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L-003 CBDCA+GEM療法 カルボプラチン(5AUC)

ジェムザール(1000mg/㎡)

21日 非小細胞肺癌 進行・再発

L-007 CBDCA+VP16療法 カルボプラチン(6AUC)

ベプシド(100mg/㎡)

28日 小細胞肺癌 進行・再発

L-008 PE療法 シスプラチン(80mg/㎡)

ベプシド(100mg/㎡)

21～28日 小細胞肺癌・胸腺腫*・胸腺癌* 進行・再発

L-009 IP(60/60)療法(SCLC) シスプラチン(60mg/㎡)

イリノテカン(60mg/㎡)

28日 小細胞肺癌 進行・再発

L-011 CDDP+GEM療法(21日間) シスプラチン(80mg/㎡)

ジェムザール(1000mg/㎡)

21日 非小細胞肺癌・悪性胸膜中皮腫* 進行・再発

L-013 CDDP+VNR療法 シスプラチン(80mg/㎡)

ロゼウス(25mg/㎡)

21日 非小細胞肺癌 進行・再発/stageⅡ-ⅢA期の術後症

例

L-018 CDDP+VP16放射線併用療法 シスプラチン(80mg/㎡)

ベプシド(100mg/㎡)

28日 小細胞肺癌 限局型

L-020 CBDCA+VP16(5/80)放射線併用療法 カルボプラチン(5AUC)

ベプシド(80mg/㎡)

28日 小細胞肺癌 限局型・進展型

L-026 CDDP+S1放射線併用療法 シスプラチン(60mg/㎡)

エスワン配合OD錠(80mg/㎡)

28日 非小細胞肺癌 局所進行型/放射線併用

L-028 イレッサ療法 イレッサ錠(250mg/body) 非小細胞肺癌 進行・再発

L-029 タルセバ療法 タルセバ錠(150mg/body) 非小細胞肺癌 切除不能な再発・進行

L-030 ペメトレキセド療法 アリムタ(500mg/㎡) 21日 悪性胸膜中皮腫・非小細胞肺癌 悪性胸膜中皮腫（初発・再発）/非小

細胞肺癌（進行・再発）

L-031 CDDP+アリムタ療法 アリムタ(500mg/㎡)

シスプラチン(75mg/㎡)

21日 悪性胸膜中皮腫・非小細胞肺癌 悪性胸膜中皮腫（初発・再発）/非小

細胞肺癌（進行・再発）

L-037 CBDCA+PEM(5/500)療法 カルボプラチン(5AUC)

アリムタ(500mg/㎡)

21日 非小細胞肺癌 進行・再発

L-038 CBDCA+PEM(6/500)療法 カルボプラチン(6AUC)

アリムタ(500mg/㎡)

21日 非小細胞肺癌 進行・再発

L-042 アバスチン維持療法 アバスチン(15mg/kg) 21日 非小細胞肺癌 進行・再発

L-044 CBDCA+S1療法 カルボプラチン(5AUC)

エスワン配合OD錠（80mg～120mg/body)

21日 非小細胞肺癌 進行・再発
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L-046 ザーコリ療法 ザーコリカプセル(500mg/body) 非小細胞肺癌 切除不能/進行・再発

L-047 CBDCA+weeklyアブラキサン療法 カルボプラチン(6AUC)

アブラキサン(100mg/㎡)

21日 非小細胞肺癌 進行・再発

L-048 イレッサ+PEM療法 イレッサ錠(250mg/body)

アリムタ(500mg/㎡)

21日 非小細胞肺癌 進行・再発

L-049 ジオトリフ療法 ジオトリフ錠(40mg/body) 非小細胞肺癌 切除不能または再発

L-052 タルセバ+アバスチン(15)療法 タルセバ錠(150mg/body)

アバスチン(15mg/kg)

21日 非小細胞肺癌(扁平上皮癌以外) 進行・再発

L-053 アレセンサ療法 アレセンサカプセル(600mg/body) 非小細胞肺癌 切除不能/進行・再発

L-059 NDP+DOC療法 アクプラ(100mg/㎡)

ドセタキセル(60mg/㎡)

21日 非小細胞肺癌(扁平上皮癌) 進行・再発

L-060 オプジーボ療法 オプジーボ(240mg/body) 14日 非小細胞肺癌 切除不能/進行・再発（化学療法既治

療例）

L-061 タグリッソ療法 タグリッソ錠(80mg/body) 非小細胞肺癌 手術不能または再発例

L-062 DOC+サイラムザ療法 サイラムザ(10mg/kg)

ドセタキセル(60mg/㎡)

21日 非小細胞肺癌 切除不能/進行・再発

L-063 weekly アブラキサン療法 アブラキサン(100mg/㎡) 21日 非小細胞肺癌 二次治療以降の進行・再発

L-064 CBDCA+weekly PTX+アバスチン(15)

療法

カルボプラチン(6AUC)

パクリタキセル(80mg/㎡)

アバスチン(15mg/kg)

28日 非小細胞肺癌(扁平上皮癌以外) 進行・再発

L-065 キイトルーダ療法 キイトルーダ(200mg/body) 21日 非小細胞肺癌 切除不能/進行・再発

1次治療：PD-L1高発現

2次治療以降：PD-L1陽性

L-068 テセントリク療法 テセントリク(1200mg/body) 21日 非小細胞肺癌 切除不能/進行・再発(2次治療以降)

L-069 ジカディア療法 ジカディアカプセル(450mg/body) ALK遺伝子陽性非小細胞肺癌 切除不能

進行・再発

L-070 イミフィンジ療法 イミフィンジ(10mg/kg) 14日 非小細胞肺癌 切除不能な局所進行例(stageⅢ)

L-071 ローブレナ療法 ローブレナ(100mg/body) 非小細胞肺癌 切除不能な進行・再発

SL-039 CDDP+VNR(40/25)療法 シスプラチン(40mg/㎡)

ロゼウス(25mg/㎡)

21日 非小細胞肺癌 術後補助療法
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SL-040 PEM+アバスチン(15)療法 アリムタ(500mg/㎡)

アバスチン(15mg/kg)

21日 非小細胞肺癌(扁平上皮癌以外) 二次治療以降の治癒切除不能な進行

・再発

SL-043 アムルビシン療法(40) カルセド(40mg/㎡) 21日 小細胞肺癌・非小細胞肺癌 二次治療以降の進行・再発

SL-045 CBDCA+PEM+アバスチン(15)療法 カルボプラチン(6AUC)

アリムタ(500mg/㎡)

アバスチン(15mg/kg)

21日 非小細胞肺癌(扁平上皮癌以外) 治癒切除不能な進行・再発

SL-047 CDDP+PEM+アバスチン(15)療法 シスプラチン(75mg/㎡)

アリムタ(500mg/㎡)

アバスチン(15mg/kg)

21日 非小細胞肺癌(扁平上皮癌以外) 治癒切除不能な進行・再発

Z-902 triweekly ドセタキセル(60)療法 ドセタキセル(60mg/㎡) 21日 非小細胞肺癌 進行・再発

Z-903 weekly イリノテカン療法 イリノテカン(100mg/㎡) 28日 小細胞肺癌・非小細胞肺癌 進行・再発

Z-904 ゲムシタビン療法 ジェムザール(1000mg/㎡) 28日 非小細胞肺癌 進行・再発

Z-905 ビノレルビン療法 ロゼウス(25mg/㎡) 21日 非小細胞肺癌 進行・再発

Z-906 weekly パクリタキセル療法 パクリタキセル(80mg/㎡) 28日 非小細胞肺癌 進行・再発

Z-907 CBDCA+weekly PTX療法 カルボプラチン(5～6AUC)

パクリタキセル(70～80mg/㎡)

28日 非小細胞肺癌 進行・再発/術後補助療法

Z-908 weekly CBDCA+ PTX放射線併用療法 カルボプラチン(1.5AUC)

パクリタキセル(30mg/㎡)

42日 非小細胞肺癌 局所進行型/放射線併用

Z-915 エスワン療法 エスワン配合OD錠(80mg/㎡) 42日 非小細胞肺癌 進行・再発

Z-937 ユーエフティ療法 ユーエフティカプセル(300～600mg/body) 肺癌


