
肺腫瘍

レジメン番号 レジメン名称 薬剤名（一般名） 投与スケジュール 1コースの期間（日） 催吐リスク

ゲムシタビン 1000 mg/㎡ d1,8

カルボプラチン 5 AUC d1

パクリタキセル* 70 mg/㎡ d1,8,15

カルボプラチン 6 AUC d1

パクリタキセル* 200 mg/㎡

カルボプラチン 6 AUC

ドセタキセル 60 mg/㎡

シスプラチン 80 mg/㎡

ゲムシタビン 1000 mg/㎡ d1,8

シスプラチン 80 mg/㎡ d1

ビノレルビン 25 mg/㎡ d1,8

シスプラチン 80 mg/㎡ d1

Lu-07 DTX療法 ドセタキセル 60 mg/㎡ d1 21 軽度

Lu-08 weekly PTX療法 パクリタキセル* 80 mg/㎡ d1,8,15 28 軽度

カルボプラチン 5 AUC d8

ゲムシタビン 1000 mg/㎡ d1,8

パクリタキセル* 70 mg/㎡ d1,8,15

シスプラチン 80 mg/㎡ d1

ペメトレキセド** 500 mg/㎡

シスプラチン 75 mg/㎡

パクリタキセル* 35 mg/㎡

カルボプラチン 2 AUC

パクリタキセル* 200 mg/㎡

カルボプラチン 6 AUC

ベバシズマブ 15 mg/kg

ベバシズマブ 15 mg/kg 維持療法 d1 21 最小度

Lu-21 ペメトレキセド療法 ペメトレキセド** 500 mg/㎡ d1 21 軽度

Lu-22 ベバシズマブ療法 ベバシズマブ 15 mg/kg d1 21 最小度

ペメトレキセド** 500 mg/㎡

カルボプラチン 5 AUC

ドセタキセル 40 mg/㎡

シスプラチン 40 mg/㎡

ドセタキセル 75 mg/㎡

カルボプラチン 6 AUC

ペメトレキセド** 500 mg/㎡

カルボプラチン 6 AUC

ベバシズマブ 15 mg/kg

ペメトレキセド** 500 mg/㎡

ベバシズマブ 15 mg/kg

カルボプラチン 5 AUC d1

40 BSA：1.25㎡未満

50 BSA：1.25-1.5㎡

60 BSA：1.5㎡以上

シスプラチン 60 mg/㎡ d8

40 BSA：1.25㎡未満

50 BSA：1.25-1.5㎡

60 BSA：1.5㎡以上

パクリタキセル

（アルブミン懸濁型）
100 mg/㎡ d1,8,15

カルボプラチン 6 AUC d1

Lu-28 CBDCA+S-1療法 21 中等度(オプション)

テガフール, ギメラシル,

オテラシルカリウム配合剤
mg/回（1日2回） d1-21

Lu-29 CDDP+S-1療法 35 高度

テガフール, ギメラシル,

オテラシルカリウム配合剤
mg/回（1日2回） d1-14

*添付文書に従い、前投薬を使用

**添付文書に従い、葉酸、ビタミンB12を投与

Lu-30 CBDCA+nab-PTX療法 21
d1: 中等度(オプション)

d8,15: 軽度

中等度(オプション)

56 高度

d1 21 中等度(オプション)

21

21

中等度(オプション)

軽度

21

Lu-25 CDDP+DTX+RT療法

21

Lu-26 CBDCA+DTX療法

Lu-27 CBDCA+Pem+Bev療法

CBDCA+ペメトレキセド療法Lu-24 d1

d1

1-6コース

維持療法

d1,8,29,36

d1

21

28

CBDCA (d1) +GEM療法Lu-01

Lu-02

Lu-03 CBDCA+PTX (d1) 療法

Lu-04 CDDP+DTX療法

中等度(オプション)4-6コース

高度Lu-18

Lu-19

CDDP+ペメトレキセド療法

CBDCA+DTX+TRT療法

d1

d1,8,15,22,29,36

Lu-14

Lu-17

CBDCA (d8) ＋GEM療法

CDDP+PTX療法

21

28

28

42 中等度

Lu-20
CBDCA+PTX

＋ベバシズマブ療法

d1

非小細胞肺癌

21

Lu-05 CDDP+GEM療法

Lu-06 CDDP+VNR療法

21

21

d1: 中等度(オプション)

d8: 軽度

d1: 中等度(オプション)

d8,15: 軽度

中等度(オプション)

高度

d1: 高度

d8: 軽度

d1: 高度

d8: 最小度

CBDCA+PTX (d1,8,15) 療法

投与量

d1 21

d1

d1: 軽度

d8: 中等度(オプション)

d1: 高度

d8,15: 軽度
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Lu-31 ニボルマブ療法 ニボルマブ 240 mg/body d1 14 最小度

Lu-32 ペムブロリズマブ療法 ペムブロリズマブ 200 mg/body d1 21 最小度

ペムブロリズマブ 200 mg/body

ペメトレキセド** 500 mg/㎡

シスプラチン 75 mg/㎡

ペムブロリズマブ 200 mg/body

ペメトレキセド** 500 mg/㎡

ペムブロリズマブ 200 mg/body

ペメトレキセド** 500 mg/㎡

カルボプラチン 5 AUC

ペムブロリズマブ 200 mg/body

ペメトレキセド** 500 mg/㎡

ペムブロリズマブ 200 mg/body d1

パクリタキセル

（アルブミン懸濁型）
100 mg/㎡ d1,8,15

カルボプラチン 6 AUC d1

ペムブロリズマブ 200 mg/body 5コース以降 d1 21 最小度

Lu-36 アテゾリズマブ療法 アテゾリズマブ 1200 mg/body d1 21 軽度（制吐剤なし）

アテゾリズマブ 1200 mg/body

ベバシズマブ 15 mg/kg

パクリタキセル* 200 mg/㎡

カルボプラチン 6 AUC

アテゾリズマブ 1200 mg/body

ベバシズマブ 15 mg/kg

Lu-39 デュルバルマブ療法 デュルバルマブ 10 mg/kg d1 14 最小度

*添付文書に従い、前投薬を使用

Lu-37
アテゾリズマブ

＋CBDCA+PTX+Bev療法

d1 21 中等度(オプション)

21
d1: 中等度(オプション)

d8,15: 軽度

中等度(オプション)

軽度（制吐剤なし）

導入療法

（4または6コース）

維持療法

d1

d1

21

21

Lu-35

Lu-33
ペムブロリズマブ

＋CDDP+PEM療法

1-4コース

投与量

d1 21 軽度

5コース以降 d1 21 軽度

**添付文書に従い、葉酸、ビタミンB12を投与

Lu-34
ペムブロリズマブ

＋CBDCA+PEM療法

1-4コース

ペムブロリズマブ

＋CBDCA+nab-PTX療法

1-4コース

d1 21 高度

5コース以降
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Lu-09 AMR療法 アムルビシン 40 mg/㎡ d1-3 21 中等度

イリノテカン 60 mg/㎡ d1,8,15

シスプラチン 60 mg/㎡ d1

エトポシド 100 mg/㎡ d1-3

シスプラチン 80 mg/㎡ d1

カルボプラチン 5 AUC d1

イリノテカン 50 mg/㎡ d1,8,15

カルボプラチン 5 AUC d1

エトポシド 80 mg/㎡ d1-3

Lu-38 ノギテカン療法 ノギテカン 1 mg/㎡ d1-5 21 軽度

レジメン番号 レジメン名称 薬剤名（一般名） 投与スケジュール 1コースの期間（日） 催吐リスク

ゲムシタビン 1000 mg/㎡ d1,8,15

カルボプラチン 5 AUC d1
Lu-23 CBDCA+GEM療法

d1: 中等度（オプション）

d8,15: 中等度

28 中等度(オプション)

小細胞肺癌

投与量

28
d1: 中等度（オプション）

d8,15: 軽度

悪性中皮腫

投与量

Lu-13 CBDCA+VP-16療法

28

Lu-10

Lu-11

Lu-12

CDDP+CPT-11療法

CDDP+VP-16療法

CBDCA+CPT-11療法

28
d1: 高度

d8,15: 中等度

28 高度
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