
呼吸器癌登録レジメン（非小細胞肺癌）

No. レジメン名 抗がん剤（商品名） 抗がん剤（一般名） 用量 用法 スケジュール 1クール 催吐性 支持療法

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 点滴静注 120分 day1

ゲムシタビン ゲムシタビン 1000mg/m^2 点滴静注 30分 day1,8

カルボプラチン カルボプラチン 目標AUC:5～6mg/mL 点滴静注 60分 day1

ペメトレキセド ペメトレキセド 500mg/m2 点滴静注　10分 day1

5 PEM単剤療法 ペメトレキセド ペメトレキセド 500mg/m2 点滴静注　10分 day1～3 21日 軽度

パンビタン末（内服）
フレスミン注
グラニセトロン注
デキサート注

ペメトレキセド ペメトレキセド 500mg/m2 点滴静注　10分 day 1

シスプラチン シスプラチン 75mg/m2 点滴静注　120分 day 1

18 GEM単剤療法 ゲムシタビン ゲムシタビン（GEM） 1000mg/m^2 点滴静注 30分 day 1 , 8 , 15 21日 軽度
グラニセトロン注
デキサート注

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 点滴静注 120分 day1

ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 点滴静注 5分 day1, 8

パクリタキセル パクリタキセル 200mg/m2 点滴静注 180分 day1

カルボプラチン カルボプラチン 目標AUC:6mg/mL 点滴静注 60分 day1

24 ビノレルビン単剤療法 ナベルビン ビノレルビン 20～25mg/m2 緩徐に静注 day1 1週間間隔 最小
グラニセトロン注
デキサート注

ワンドセタキセル ドセタキセル 60-75mg/m
2 点滴静注 60分 day1

カルボプラチン カルボプラチン 目標AUC:6mg/mL 点滴静注 60分 day1

ベバシズマブBS ベバシズマブ 15mg/kg 点滴静注　90分 day1

ペメトレキセド ペメトレキセド 500mg/m2 点滴静注　10分 day1

カルボプラチン カルボプラチン 目標AUC:6mg/mL 点滴静注 60分 day1

ベバシズマブBS ベバシズマブ 7.5mg/kg
（承認用量：15mg/kg）

点滴静注　90分 day1

ペメトレキセド ペメトレキセド 500mg/m2 点滴静注　10分 day1
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21日

9 PEM + CDDP

アプレピタント（内服）
デカドロン錠（内服・任意）
パロノセトロン注
デキサート注

パンビタン末（内服）
フレスミン注
グラニセトロン注
デキサート注

【非小細胞癌】

22 CDDP＋VNR療法

高度23

パロノセトロン注
デキサート注

高度

アプレピタント（内服）
デカドロン錠（内服・任意）
パロノセトロン注
デキサート注

パンビタン末（内服）
フレスミン注
アプレピタント錠（内服）
パロノセトロン注
デキサート注

パンビタン末（内服）
フレスミン注
アプレピタント錠（内服）
パロノセトロン注
デキサート注

アプレピタント（内服）
デカドロン錠（内服・任意）
パロノセトロン注
デキサート注

レスタミン錠（内服）
ファモチジン注
パロノセトロン注
デキサート注

軽度21日毎46
Bev＋CDDP＋PEM療法後の
Bev　＋　PEM　維持療法

38 Bev＋PEM＋CBDCA療法

21日

高度21日

高度
21日　6コース
その後、維持療法

35 DTX＋CBDCA療法

21日

高度21日1 GEM＋CDDP療法

高度

PTX＋CBDCA療法

高度21日3 PEM + CBDCA療法
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呼吸器癌登録レジメン（非小細胞肺癌）

No. レジメン名 抗がん剤（商品名） 抗がん剤（一般名） 用量 用法 スケジュール 1クール 催吐性 支持療法

ワンドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 点滴静注 60分 day1

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 点滴静注　120分 day1

エスワンタイホウ
テガフール,ギメラシル,
オテラシルカリウム

80mg/m2/day 内服（1日2回） day1～14

カルボプラチン カルボプラチン 目標AUC:5mg/mL 点滴静注 60分 day1

アブラキサン nab-パクリタキセル 100mg/m2 点滴静注　30分 day1,8,15

カルボプラチン カルボプラチン 目標AUC:6mg/mL 点滴静注　60分 day1

ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 点滴静注 10分 day 1,8

シスプラチン シスプラチン 80mg/m2 点滴静注 120分 day1

91 ニボルマブ療法 オプジーボ ニボルマブ 3mg/kg 点滴静注 60分以上かけて day1 14日 最小 なし

サイラムザ ラムシルマブ 10mg/kg 点滴静注　60分 day1

ドセタキセル ドセタキセル 60mg/m2 点滴静注　60分 day1

99 ペムブロリズマブ療法 キイトルーダ ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注　30分 day1 21日 最小 ポララミン注

エスワンタイホウ
テガフール,ギメラシル,
オテラシルカリウム

80mg/m2 内服（1日2回） day1-21

シスプラチン シスプラチン 60mg/m2 点滴静注　120分 day8

ナベルビン ビノレルビン 25mg/m2 点滴静注 10分 day1, 8

シスプラチン シスプラチン 40mg/m2 点滴静注 120分 day1, 8

キイトルーダ ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 day1

ペメトレキセド ペメトレキセド 500mg/m2 点滴静注 10分 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC=5 点滴静注 60分 day1

キイトルーダ ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 day1

ペメトレキセド ペメトレキセド 500mg/m2 点滴静注 10分 day1

アプレピタント（内服）
パロノセトロン注
デカドロン錠（内服・任意）
デキサート注
フロセミド注
硫酸Mg補正液
ハイドレーション用輸液

アプレピタント（内服）
パロノセトロン注
デキサート注
フロセミド注
ハイドレーション用輸液

アプレピタント（内服）
パンビタン末（内服）
フレスミン注
グラニセトロン注
デキサート注

デキサート注

21日

高度

アプレピタント（内服）
パロノセトロン注
デカドロン錠（内服・任意）
デキサート注
フロセミド注
硫酸Mg補正液
ハイドレーション用輸液

グラニセトロン注
デキサート注

アプレピタント（内服）
パロノセトロン注
デキサート注

アプレピタント（内服）
パロノセトロン注
デカドロン錠（内服・任意）
デキサート注
フロセミド注
硫酸Mg補正液
ハイドレーション用輸液

レスタミン錠（内服）
グラニセトロン注
デキサート注

116

81 VNR＋CDDP療法

高度
21日
通常4サイクル

上記維持療法

キイトルーダ＋PEM＋CBDCA

VNR＋CDDP療法

高度

高度

軽度21日

S-1 ＋ CDDP療法

21日

21日　4サイクル

28-35日

21日74 nab-PTX＋CBDCA療法

111

S-1　＋　CBDCA療法

高度

95 ラムシルマブ＋ドセタキセル療法

51

102

高度21～28日49 DTX　＋　CDDP療法

高度21日
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呼吸器癌登録レジメン（非小細胞肺癌）

No. レジメン名 抗がん剤（商品名） 抗がん剤（一般名） 用量 用法 スケジュール 1クール 催吐性 支持療法

キイトルーダ ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 day1

アブラキサン nab-パクリタキセル 100mg/m2 点滴静注 30分 day1, 8, 15

カルボプラチン カルボプラチン AUC=6 点滴静注 60分 day1
上記維持療法 キイトルーダ ペムブロリズマブ 200mg/body 点滴静注 30分 day1 21日 ポララミン注

118 テセントリク単剤療法 テセントリク アテゾリズマブ 1200mg/body 点滴静注 60分
※2回目以降30分まで短縮可

day1 21日 最小 なし

テセントリク アテゾリズマブ 1200mg/body 点滴静注 60分
※2回目以降30分まで短縮可

day1

ベバシズマブBS ベバシズマブ 15mg/kg 点滴静注 90分
※2回目以降30分まで短縮可

day1

パクリタキセル パクリタキセル 200mg/m2 点滴静注 180分 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC=6 点滴静注 60分 day1

テセントリク アテゾリズマブ 1200mg/body 点滴静注 60分
※2回目以降30分まで短縮可

day1

ベバシズマブBS ベバシズマブ 15mg/kg 点滴静注 90分
※2回目以降30分まで短縮可

day1

126 イミフィンジ単剤療法 イミフィンジ デュルバルマブ 10mg/kg 点滴静注 60分間以上 day1
14日（投与期間
12ヶ月間まで）

なし

ベバシズマブBS ベバシズマブ 15mg/kg 点滴静注 90分
※2回目以降30分まで短縮可

day1

パクリタキセル パクリタキセル 200mg/m2 点滴静注 180分 day1

カルボプラチン カルボプラチン AUC:6 点滴静注 60分 day1

上記ベバシズマブBS単剤維持療法 ベバシズマブBS ベバシズマブ 15mg/kg 点滴静注 90分
※2回目以降30分まで短縮可

day1
Bev＋PTX＋
CBDCA療法の維
持療法

最小 なし

オプジーボ ニボルマブ 360mg 点滴静注 30分 day1 3週毎

ヤーボイ イピリブマブ 1mg/kg 点滴静注 30分 day1 6週毎

オプジーボ ニボルマブ 240mg 点滴静注 30分 day1 2週毎

ヤーボイ イピリブマブ 1mg/kg 点滴静注 30分 day1 6週毎

アプレピタント（内服）
グラニセトロン注
デキサート注

21日　4サイクル

アプレピタント（内服）
レスタミン錠（内服）
ファモチジン注
グラニセトロン注
デキサート注

なし

なし

アプレピタント（内服・任意）
レスタミン錠（内服）
ファモチジン注
パロノセトロン注
デキサート注135

Bev＋PTX＋CBDCA療法

117
キイトルーダ＋nab-PTX＋CBDCA

120

139
オプジーボ240/ヤーボイ併用療法
（2週/6週）

最小

最小

138
オプジーボ360/ヤーボイ併用療法
（3週/6週）

21日

上記維持療法 21日

テセントリク＋Bev＋PTX＋CBDCA
療法

高度
21日
通常、4サイクル終
了後、維持療法へ

高度

高度
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