
肺癌 伊勢崎市民病院　登録レジメン R4.11現在 

※非扁平上皮癌：腺癌・大細胞癌・腺扁平上皮癌
疾患 レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 １コース期間 催吐リスク
非小細胞肺癌 PEM単剤 ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 21日間 軽度
（非扁平上皮癌） （ﾏｽﾌﾞﾛﾝ注

ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ使用）

非小細胞肺癌 CDDP+PEM療法 ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 21日間 高度
（非扁平上皮癌） シスプラチン 75mg/㎡

非小細胞肺癌 CBDCA+PEM療法 ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 21日間 中等度
（非扁平上皮癌） カルボプラチン AUC＝5 day1

非小細胞肺癌 CBDCA+PEM+Bev導入療法 アバスチン 15mg/kg day1 21日間 中等度
（非扁平上皮癌） ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 （4～6ｺｰｽ）

カルボプラチン AUC＝6 day1

PEM+Bev療法 アバスチン 15mg/kg day1 21日間 軽度
（CBDCA+PEM+Bevの維持療法） ペメトレキセド 500mg/㎡ day1

非小細胞肺癌 CBDCA＋PEM＋Pembrolizumab キイトルーダ 200mg/body day1 21日間 中等度
（非扁平上皮癌） 導入療法 ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 （4ｺｰｽ）

カルボプラチン AUC=5 day1

PEM＋Pembrolizumab キイトルーダ 200mg/body day1 21日間 軽度
（上記の維持療法） ペメトレキセド 500mg/㎡ day1

非小細胞肺癌 CBDCA+PTX+Bev療法 アバスチン 15mg/kg day1 21日間 中等度
パクリタキセル 200mg/㎡ day1
カルボプラチン ＡＵＣ＝6 day1

非小細胞肺癌 CBDCA＋nab-PTX＋Pembrolizumab キイトルーダ 200mg/body day1 21日間 中等度
（扁平上皮癌） 導入療法 アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15 （4ｺｰｽ）

カルボプラチン AUC=6 day1
Pembrolizumab単独維持療法 キイトルーダ 200mg/body day1 21日間 最小度
（上記の維持療法）
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非小細胞肺癌 CDDP+GEM療法 ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8 21日間 高度
シスプラチン 80mg/㎡ day1

非小細胞肺癌 CDDP+VNR療法 ロゼウス 25mg/㎡ day1,8 21日間 高度
シスプラチン 80mg/㎡ day1

非小細胞肺癌 CBDCA+PTX療法 パクリタキセル 200mg/㎡ day1 21日間 中等度
カルボプラチン AUC=6 day1

非小細胞肺癌 CBDCA+PTX＋胸部放射線 パクリタキセル 40mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 42日間 中等度
導入療法 カルボプラチン AUC＝2 day1,8,15,22,29,36 （１ｺｰｽ）

胸部放射線 day1～　２Gy/fr/day　　　60Gy以上

CBDCA＋PTX療法 パクリタキセル 200mg/㎡ day1 21日間 中等度
（CBDCA+PTX＋胸部放射線維持療法） カルボプラチン AUC=5 day1 （２ｺｰｽ）

非小細胞肺癌 CBDCA+GEM療法 ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8 21日間 中等度
カルボプラチン AUC=5 day1

非小細胞肺癌 CBDCA＋nab-PTX療法 アブラキサン 100mg/㎡ day1.8.15 21日間 中等度
カルボプラチン AUC=6 day1

非小細胞肺癌 GEM療法 ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1.8.15 28日間 軽度

非小細胞肺癌 VNR療法 ロゼウス 25mg/㎡ day1,8 21日間 最小度

非小細胞肺癌 DTX療法 ドセタキセル 60mg/㎡ day1 21日間 軽度

非小細胞肺癌 RAM＋DTX療法 サイラムザ 10mg/kg day1 21日間 軽度
ドセタキセル 60mg/㎡ day1

非小細胞肺癌 AMR療法 カルセド 40mg/㎡ day1,2,3 21日間 中等度

非小細胞肺癌 Ｂｅｖ単独維持療法 アバスチン 15mg/kg day1 21日間 最小度
（Ｂｅｖ併用療法後）

2 ページ



肺癌 伊勢崎市民病院　登録レジメン R4.11現在 

疾患 レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 １コース期間 催吐リスク
非小細胞肺癌 Nivolumab オプジーボ 240mg/body day1 14日間 最小度

非小細胞肺癌 Nivolumab オプジーボ 480mg/body day1 28日間 最小度

非小細胞肺癌 Pembrolizumab キイトルーダ 200mg/body day1 21日間 最小度
（PD-L1陽性)
非小細胞肺癌 Pembrolizumab キイトルーダ 400mg/body day1 42日間 最小度
（PD-L1陽性)
非小細胞肺癌 Atezolizumab テセントリク 1200mg/body day1 21日間 最小度

非小細胞肺癌 Durvalumab イミフィンジ 10mg/kg day1 14日間 最小度

非小細胞肺癌 Nivolumab(2週毎)+Ipilimumab療法 オプジーボ 240mg/body day1.15.29 42日間 最小度
1st line ヤーボイ 1mg/kg day1

非小細胞肺癌 Nivolumab(3週毎)+Ipilimumab療法 オプジーボ 360mg/body day1.22 42日間 最小度
1st line ヤーボイ 1mg/kg day1

非小細胞肺癌 Nivolumab＋Ipilimumab＋CBDCA＋PEM オプジーボ 360mg/body day1.22 42日間 中等度
非扁平上皮癌 導入療法 ヤーボイ 1mg/kg day1 （１ｺｰｽ）
1st line カルボプラチン AUC=5 day1.22

ペメトレキセド 500mg/㎡ day1.22

非小細胞肺癌 Nivolumab＋Ipilimumab＋CBDCA＋PTX オプジーボ 360mg/body day1.22 42日間 中等度
1st line 導入療法 ヤーボイ 1mg/kg day1 （１ｺｰｽ）

カルボプラチン AUC=６ day1.22
パクリタキセル 200mg/㎡ day1.22

非小細胞肺癌 Nivolumab(3週毎)+Ipilimumab療法 オプジーボ 360mg/body day1.22 42日間 最小度
（上記2レジメンの維持療法） ヤーボイ 1mg/kg day1
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疾患 レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 １コース期間 催吐リスク
非小細胞肺癌 CDDP+GEM+Nesitumumab導入療法 ゲムシタビン 1250mg/㎡ day1,8 21日間 高度
扁平上皮癌 シスプラチン 75mg/㎡ day1 （４ｺｰｽ）
（１ｓｔ　line) ポートラーザ 800mg/body day1,8

Nesitumumab維持療法 ポートラーザ 800mg/body day1,8 21日間 軽度

非小細胞肺癌 CBDCA＋nab-PTX+Atezolizumab テセントリク 1200mg/body day1 21日間 中等度
非扁平上皮癌 導入療法 アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15 （4～6ｺｰｽ）
（１ｓｔ　line) カルボプラチン AUC=６ day1

Atezolizumab維持療法 テセントリク 1200mg/body day1 21日間 最小度
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疾患 レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 １コース期間 催吐リスク
小細胞肺癌 CDDP+ETP療法 エトポシド 100mg/㎡ day1,2,3 21日間 高度

シスプラチン 80mg/㎡ day1
CBDCA+ETP療法 エトポシド 80mg/㎡ day1,2,3 21日間 中等度

カルボプラチン AUC=5 day1
CDDP+CPT-11療法 シスプラチン 60mg/㎡ day1 28日間 高度

イリノテカン 60mg/㎡ day1,8,15
CBDCA+CPT-11療法 イリノテカン 50mg/㎡ day1,8,15 28日間 中等度

カルボプラチン AUC＝5 day1
Topotecan療法 ハイカムチン 1.0mg/㎡ day1,2,3,4,5 21日間 軽度

AMR療法 カルセド 40mg/㎡ day1,2,3 21日間 中等度

CBDCA＋ETP＋Atezolizumab療法 テセントリク 1200mg/body day1 21日間 中等度
エトポシド 100mg/㎡ day1,2,3
カルボプラチン AUC=5 day1

Atezolizumab テセントリク 1200mg/body day1 21日間 最小度
（上記の維持療法）
CDDP+ETP+Durvalumab療法 イミフィンジ 1500mg/body day1 21日間 高度

(BW30kg以下=
20mg/kg）

エトポシド 100mg/㎡ day1,2,3
シスプラチン 80mg/㎡ day1

CBDCA+ETP+Durvalumab療法 イミフィンジ 1500mg/body day1 21日間 中等度
(BW30kg以下=
20mg/kg）

エトポシド 80mg/㎡ day1,2,3
カルボプラチン AUC=5 day1

Durvalumab イミフィンジ 1500mg/body day1 28日間 最小度
（上記の維持療法） (BW30kg以下=

20mg/kg）

：維持療法があるセットレジメン
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