル目
オプジーボ 360mg/body(30分)day1
パクリタキセル　200mg/m2（3時間）day1
カルボプラチン AUC6 (90分) day1

21日

非小細胞肺癌 39 Necitumumab+GEM+CDDP
ポートラーザ　800mg/body (1時間) day1,8
ゲムシタビン 1250mg/m2 (30分) day1,8
シスプラチン　75mg/m2(1時間） day1

21日 4コース後、ポートラーザ維持療法

非小細胞肺癌 40 Necitumumab（維持） ポートラーザ 800mg/body (1時間) day1,8 21日

非小細胞肺癌 41 CDDP+S-1+RT
シスプラチン 60mg/m2 (1時間) day1
エスワンタイホウ  40mg/m2×2　day1-14

28日

非小細胞肺癌 42 PAC+CBDCA+RT
パクリタキセル 40mg/m2 (1時間) day1,8,15,22,29,36
カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,15,22,29,36

42日

非小細胞肺癌 43 nab-PTX+CBDCA+RT
アブラキサン 40mg/m2 (30分) day1,8,15
カルボプラチン AUC2 (30分) day1,8,15

28日

非小細胞肺癌 44 CRT後 Durvalumab イミフィンジ 10mg/kg (60分) day1 14日 最大投与日数は12ヶ月まで



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：呼吸器内科】

非小細胞肺癌 45 Nivolumab オプジーボ 240mg/body (30分) day1 14日

非小細胞肺癌 46 Nivolumab（4週） オプジーボ 480mg/body (30分) day1 28日

非小細胞肺癌 47 Pembrolizumab キイトルーダ 200mg/body (30分) day1 21日

非小細胞肺癌 48 Pembrolizumab（6週） キイトルーダ 400mg/body (30分) day1 42日

非小細胞肺癌 49 Atezolizumab テセントリク 1200mg/body（30分） day1 21日 初回60分、2回目30分

非小細胞肺癌 50 RAM+DOC
サイラムザ 10mg/kg (30分) day1
ドセタキセル 60mg/m2 (1時間) day1

21日
ラムシルマブ
初回60分、2回目以降30分

非小細胞肺癌 51 RAM+Erlotinib
サイラムザ 10mg/kg (30分) day1
タルセバ 150mg/body (内服) 連日

14日
ラムシルマブ
初回60分、2回目以降30分

非小細胞肺癌 52 RAM+Gefitinib
サイラムザ 10mg/kg (30分) day1
イレッサ 250mg/body (内服) 連日

14日
ラムシルマブ
初回60分、2回目以降30分

非小細胞肺癌 53 ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 (2時間) day1 21日

非小細胞肺癌 54 アブラキサン単独(weekly) アブラキサン 100mg/m2 (30分) day1,8,15 28日

非小細胞肺癌 55 PEM アリムタ 500mg/m2 (10分) day1 21日



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：呼吸器内科】

非小細胞肺癌 56 GEM ゲムシタビン 1000mg/m2 day1,8,15 28日

非小細胞肺癌 57 VNR ロゼウス 25mg/m2 (5分) day1,8,15 28日

非小細胞肺癌 58 AMR カルセド 45mg/m2 (5分) day1,2,3 21日 標準35mg/m2、高齢者やPSやや不良の場合30mg/m2とすることがある

非小細胞肺癌 59 パクリタキセル(weekly) パクリタキセル 70mg/m2 (1時間) day1,8,15 28日

非小細胞肺癌 60 ネダプラチン アクプラ 100mg/m2 (1時間) day1 28日

非小細胞肺癌 61 CPT-11+CDGP
アクプラ 100mg/m2 (1時間) day1
イリノテカン 60mg/m2 (90分) day1,8

28日

非小細胞肺癌 62 PAC+GEM
パクリタキセル 60mg/m2 (1時間) day1,8,15
ゲムシタビン 800mg/m2 (30分) day1,8,15

28日

非小細胞肺癌 63 VNR+GEM
ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8
ロゼウス　25mg/m2 (5分) day1,8

21日

悪性胸膜中皮腫 1 PEM+CDDP 
アリムタ 500mg/m2 (10分) day1
シスプラチン 75mg/m2 (60分) day1

21日

悪性胸膜中皮腫 2 Nivolumab オプジーボ 240mg/body (30分) day1 14日

悪性胸膜中皮腫 3 Nivolumab（4週） オプジーボ 480mg/body (30分) day1 28日



がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

【診療科：呼吸器内科】

悪性胸膜中皮腫 4 Nivolumab+Ipilimumab
オプジーボ 360mg/body (30分) day1,22
ヤーボイ 1mg/kg (30分) day1

42日

胸腺癌 1 Nivolumab オプジーボ 240mg/body (30分) day1 14日

胸腺癌 2 Nivolumab（4週） オプジーボ 480mg/body (30分) day1 28日


