
レジメン名 対象疾患 1コース期間 抗悪性腫瘍薬・投与スケジュール

ベバシズマブ 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間 ベバシズマブ 15mg/kg day1

ペメトレキセド 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間 ペメトレキセド 500mg/㎡ day1

ペムブロリズマブ PD-L1陽性非小細胞肺癌 3週間 ペムブロリズマブ 200mg/body day1

ペムブロリズマブ PD-L1陽性非小細胞肺癌 6週間 ペムブロリズマブ 400mg/body day1

アテゾリズマブ 非小細胞肺癌 3週間 アテゾリズマブ 1200mg/body day1

ニボルマブ 非小細胞肺癌 2週間 ニボルマブ 240mg/body day1

ニボルマブ 非小細胞肺癌 4週間 ニボルマブ 480mg/body day1

ニボルマブ+イピリムマブ 非小細胞肺癌 6週間
ニボルマブ 240mg/body day1 , 15 , 29
イピリムマブ1mg/kg day1

ラムシルマブ+ドセタキセル 非小細胞肺癌 3週間
ラムシルマブ 10mg/kg day1
ドセタキセル 60mg/㎡ day1

ドセタキセル 非小細胞肺癌 3週間 ドセタキセル 60mg/㎡ day1

ゲムシタビン 非小細胞肺癌 3週間 ゲムシタビン 800mg/㎡ day1 , 8



ペメトレキセド＋ベバシズマブ 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1
ベバシズマブ 15mg/kg day1

ビノレルビン 非小細胞肺癌 3週間 ビノレルビン 25mg/㎡ day1 , 8

アテゾリズマブ+カルボプラチン+アブラキサン 非小細胞肺癌 3週間
アテゾリズマブ 1200mg/body day1
アブラキサン 100mg/㎡ day1 , 8 , 15
カルボプラチン AUC6 day1

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 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間

アテゾリズマブ 1200mg/body day1
ベバシズマブ 15mg/kg day1
パクリタキセル 200mg/㎡ day1
カルボプラチン AUC6 day1

アテゾリズマブ+ベバシズマブ 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
アテゾリズマ 1200mg day1
ベバシズマブ 15mg/kg day1

ペムブロリズマブ+カルボプラチン+アブラキサン PD-L1陽性非小細胞肺癌 3週間
ペムブロリズマブ 200mg/body day1
アブラキサン 100mg/㎡ day1 , 8 , 15
カルボプラチン AUC6　day1

ペムブロリズマブ+カルボプラチン+ペメトレキセド PD-L1陽性非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
ペムブロリズマブ 200mg/body day1
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1
カルボプラチン AUC5  day1

ペムブロリズマブ+カルボプラチン＋パクリタキセル PD-L1陽性非小細胞肺癌 3週間
ペムブロリズマブ 200mg/body day1
パクリタキセル 200mg/㎡ day1
カルボプラチン AUC6 day1



ペムブロリズマブ+シスプラチン+ペメトレキセド PD-L1陽性非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
ペムブロリズマブ 200mg/body day1
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1
シスプラチン 75mg/㎡ day1

ペムブロリズマブ+ペメトレキセド PD-L1陽性非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
ペムブロリズマブ 200mg/body day1
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1

カルボプラチン+S-1 非小細胞肺癌 3週間
カルボプラチン AUC6 day1
S-1 80-120mg/日 day1夕-15朝

カルボプラチン＋ドセタキセル 非小細胞肺癌 3週間
ドセタキセル 60mg/㎡ day1
カルボプラチン AUC5 day1

カルボプラチン＋ドセタキセル 非小細胞肺癌 2週間
ドセタキセル 30mg/㎡ day1
カルボプラチン AUC3 day1

カルボプラチン＋ゲムシタビン 非小細胞肺癌 3週間
ゲムシタビン 800mg/㎡ day1 , 8
カルボプラチン AUC5 day1

カルボプラチン＋パクリタキセル 非小細胞肺癌 3週間
パクリタキセル 200mg/㎡ day1
カルボプラチン AUC6 day1

カルボプラチン＋パクリタキセル（毎週） 非小細胞肺癌 3週間
パクリタキセル 70mg/㎡ day1 , 8 , 15
カルボプラチン AUC6 day1



カルボプラチン＋パクリタキセル＋ベバシズマブ 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
パクリタキセル 200mg/㎡ day1
カルボプラチン AUC6 day1
ベバシズマブ 15mg/kg day1

カルボプラチン＋パクリタキセル（毎週）+ベバシズマブ 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
パクリタキセル 70ｍｇ/㎡ day1 , 8 , 15
カルボプラチン AUC6 day1
ベバシズマブ 15mg/kg day1

カルボプラチン＋ビノレルビン 非小細胞肺癌 3週間
カルボプラチン AUC5 day1
ビノレルビン 25mg/㎡ day1 , 8

カルボプラチン+ペメトレキセド 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1
カルボプラチン AUC5 day1

カルボプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1
カルボプラチン AUC5 day1
ベバシズマブ 15mg/㎏ day1

カルボプラチン＋アブラキサン 非小細胞肺癌 3週間
アブラキサン 100mg/㎡ day1 , 8 , 15
カルボプラチン AUC6 day1

シスプラチン+ペメトレキセド 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
シスプラチン 75mg/㎡ day1
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1

シスプラチン+ペメトレキセド＋ベバシズマブ 非扁平上皮非小細胞肺癌 3週間
シスプラチン 75mg/㎡ day1
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1
ベバシズマブ 15mg/kg day1



シスプラチン＋ゲムシタビン  非小細胞肺癌 3週間
ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1 , 8
シスプラチン 80mg/㎡ day1

シスプラチン＋ビノレルビン  非小細胞肺癌 3週間
ビノレルビン 25mg/㎡ day1 , 8
シスプラチン 80mg/㎡ day1


