
肺癌

レジメン名 抗がん薬名 投与量 単位 投与日

1コースの

日数

CBDCA+PTX カルボプラチン AUC5 mg/body d1 28

パクリタキセル 60 mg/㎡ d1,8,15

CBDCA+GEM カルボプラチン AUC2.5 mg/body d1,8 21

ゲムシタビン 1000 mg/㎡ d1,8

CDDP+VP-16 シスプラチン 80 mg/㎡ d1 21

エトポシド 100 mg/㎡ d1-3

CBDCA+VP-16 カルボプラチン AUC5 mg/body d1 21,28

エトポシド 100 mg/㎡ d1-3

DOC+CDDP+RT ドセタキセル 60 mg/㎡ d1 28

シスプラチン 80 mg/㎡ d1

Tri-weekly DOC+CDDP ドセタキセル 60 mg/㎡ d1 28

シスプラチン 80 mg/㎡ d1

CBDCA+PTX カルボプラチン AUC5,6 mg/body d1 21

パクリタキセル 200 mg/㎡ d1

S-1+CDDP テガフール・ギメラシル・オテラシル 70 mg/㎡ d1-21 35

シスプラチン 60 mg/㎡ d8

CDDP+VNR シスプラチン 80 mg/㎡ d１ 21

ビノレルビン 25 mg/㎡ d１,8

GEM単剤 ゲムシタビン 1000 mg/㎡ d1,8,15 28

GEM+CDDP ゲムシタビン 1000 mg/㎡ d1,8 21

シスプラチン 80 mg/㎡ d1

GEM+CBDCA ゲムシタビン 1000 mg/㎡ d1,8 21

カルボプラチン AUC5 mg/body d1

Calsed アムルビシン 40 mg/㎡ d1,2,3 21

CDDP + GEM シスプラチン 80 mg/㎡ d1 21

ゲムシタビン 1000 mg/㎡ d1,8

PTX + CBDCA パクリタキセル 60 mg/㎡

d1,8,15,2

2,29,36

56

カルボプラチン AUC1 mg/body

d1,8,15,2

2,29,36

CDDP + VP16 シスプラチン 80 mg/㎡ d1 21

エトポシド 100 mg/㎡ d1-3

CDDP + VNR + RT シスプラチン 80 mg/㎡ d1 21

ビノレルビン 15-20 mg/㎡ d1,8

CDDP + Pemetrexed シスプラチン 75 mg/㎡ d1 21

ペメトレキセド 500 mg/㎡ d1

Pemetrexed + CBDCA ペメトレキセド 500 mg/㎡ d１ 21



カルボプラチン AUC6 mg/body d１

トポテカン（ノギテカン） トポテカン 1,0 mg/㎡ d1-5 21

CBDCA＋S1 カルボプラチン AUC5 mg/body d1 21

テガフール・ギメラシル・オテラシル 80 mg/㎡ d1-14

CDDP + DOC + RT シスプラチン 40 mg/㎡ d1,8 28

ドセタキセル 40 mg/㎡ d1,8

CBDCA＋DTX カルボプラチン 5 AUC d1 21

ドセタキセル 30 mg/㎡ d1,8

CDDP＋PEM＋BEV シスプラチン 75 mg/㎡ d1 21,28

ペメトレキセド 500 mg/㎡ d1

アバスチン 15 mg/kg d1

S-1＋CDDP テガフール・ギメラシル・オテラシル 80-120 mg/body d1-14 21

シスプラチン 60 mg/㎡ d1

タルセバ+アバスチン エルロチニブ 150 mg/body d１−２１ 21

tri-weekly ベバシズマブ 15 mg/kg d１

アブラキサン単剤 アルブミン懸濁型・パクリタキセル 100 mg/㎡ d1,8,15 21

CBDCA+PEM+BEV カルボプラチン AUC6 mg/body d１ 21,28

ペメトレキセド 500 mg/㎡ d１

ベバシズマブ 15 mg/kg d１

ラムシルマブ＋ドセタキセ

ル

ラムシルマブ 10 mg/kg d1 21,28

ドセタキセル 60 mg/㎡ d1

キイトルーダ ペムブロリズマブ 200(400) mg/body d１ 21(42)

テセントリク アテゾリズマブ 1200 mg/body d１ 21

イミフィンジ デュルバルマブ 10 mg/kg d１ 14

ペムブロリズマブ 200 mg/body d1 21

シスプラチン 75 mg/㎡ d1

ペメトレキセド 500 mg/㎡ d1

ペムブロリズマブ 200 mg/body d１ 21

カルボプラチン AUC5 mg/body d１

ペメトレキセド 500 mg/㎡ d１

ペムブロリズマブ 200 mg/body d１ 21

カルボプラチン AUC6 mg/body d１

パクリタキセル 200 mg/㎡ d１

ペムブロリズマブ 200 mg/body d１ 21

カルボプラチン AUC6 mg/body d１

アルブミン懸濁型・パクリタキセル 100 mg/㎡ d1,8,15

アテゾリズマブ 1200 mg/body d1 21

ベバシズマブ 15 mg/kg d1

カルボプラチン AUC6 mg/body d1

パクリタキセル 200 mg/㎡ d1

ペムブロリズマブ＋シスプラ

チン＋ペメトレキセド

ペムブロリズマブ＋カルボ

プラチン＋ペメトレキセド

ペムブロリズマブ＋カルボ

プラチン＋アブラキサン

アテゾリズマブ＋ベバシズ

マブ＋カルボプラチン＋パ

クリタキセル

ペムブロリズマブ＋カルボ

プラチン＋パクリタキセル



アテゾリズマブ 1200 mg/body d1 21

カルボプラチン AUC5 mg/body d1

エトポシド 100 mg/㎡ d1-3

アテゾリズマブ 1200 mg/body d1 21

アルブミン懸濁型・パクリタキセル 100 mg/㎡ d1,8,15

カルボプラチン AUC6 mg/body d1

カルボプラチン AUC6 mg/body d1 21,28

エトポシド 100 mg/㎡ d1-3

デュルバルマブ 1500 mg/body d1

シスプラチン 80 mg/㎡ d1 21,28

エトポシド 100 mg/㎡ d1-3

デュルバルマブ 1500 mg/body d1

サイラムザ＋タルセバ ラムシルマブ 10 mg/kg d1 14

エルロチニブ 150 mg/body d1-14

サイラムザ＋イレッサ ラムシルマブ 10 mg/kg d1 14

ゲフィチニブ 250 mg/body d1-14

CDDP + Pemetrexed シスプラチン 75 mg/㎡ d1 21

ペメトレキセド 500 mg/㎡ d1

ニボルマブ 360 mg/body d1,22 42

イピリムマブ 1 mg/kg d1

シスプラチン 75 mg/㎡ d1,22

ペメトレキセド 500 mg/㎡ d1,22

ニボルマブ 360 mg/body d1,22 42

イピリムマブ 1 mg/kg d1

カルボプラチン AUC5,6 mg/body d1,22

ペメトレキセド 500 mg/㎡ d1,22

ニボルマブ 360 mg/body d1,22 42

イピリムマブ 1 mg/kg d1

カルボプラチン AUC5,6 mg/body d1,22

パクリタキセル 200 mg/㎡ d1,22

ニボルマブ 360 mg/body d1,22 42

イピリムマブ 1 mg/kg d1

シスプラチン 75 mg/㎡ d１ 21

ゲムシタビン 1250 mg/㎡ d1,8

ネシツムマブ 800 mg/body d1,8

ポートラーザ（維持療法） ネシツムマブ 800 mg/body d1,8 21

アテゾリズマブ＋

CBDCA+ETP療法

シスプラチン＋ゲムシタビン

＋ポートラーザ

CBDCA+nab-PTX+アテソリ

ズマブ療法

CBDCA+ETP+デュルバルマ

ブ療法

CDDP+ETP+デュルバルマブ

療法

オプジーボ＋ヤーボイ＋シ

スプラチン＋アリムタ

オプジーボ＋ヤーボイ＋カ

ルボプラチン＋アリムタ

オプジーボ＋ヤーボイ＋カ

ルボプラチン＋パクリタキセ

ル

オプジーボ＋ヤーボイ（維

持療法）



悪性胸膜中皮腫

レジメン名 抗がん薬名 投与量 単位 投与日

1コースの

日数

ペメトレキセド ペメトレキセド 500 mg/㎡ d1 21

オプジーボ ニボルマブ 240(480) mg/body d1 14(28)

オプジーボ＋ヤーボイ ニボルマブ 360 mg/body d1,22 42

イピリムマブ 1 mg/kg d1

胸腺腫

レジメン名 抗がん薬名 投与量 単位 投与日

1コースの

日数

ADOC ドキソルビシン 40 mg/㎡ d1 21,28

シスプラチン 50 mg/㎡ d1

ビンクリスチン 0,6 mg/㎡ d3

シクロフォスファミド 700 mg/㎡ d4










