
呼吸器・感染症内科 2021年7月 審査分

癌
種

剤型 レジメン名/薬剤 投与量 投与日/1コース日数 備考

MSI-High固形癌　　　　　　　　　　　
キイトルーダ6週毎（MSI-High固形癌） ◆ キイトルーダ6週毎（MSI-High固形癌）  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 400 mg/body day 1  

キイトルーダ療法（MSI-High固形癌）　　 ◆ キイトルーダ療法（MSI-High固形癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 200 mg/body day 1  

悪性中皮腫　　　　　　　　　　　
CDDP+PEM(SH)（悪性胸膜中皮腫） ◆ CDDP+PEM(SH)（悪性胸膜中皮腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 シスプラチン注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

Nivo+IPI(Nivo q2w)(悪性胸膜中皮腫) ◆ Nivo+IPI(Nivo q2w)(悪性胸膜中皮腫)  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イピリムマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 240 mg/body day 1,15,29  

Nivo+IPI(Nivo q3w)(悪性胸膜中皮腫) ◆ Nivo+IPI(Nivo q3w)(悪性胸膜中皮腫)  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イピリムマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1,22  

Nivolumab(悪性胸膜中皮腫） ◆ Nivolumab(悪性胸膜中皮腫） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 240 mg/body day 1  

VNR療法（悪性胸膜中皮腫） ◆ VNR療法（悪性胸膜中皮腫） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ビノレルビン酒石酸塩注射液 25 mg/㎡ day 1,8  

アリムタ単剤療法(悪性中皮腫) ◆ アリムタ単剤療法(悪性中皮腫) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

オプジーボ4週毎(悪性胸膜中皮腫) ◆ オプジーボ4週毎(悪性胸膜中皮腫)  1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 480 mg/body day 1  

ゲムシタビン療法(悪性胸膜中皮腫) ◆ ゲムシタビン療法(悪性胸膜中皮腫) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8,15  

胸腺腫，胸腺癌　　　　　　　　　　　
CBDCA+Abraxane療法(胸腺癌) ◆ CBDCA+Abraxane療法(胸腺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 100 mg/㎡ day 1,8,15  

GEM単剤療法（胸腺癌） ◆ GEM単剤療法（胸腺癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8,15  

VNR療法（胸腺癌） ◆ VNR療法（胸腺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 ビノレルビン酒石酸塩注射液 25 mg/㎡ day 1,8  

アムルビシン単剤療法(胸腺腫・胸腺癌) ◆ アムルビシン単剤療法(胸腺腫・胸腺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 アムルビシン塩酸塩注射用 35-40 mg/㎡ day 1,2,3  

アリムタ単剤療法(胸腺腫、胸腺癌) ◆ アリムタ単剤療法(胸腺腫、胸腺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

ドセタキセル療法(胸腺腫、胸腺癌) ◆ ドセタキセル療法(胸腺腫、胸腺癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 60 mg/㎡ day 1  

胸腺腫瘍 CBDCA+PTX(胸腺腫/胸腺癌) ◆ 胸腺腫瘍 CBDCA+PTX(胸腺腫/胸腺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 200 mg/㎡ day 1  

胸腺腫瘍 CBDCA+wPTX(胸腺腫/胸腺癌) ◆ 胸腺腫瘍 CBDCA+wPTX(胸腺腫/胸腺癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1,8,15  

小細胞肺癌　　　　　　　　　　　
Atezolizumab維持療法（CBDCA+ETP+Atezolizumab)（小細胞肺癌） ◆ Atezolizumab維持療法（CBDCA+ETP+Atezolizumab)（小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1200 mg/body day 1  

CBDCA+ETP+Atezolizumab（小細胞肺癌） ◆ CBDCA+ETP+Atezolizumab（小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1200 mg/body day 1  

【静注】 エトポシド注射液 100 mg/㎡ day 1,2,3  

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

CBDCA+ETP+Durvalumab（小細胞肺癌） ◆ CBDCA+ETP+Durvalumab（小細胞肺癌）  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 エトポシド注射液 100 mg/㎡ day 1,2,3  

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 デュルバルマブ（遺伝子組換え）注射液 1500 mg/body day 1 体重30kg以下の場合は20mg/kg



CBDCA+PTX療法（小細胞肺癌） ◆ CBDCA+PTX療法（小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:5コース        □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 200 mg/㎡ day 1  

CBDCA+VP-16療法（小細胞肺癌） ◆ CBDCA+VP-16療法（小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 エトポシド注射液 100 mg/㎡ day 1,2,3  

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

CDDP+CPT-11(SH)(小細胞肺癌) ◆ CDDP+CPT-11(SH)(小細胞肺癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 60 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 シスプラチン注射液 60 mg/㎡ day 1  

CDDP+CPT-11療法(小細胞肺癌) ◆ CDDP+CPT-11療法(小細胞肺癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 60 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 シスプラチン注射液 60 mg/㎡ day 1  

CDDP+ETP+Durvalumab（小細胞肺癌） ◆ CDDP+ETP+Durvalumab（小細胞肺癌）  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 エトポシド注射液 100 mg/㎡ day 1,2,3  

【静注】 シスプラチン注射液 80 mg/㎡ day 1  

【静注】 デュルバルマブ（遺伝子組換え）注射液 1500 mg/body day 1 体重30kg以下の場合は20mg/kg

CDDP+VP-16(SH)（小細胞肺癌) ◆ CDDP+VP-16(SH)（小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 エトポシド注射液 100 mg/㎡ day 1,2,3  

【静注】 シスプラチン注射液 80 mg/㎡ day 1  

Durvalumab維持療法(小細胞肺癌） ◆ Durvalumab維持療法(小細胞肺癌）  1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 デュルバルマブ（遺伝子組換え）注射液 1500 mg/body day 1 体重30kg以下の場合は20mg/kg

NGT（小細胞肺癌） ◆ NGT（小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ノギテカン塩酸塩注射用 1 mg/㎡ day 1,2,3,4,5  

肺癌　　　　　　　　　　　
CPT-11単剤療法(肺癌) ◆ CPT-11単剤療法(肺癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 100 mg/㎡ day 1,8,15  

weekly CPT-11(day1,8)（肺癌） ◆ weekly CPT-11(day1,8)（肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 100 mg/㎡ day 1,8  

weekly PTX（肺癌） ◆ weekly PTX（肺癌） 　 1コース 56日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15,22,29,36  

アムルビシン単剤療法(肺癌) ◆ アムルビシン単剤療法(肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 アムルビシン塩酸塩注射用 35-40 mg/㎡ day 1,2,3  

肺癌CBDCA+wPTX(肺癌) ◆ 肺癌CBDCA+wPTX(肺癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1,8,15  

非小細胞肺癌　　　　　　　　　　　
Abraxane単剤療法（非小細胞肺癌） ◆ Abraxane単剤療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 100 mg/㎡ day 1,8,15  

Atezo維持療法(CBDCA+nabPTX+Atezo)(非扁平非小細胞肺癌) ◆ Atezo維持療法(CBDCA+nabPTX+Atezo)(非扁平非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1200 mg/body day 1  

Avastin維持療法（非小細胞肺癌） ◆ Avastin維持療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

Bev+Atezolizumab維持療法(非扁平非小細胞肺癌) ◆ Bev+Atezolizumab維持療法(非扁平非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1200 mg/body day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

Bev+Nivo（維持療法)（非扁平非小細胞肺癌） ◆ Bev+Nivo（維持療法)（非扁平非小細胞肺癌）  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

CBDCA+Abraxane療法(非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+Abraxane療法(非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 100 mg/㎡ day 1,8,15  

CBDCA+GEM+Nivo(非小細胞肺癌(扁平上皮癌)) ◆ CBDCA+GEM+Nivo(非小細胞肺癌(扁平上皮癌))  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1  

CBDCA+GEM療法(CBDCA day1)(非小細胞肺癌) ◆ CBDCA+GEM療法(CBDCA day1)(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

CBDCA+MTA+Avastin療法（非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+MTA+Avastin療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  



CBDCA+MTA+Avastin療法（非小細胞肺癌）【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

CBDCA+MTA療法(AUC=6)(非小細胞肺癌) ◆ CBDCA+MTA療法(AUC=6)(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

CBDCA+nabPTX+Atezoｌizumab(非扁平非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+nabPTX+Atezoｌizumab(非扁平非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1200 mg/body day 1  

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 100 mg/㎡ day 1,8,15  

CBDCA+nabPTX+pembrolizumab（扁平非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+nabPTX+pembrolizumab（扁平非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 100 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 200 mg/body day 1  

CBDCA+PEM+Atezolizumab（非扁平非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+PEM+Atezolizumab（非扁平非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1200 mg/body day 1  

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

CBDCA+PEM+Gef（非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+PEM+Gef（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

【内服】 ゲフィチニブ 250 mg/body day 1-21  

CBDCA+PEM+Nivo(非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)) ◆ CBDCA+PEM+Nivo(非小細胞肺癌(非扁平上皮癌))  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

CBDCA+PEM+Pembrolizumab(非扁平非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+PEM+Pembrolizumab(非扁平非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 200 mg/body day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

CBDCA+PTX+Avastin療法（非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+PTX+Avastin療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 200 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

CBDCA+PTX+Bev+Atezolizumab（非扁平非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+PTX+Bev+Atezolizumab（非扁平非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1200 mg/body day 1  

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 200 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

CBDCA+PTX+Bev+Nivolumab（非扁平非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+PTX+Bev+Nivolumab（非扁平非小細胞肺癌）  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:6コース        □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 200 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

CBDCA+PTX+Pembro療法(非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+PTX+Pembro療法(非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 200 mg/㎡ day 1  

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 200 mg/body day 1  

CBDCA+PTX療法(CRT後)(非小細胞肺癌) ◆ CBDCA+PTX療法(CRT後)(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:2コース

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 200 mg/㎡ day 1  

CBDCA+PTX療法(非小細胞肺癌) ◆ CBDCA+PTX療法(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 200 mg/㎡ day 1  

CBDCA+S-1療法（非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+S-1療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 5 day 1  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-15朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

CBDCA+VNR療法（AUC=6)(非小細胞肺癌) ◆ CBDCA+VNR療法（AUC=6)(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 ビノレルビン酒石酸塩注射液 25 mg/㎡ day 1,8  

CBDCA+wPTX+Bev（非小細胞肺癌） ◆ CBDCA+wPTX+Bev（非小細胞肺癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:



CBDCA+wPTX+Bev（非小細胞肺癌）【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 70 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

CDDP+DOC(SH)（非小細胞肺癌） ◆ CDDP+DOC(SH)（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 シスプラチン注射液 80 mg/㎡ day 1  

【静注】 ドセタキセル注射液 60 mg/㎡ day 1  

CDDP+GEM(SH)(非小細胞肺癌） ◆ CDDP+GEM(SH)(非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 シスプラチン注射液 80 mg/㎡ day 1  

CDDP+GEM+Necitumumab(非小細胞肺癌) ◆ CDDP+GEM+Necitumumab(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1250 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 シスプラチン注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 ネシツムマブ（遺伝子組換え）注射液 800 mg/body day 1,8  

CDDP+GEM+Nivo(非小細胞肺癌(扁平上皮癌)) ◆ CDDP+GEM+Nivo(非小細胞肺癌(扁平上皮癌))  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1250 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 シスプラチン注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1  

CDDP+GEM療法(非小細胞肺癌) ◆ CDDP+GEM療法(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 シスプラチン注射液 80 mg/㎡ day 1  

CDDP+PEM(SH)(非小細胞肺癌） ◆ CDDP+PEM(SH)(非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 シスプラチン注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

CDDP+PEM+Atezolizumab(非扁平非小細胞肺癌） ◆ CDDP+PEM+Atezolizumab(非扁平非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1200 mg/body day 1  

【静注】 シスプラチン注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

CDDP+PEM+BEV(SH)(非小細胞肺癌） ◆ CDDP+PEM+BEV(SH)(非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 シスプラチン注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

CDDP+PEM+Nivo(非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)) ◆ CDDP+PEM+Nivo(非小細胞肺癌(非扁平上皮癌))  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 シスプラチン注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

CDDP+PEM+Pembro(非小細胞肺癌） ◆ CDDP+PEM+Pembro(非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4コース        □その他:

【静注】 シスプラチン注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 200 mg/body day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

CDDP+S-1(SH)(非小細胞肺癌） ◆ CDDP+S-1(SH)(非小細胞肺癌） 　 1コース 35日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 シスプラチン注射液 60 mg/㎡ day 8  

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1-21 ＜1.25㎡：80mg/日  1.25-1.5㎡：100mg/日、1.5㎡≦：120mg/日

CDDP+VNR(SH）（非小細胞肺癌） ◆ CDDP+VNR(SH）（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 シスプラチン注射液 80 mg/㎡ day 1  

【静注】 ビノレルビン酒石酸塩注射液 25 mg/㎡ day 1,8  

CDDP+VNR療法(術後、非小細胞肺癌) ◆ CDDP+VNR療法(術後、非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:4コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 シスプラチン注射液 80 mg/㎡ day 1  

【静注】 ビノレルビン酒石酸塩注射液 25 mg/㎡ day 1,8  

CDGP+DTX(肺扁平上皮癌） ◆ CDGP+DTX(肺扁平上皮癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:4～6コース     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 60 mg/㎡ day 1  

【静注】 ネダプラチン静注用 80-100 mg/㎡ day 1 Ccr≧60：100mg/㎡、40≦Ccr＜60：80mg/㎡

DTX+BEV療法（非小細胞肺癌） ◆ DTX+BEV療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 60 mg/㎡ day 1  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

DTX+RAM療法(非小細胞肺癌) ◆ DTX+RAM療法(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 60 mg/㎡ day 1  

【静注】 ラムシルマブ（遺伝子組換え）注射液 10 mg/kg day 1  

Durvalumab維持療法(非小細胞肺癌） ◆ Durvalumab維持療法(非小細胞肺癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               □進行再発:               ■その他:1年間

【静注】 デュルバルマブ（遺伝子組換え）注射液 10 mg/kg day 1  

Erlo+RAM併用療法(非小細胞肺癌） ◆ Erlo+RAM併用療法(非小細胞肺癌）  1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:



Erlo+RAM併用療法(非小細胞肺癌）【静注】 ラムシルマブ（遺伝子組換え）注射液 10 mg/kg day 1  

【内服】 エルロチニブ塩酸塩 150 mg/body day 1-14 朝食2時間後

Erlotinib+BEV療法（非小細胞肺癌） ◆ Erlotinib+BEV療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

【内服】 エルロチニブ塩酸塩 150 mg/body day 1-21 朝食2時間後 分1

Erlotinib+PEM療法(非小細胞肺癌） ◆ Erlotinib+PEM療法(非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

【内服】 エルロチニブ塩酸塩 150 mg/body day 2-16 朝食2時間後 分1

Gefitinib+PEM療法(非小細胞肺癌） ◆ Gefitinib+PEM療法(非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

【内服】 ゲフィチニブ 250 mg/body day 2-16 朝 分1

MTA+Avastin維持療法（非小細胞肺癌） ◆ MTA+Avastin維持療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

Necitumumab維持療法(非小細胞肺癌) ◆ Necitumumab維持療法(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ネシツムマブ（遺伝子組換え）注射液 800 mg/body day 1,8  

Nivo+IPI(Nivo q2w)(非小細胞肺癌) ◆ Nivo+IPI(Nivo q2w)(非小細胞肺癌)  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イピリムマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 240 mg/body day 1,15,29  

Nivo+IPI(Nivo q3w)(非小細胞肺癌) ◆ Nivo+IPI(Nivo q3w)(非小細胞肺癌)  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イピリムマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1,22  

Nivo+IPI+CBDCA+PEM(非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)) ◆ Nivo+IPI+CBDCA+PEM(非小細胞肺癌(非扁平上皮癌))  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:1コース        □その他:

【静注】 イピリムマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1,22  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1,22  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1,22  

Nivo+IPI+CBDCA+PTX(非小細胞肺癌(扁平上皮癌)) ◆ Nivo+IPI+CBDCA+PTX(非小細胞肺癌(扁平上皮癌))  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:1コース        □その他:

【静注】 イピリムマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1,22  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1,22  

【静注】 パクリタキセル注射液 200 mg/㎡ day 1,22  

Nivo+IPI+CDDP+PEM(非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)) ◆ Nivo+IPI+CDDP+PEM(非小細胞肺癌(非扁平上皮癌))  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:1コース        □その他:

【静注】 イピリムマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

【静注】 シスプラチン注射液 75 mg/㎡ day 1,22  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1,22  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1,22  

Nivo+IPI維持療法q2w(Nivo+IPI+chemo)(非小細胞肺癌) ◆ Nivo+IPI維持療法q2w(Nivo+IPI+chemo)(非小細胞肺癌)  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イピリムマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 240 mg/body day 1,15,29  

Nivo+IPI維持療法q3w(Nivo+IPI+chemo)(非小細胞肺癌) ◆ Nivo+IPI維持療法q3w(Nivo+IPI+chemo)(非小細胞肺癌)  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イピリムマブ（遺伝子組換え）注射液 1 mg/kg day 1  

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1,22  

Nivo維持療法q3w(非小細胞肺癌) ◆ Nivo維持療法q3w(非小細胞肺癌)  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1  

PEM+Atezolizumab維持療法（非扁平非小細胞肺癌） ◆ PEM+Atezolizumab維持療法（非扁平非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1200 mg/body day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

PEM+BEV療法（非小細胞肺癌） ◆ PEM+BEV療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 15 mg/kg day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

PEM+Nivo維持療法（非小細胞肺癌(非扁平上皮癌）) ◆ PEM+Nivo維持療法（非小細胞肺癌(非扁平上皮癌）)  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 360 mg/body day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

PEM+Pembro維持療法（非小細胞肺癌） ◆ PEM+Pembro維持療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 200 mg/body day 1  

【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

Pembro維持療法（非小細胞肺癌） ◆ Pembro維持療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 200 mg/body day 1  

アリムタ単剤療法(非小細胞肺癌) ◆ アリムタ単剤療法(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:



アリムタ単剤療法(非小細胞肺癌)【静注】 ペメトレキセドナトリウム水和物注射用 500 mg/㎡ day 1  

オプジーボ4週毎(非小細胞肺癌) ◆ オプジーボ4週毎(非小細胞肺癌)  1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 480 mg/body day 1  

オプジーボ療法（非小細胞肺癌） ◆ オプジーボ療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 14日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ニボルマブ（遺伝子組換え）注射液 240 mg/body day 1  

キイトルーダ6週毎（維持）（非小細胞肺癌） ◆ キイトルーダ6週毎（維持）（非小細胞肺癌）  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 400 mg/body day 1  

キイトルーダ6週毎（非小細胞肺癌） ◆ キイトルーダ6週毎（非小細胞肺癌）  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 400 mg/body day 1  

キイトルーダ療法（非小細胞肺癌） ◆ キイトルーダ療法（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 200 mg/body day 1  

ゲムシタビン単剤療法q3w(非小細胞肺癌) ◆ ゲムシタビン単剤療法q3w(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

ゲムシタビン単剤療法q4w(非小細胞肺癌) ◆ ゲムシタビン単剤療法q4w(非小細胞肺癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8,15  

テセントリク（非小細胞肺癌） ◆ テセントリク（非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 1200 mg/body day 1  

ドセタキセル単剤療法(非小細胞肺癌） ◆ ドセタキセル単剤療法(非小細胞肺癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 60 mg/㎡ day 1  

ナベルビン単剤療法q3w(非小細胞肺癌) ◆ ナベルビン単剤療法q3w(非小細胞肺癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ビノレルビン酒石酸塩注射液 25 mg/㎡ day 1,8  

ナベルビン単剤療法q4w(非小細胞肺癌) ◆ ナベルビン単剤療法q4w(非小細胞肺癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ビノレルビン酒石酸塩注射液 25 mg/㎡ day 1,8,15  

ネダプラチン単剤療法(非小細胞肺癌） ◆ ネダプラチン単剤療法(非小細胞肺癌） 　 1コース 21-28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ネダプラチン静注用 80-100 mg/㎡ day 1 Ccr≧60：100mg/㎡、40≦Ccr＜60：80mg/㎡


