
呼吸器内科レジメン(小細胞がん) 

 

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 1サイクル期間 その他 

キイトルーダ＋CBDCA＋PEM 

キイトルーダ 200mg/body day1 

21 日   カルボプラチン AUC5 day1 

ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 

キイトルーダ＋PEM 
キイトルーダ 200mg/body day1 

21 日 上記レジメン終了後施行 
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 

キイトルーダ＋CBDCA＋nabPTX 

キイトルーダ 200mg/body day1 

21 日   カルボプラチン AUC6 day1 

アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15  

テセントリク＋CBDCA＋PEM 

テセントリク 1200mg/body day1 

21 日 ※1 カルボプラチン AUC6 day1 

ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 

テセントリク＋CDDP＋PEM 

テセントリク 1200mg/body day1 

21 日 ※2 シスプラチン 75mg/㎡ day1 

ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 

テセントリク＋PEM 
テセントリク 1200mg/body day1 

21 日 
※1 または※2のレジメン終了後施

行 ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 

テセントリク＋CBDCA＋nabPTX 

テセントリク 1200mg/body day1 

21 日   カルボプラチン AUC6 day1 

アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15  

テセントリク＋BEV 
テセントリク 1200mg/body day1 

21 日 ABCP療法終了後に施行 
アバスチン 15mg/kg day1 

CBDCA＋PEM＋BEV 

カルボプラチン AUC6 day1 

21 日   ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 

アバスチン 15mg/kg day1 

PEM＋BEV 
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 

21 日 上記レジメン終了後施行 
アバスチン 15mg/kg day1 

CBDCA＋PEM 
カルボプラチン AUC6 day1 

21 日   
ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 

CBDCA＋nabPTX 
カルボプラチン AUC6 day1 

28 日   
アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15  

S-1＋CBDCA 
エスエーワン 40mg/㎡/回 day1-14 

21 日   
カルボプラチン AUC5 day1 

CDDP＋VNR 
シスプラチン 80mg/㎡ day1 

21 日   
ロゼウス 25mg/㎡ day1,8 

RAM＋DTX 
サイラムザ 10mg/kg day1 

21 日   
ドセタキセル 60mg/㎡ day1 

PEM ペメトレキセド 500mg/㎡ day1 21 日   



nabPTX アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15  21 日   

DTX ドセタキセル 60mg/㎡ day1 21 日   

CBDCA＋VNR 
カルボプラチン AUC5 day1 

28 日 
  

ロゼウス 25mg/㎡ day1   

VNR ロゼウス 25mg/㎡ day1,8 21 日   

GEM ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8,15  28 日   

テセントリク テセントリク 1200mg/body day1 21 日   

イミフィンジ イミフィンジ 10mg/kg day1 14 日   

オプジーボ+ヤーボイ 
オプジーボ 360mg/body day1,22 

42 日 
  

ヤーボイ 1mg/kg day1,22   

オプジーボ+ヤーボイ

+CBDCA+PTX 

オプジーボ 360mg/body day1,22 

42 日 ・43 日目以降はオプジーボ+ヤーボイのみ 

ヤーボイ 1mg/kg day1,22 

カルボプラチン AUC6 day1,22 

パクリタキセル 200mg/㎡ day1,22 

オプジーボ+ヤーボイ

+CBDCA+PEM 

オプジーボ 360mg/body day1,22 

42 日 ・43 日目以降はオプジーボ+ヤーボイのみ 

ヤーボイ 1mg/kg day1,22 

カルボプラチン AUC5 day1,22 

ペメトレキセド 500mg/㎡ day1,22 

 

呼吸器内科レジメン(非小細胞がん) 

 

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 
1サイクル期

間 
その他 

キイトルーダ＋CBDCA＋PEM 

キイトルーダ 200mg/body day1 

21 日   カルボプラチン AUC5 day1 

アリムタ 500mg/㎡ day1 

キイトルーダ＋PEM 
キイトルーダ 200mg/body day1 

21 日 上記レジメン終了後施行 
アリムタ 500mg/㎡ day1 

キイトルーダ＋CBDCA＋nabPTX 

キイトルーダ 200mg/body day1 

21 日   カルボプラチン AUC6 day1 

アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15  

テセントリク＋CBDCA＋PEM 

テセントリク 1200mg/body day1 

21 日 ※1 カルボプラチン AUC6 day1 

アリムタ 500mg/㎡ day1 

     

 

 

 

 

 



      

テセントリク＋CDDP＋PEM 

テセントリク 1200mg/body day1 

21 日 ※2 シスプラチン 75mg/㎡ day1 

アリムタ 500mg/㎡ day1 

テセントリク＋PEM 
テセントリク 1200mg/body day1 

21 日 ※1 または※2のレジメン終了後施行 
アリムタ 500mg/㎡ day1 

テセントリク＋CBDCA＋nabPTX 

テセントリク 1200mg/body day1 

21 日   カルボプラチン AUC6 day1 

アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15  

テセントリク＋BEV 
テセントリク 1200mg/body day1 

21 日 ABCP療法終了後に施行 
アバスチン 15mg/kg day1 

CBDCA＋PEM＋BEV 

カルボプラチン AUC6 day1 

21 日   アリムタ 500mg/㎡ day1 

アバスチン 15mg/kg day1 

PEM＋BEV 
アリムタ 500mg/㎡ day1 

21 日 上記レジメン終了後施行 
アバスチン 15mg/kg day1 

CBDCA＋PEM 
カルボプラチン AUC6 day1 

21 日   
アリムタ 500mg/㎡ day1 

CBDCA＋nabPTX 
カルボプラチン AUC6 day1 

28 日   
アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15  

S-1＋CBDCA 
エスエーワン 40mg/㎡/回 day1-14 

21 日   
カルボプラチン AUC5 day1 

CDDP＋VNR 
シスプラチン 80mg/㎡ day1 

21 日   
ロゼウス 25mg/㎡ day1,8 

RAM＋DTX 
サイラムザ 10mg/kg day1 

21 日   
ドセタキセル 60mg/㎡ day1 

PEM アリムタ 500mg/㎡ day1 21 日   

nabPTX アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15  21 日   

DTX ドセタキセル 60mg/㎡ day1 21 日   

CBDCA＋VNR 
カルボプラチン AUC5 day1 

28 日 
  

ロゼウス 25mg/㎡ day1   

VNR ロゼウス 25mg/㎡ day1,8 21 日   

GEM ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8,15  28 日   

テセントリク テセントリク 1200mg/body day1 21 日   

イミフィンジ イミフィンジ 10mg/kg day1 14 日   

 


