
肺がん（非小細胞肺がん）

レジメン名
薬剤名（一般名）
〈斜体：内服薬〉 投与日

1 《BEV》ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1 21 日

パクリタキセル 70 ㎎/㎡ day1･8･15

カルボプラチン AUC= 5 day1

パクリタキセル 200 ㎎/㎡ day1

カルボプラチン AUC= 5 day1

ペメトレキセド 500 ㎎/㎡ day1

カルボプラチン AUC= 5 day1

ペメトレキセド 500 ㎎/㎡ day1

シスプラチン 75 ㎎/㎡ day1

6 《PEM》ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ ペメトレキセド 500 ㎎/㎡ day1 21 日

7 《3wDOC》ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ ドセタキセル 60 ㎎/㎡ day1 21 日

8 《wVNR》ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ ビノレルビン 25 ㎎/㎡ day1･8 21 日

ビノレルビン 25 ㎎/㎡ day1･8

シスプラチン 80 ㎎/㎡ day1

10 《wCPT-11》ｲﾘﾉﾃｶﾝ イリノテカン 100 ㎎/㎡ day1･8･15 28 日

ゲムシタビン 1000 ㎎/㎡ day1･8

カルボプラチン AUC= 4 day1

ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1

エルロチニブ 150 ㎎/body 連日内服

ペメトレキセド 500 ㎎/㎡ day1

カルボプラチン AUC= 5 day1

ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1

ペメトレキセド 500 ㎎/㎡ day1

シスプラチン 75 ㎎/㎡ day1

ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1

ドセタキセル 60 ㎎/㎡ day1

ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1

ペメトレキセド 500 ㎎/㎡ day1

ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1

カルボプラチン AUC= 5 day1

S-1 80 ㎎/㎡ day1-14

アルブミン懸濁型パクリタキセル 100 ㎎/㎡ day1･8･15

カルボプラチン AUC= 6 day1

パクリタキセル 40 ㎎/㎡

カルボプラチン AUC= 2

パクリタキセル 200 ㎎/㎡ day1

カルボプラチン AUC= 5 day1

アルブミン懸濁型パクリタキセル 100 ㎎/㎡ day1･8･15

カルボプラチン AUC= 6 day1

ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1

22 《2wｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ》ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ ニボルマブ 240 ㎎/body day1 14 日

23 《4wｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ》ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ ニボルマブ 480 ㎎/body day1 28 日

《VNR+CDDP》ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ

《GEM+CBDCA》ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

14

15

16 《PEM+BEV》ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ 21

21

《PEM+CBDCA+BEV》
ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ

《PEM+CDDP+BEV》
ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ

《3wDOC+BEV》ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ

《S1+CBDCA》TS1+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

《wPTX+CBDCA》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

日

日

日

日

13

2

3

4

5

9

11

12 《BEV+ﾀﾙｾﾊﾞ》ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ+ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ

《3wPTX+CBDCA》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

《PEM+CBDCA》ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

《3wPEM+CDDP》ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ

21

21

日

21

21

63

21

day1･8･15･
22･29･36

更新日：2021年8月
北信総合病院薬剤部

21

21

21

投与
間隔

投与量

日

日

日21

21

21

21

21

日

日

日

日

日

日

日

日

《nab-PTX+CBDCA》
nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

《wPTX+CBDCA+RT》
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+同時放射線

《3wPTX+CBDCA》
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ【地固め】

《3wnab-PTX+CBDCA+Bmab》
nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ

21

20

17

18

19



ラムシルマブ 10 ㎎/㎏ day1

ドセタキセル 60 ㎎/㎡ day1

25 《wnab-PTX》nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ アルブミン懸濁型パクリタキセル 100 ㎎/㎡ day1･8･15 21 日

26 《3wｷｲﾄﾙｰﾀﾞ》ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ ペムブロリズマブ 200 ㎎/body day1 21 日

27 《6wｷｲﾄﾙｰﾀﾞ》ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ ペムブロリズマブ 400 ㎎/body day1 42 日

28 《3wﾃｾﾝﾄﾘｸ》ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ アテゾリズマブ 1200 ㎎/body day1 21 日

パクリタキセル 200 ㎎/㎡ day1

カルボプラチン AUC= 6 day1

ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1

30 《2wｲﾐﾌｨﾝｼﾞ》ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ デュルバルマブ 10 ㎎/㎏ day1 14 日

ペムブロリズマブ 200 ㎎/body day1

ペメトレキセド 500 ㎎/㎡ day1

カルボプラチン AUC= 5 day1

ペムブロリズマブ 200 ㎎/body day1

ペメトレキセド 500 ㎎/㎡ day1

ペムブロリズマブ 200 ㎎/body day1

アルブミン懸濁型パクリタキセル 100 ㎎/㎡ day1･8･15

カルボプラチン AUC= 6 day1

34 《wPTX》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ パクリタキセル 80 ㎎/㎡ day1･8･15 28 日

ビノレルビン 25 ㎎/㎡

シスプラチン 80 ㎎/㎡

ビノレルビン 25 ㎎/㎡ day1･8

ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1

ペムブロリズマブ 200 ㎎/body day1

パクリタキセル 200 ㎎/㎡ day1

カルボプラチン AUC= 6 day1

パクリタキセル 80 ㎎/㎡ day1･8･15

ベバシズマブ 10 ㎎/㎏ day1･15

ラムシルマブ 10 ㎎/㎏ day1

エルロチニブ 150 ㎎/body 連日内服

ラムシルマブ 10 ㎎/㎏ day1

ゲフィチニブ 250 ㎎/body 連日内服

ニボルマブ 240 ㎎/body day1･15･29

イピリムマブ 1 ㎎/㎏ day1

ニボルマブ 360 ㎎/body day1･22

イピリムマブ 1 ㎎/㎏ day1

アテゾリズマブ 1200 ㎎/body day1

ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1

パクリタキセル 200 ㎎/㎡ day1

カルボプラチン AUC= 6 day1

アテゾリズマブ 1200 ㎎/body day1

ベバシズマブ 15 ㎎/㎏ day1

37
《3wｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+PTX+CBDCA》
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

41
《2wｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ+ﾔｰﾎﾞｲ》
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ

43

《3wﾃｾﾝﾄﾘｸ+Bmab+CP》
ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙ
ﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

40
《2wRmab+ｹﾞﾌｨﾁﾆﾌﾞ》ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ+ｹﾞﾌｨﾁﾆ
ﾌﾞ

39

42
《3wｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ+ﾔｰﾎﾞｲ》
ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+ｲﾋﾟﾘﾑﾏﾌﾞ

24 21

36
《3wVNR+Bmab》
ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ

21

日21

21 日

14 日

14 日

日

42 日

33

《3wｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+nab-PTX+CBDCA》
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁ
ﾝ

21

《3wCP+Bmab》
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ

29 21

《3wｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+PEM+CBDCA》
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

31 21

32
《3wｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+PEM》
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ【維持】

21

《4wVNR+CDDP+RT》
ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ+同時放射線

day1 28 日

《3wRmab+DOC》ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ

《2wRmab+ﾀﾙｾﾊﾞ》ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ+ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ

日

42

日

日

28

日

日

35

21 日44
《3wﾃｾﾝﾄﾘｸ+Bmab+》
ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ【維持】

38
《wPTX+2wBmab》
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ

日

日



肺がん（小細胞肺がん）

レジメン名
薬剤名（一般名）
〈斜体：内服薬〉 投与日

シスプラチン 60 ㎎/㎡ day1

イリノテカン 60 ㎎/㎡ day1･8･15

シスプラチン 80 ㎎/㎡ day1

エトポシド 100 ㎎/㎡ day1-3

エトポシド 80 ㎎/㎡ day1-3

カルボプラチン AUC= 5 day1

4 《AMR》ｱﾑﾙﾋﾞｼﾝ アムルビシン 40 ㎎/㎡ day1-3 21 日

5 《wCPT-11》ｲﾘﾉﾃｶﾝ イリノテカン 100 ㎎/㎡ day1･8･15 28 日

パクリタキセル 70 ㎎/㎡ day1･8･15

カルボプラチン AUC= 5 day1

7 《NGT》ﾉｷﾞﾃｶﾝ ノギテカン 1 ㎎/㎡ day1-5 21 日

アテゾリズマブ 1200 ㎎/body day1

エトポシド 100 ㎎/㎡ day1-3

カルボプラチン AUC= 5 day1

9 《3wﾃｾﾝﾄﾘｸ》ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ【維持】 アテゾリズマブ 1200 ㎎/body day1 21 日

デュルバルマブ 1500 ㎎/body day1

エトポシド 100 ㎎/㎡ day1-3

シスプラチン 80 ㎎/㎡ day1

デュルバルマブ 1500 ㎎/body day1

エトポシド 100 ㎎/㎡ day1-3

カルボプラチン AUC= 5 day1

12 《4wｲﾐﾌｨﾝｼﾞ》ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ【維持】 デュルバルマブ 1500 ㎎/body day1 28 日

肺がん（胸膜中皮腫）

レジメン名
薬剤名（一般名）
〈斜体：内服薬〉 投与日

ペメトレキセド 500 ㎎/㎡ day1

シスプラチン 75 ㎎/㎡ day1

2 《2wｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ》ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ ニボルマブ 240 ㎎/body day1 14 日

3 《4wｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ》ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ ニボルマブ 480 ㎎/body day1 28 日

《IP》ｲﾘﾉﾃｶﾝ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ

《EP》ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ

1

2

《PEM+CDDP》ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ1 21 日

投与量
投与
間隔

28 日

21 日

6

8

《3wﾃｾﾝﾄﾘｸ+CBDCA+VP16》
ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ【導
入】

《wPTX+CBDCA》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

10
《3wｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+EP》
ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ+ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ【導入】

21 日

11

《3wｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+CE(CBDCA+VP16)》
ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ【導
入】

21 日

28 日

21 日

21 日《CBDCA+VP-16》ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ

投与量
投与
間隔

更新日：2021年3月
北信総合病院薬剤部

更新日：2020年10月
北信総合病院薬剤部

3



肺がん（胸腺がん）

レジメン名
薬剤名（一般名）
〈斜体：内服薬〉 投与日

パクリタキセル 225 ㎎/㎡ day1

カルボプラチン AUC= 6 day1
1

更新日：2020年4月
北信総合病院薬剤部

21 日《3wPTX+CBDCA》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

投与量
投与
間隔


