
科 レジメン名称 １クール日数 最大回数 注意コメント 確認コメント　　　＊院内向けのコメントを含んでいます

乳腺外科 《乳癌》Eribulin+HER(継続) 21 ー
Eribulin:1.4mg/㎡(day1,8),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》Eribulin+HER(初回) 21 ー
Eribulin:1.4mg/㎡(day1,8),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科

《乳癌》

HP(HER/PER)+Eribulin(継

続)

21 ー

Eribulin:1.4mg/㎡(day1,8),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回

目以降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

乳腺外科

《乳癌》

HP(HER/PER)+Eribulin(初

回)

21 ー

Eribulin:1.4mg/㎡(day1,8),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回

目以降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

乳腺外科
《乳癌》

HP(HER/PER)+VNR(継続)
21 ー

VNR:25mg/㎡(day1,8),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回目以

降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

乳腺外科
《乳癌》

HP(HER/PER)+VNR(初回)
21 ー

VNR:25mg/㎡(day1,8),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回目以

降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

乳腺外科

《乳癌》

HP(HER/PER)+nabPTX(BS

A1.93以上)(継続)

21 ー

nabPTX:260mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回

目以降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

BSA1.93以上

nabPTX:特定生物由来製品

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

乳腺外科

《乳癌》

HP(HER/PER)+nabPTX(BS

A1.93以上)(初回)

21 ー

nabPTX:260mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回

目以降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

BSA1.93以上

nabPTX:特定生物由来製品

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

乳腺外科

《乳癌》

HP(HER/PER)+nabPTX(BS

A1.92まで)(継続)

21 ー

nabPTX:260mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回

目以降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

BSA1.92まで

nabPTX:特定生物由来製品

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

乳腺外科

《乳癌》

HP(HER/PER)+nabPTX(BS

A1.92まで)(初回)

21 ー

nabPTX:260mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回

目以降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

BSA1.92まで

nabPTX:特定生物由来製品

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

乳腺外科

《乳癌》ｸﾗｼｶﾙ

CMF(CPAp.o./MTX/5FU)【ｱ

ﾛｷｼ】

28 ー

【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】8mg(day2.3.9.10)(day4.11適宜),

【ｴﾝﾄﾞｻｷﾝ】(1日量)BSA<1.5:100mg,1.5≦:150mg(day1-14),

5FU:600mg/㎡(day1.8),MTX:40mg/㎡(day1.8)

1ｸｰﾙ:28日

【要処方】ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ

乳腺外科

《乳癌》ｸﾗｼｶﾙ

CMF(CPAp.o./MTX/5FU)【ｲ

ﾒﾝﾄﾞ】

28 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1.8),80mg(day2.3.9.10),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】4mg(day2.3.4.9.10.11適宜),

【ｴﾝﾄﾞｻｷﾝ】(1日量)BSA<1.5:100mg,1.5≦:150mg(day1-14),

5FU:600mg/㎡(day1.8),MTX:40mg/㎡(day1.8)

1ｸｰﾙ:28日

【要処方】ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ,ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜)

乳腺外科
《乳癌》AC(DXR/CPA)【ｲﾒﾝ

ﾄﾞ】
21 ー

"【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】8mg(day2.34.5適宜),

ADR:60mg/㎡(day1),CPA:600mg/㎡(day1)

1ｸｰﾙ:21日,

禁忌:他のｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系薬剤による前治療が限界量に達している場合,

ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ:25mg/kg,ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ:500mg/㎡,ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ:900mg/㎡,ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ:950mg/㎡,ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛ

ﾝ:160mg/㎡,ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ:120mg/㎡,ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ:600mg/body,ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD:2.3mg/日(分割投与0.5mg/

日)"

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜),

ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系の生涯投与量に注意

乳腺外科 《乳癌》T-DM1(ｶﾄﾞｻｲﾗ) 21 ー
T-DM1(ｶﾄﾞｻｲﾗ):3.6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

【減量の目安】

初回3.6mg/kg(100%)→3.0mg(83.3%)→2.4mg(66.7%)→中止

乳腺外科
《乳癌》

HP(HER/PER)+wPTX(継続)
21 ー

"【ﾚｽﾀﾐﾝ】10mg5T(day1,8,15),*経口不能時:ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ1A,

PTX:80mg/㎡(day1,8,15),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回目

以降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで"

"【要処方】ﾚｽﾀﾐﾝ

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで"

乳腺外科
《乳癌》

HP(HER/PER)+wPTX(初回)
21 ー

"【ﾚｽﾀﾐﾝ】10mg5T(day1,8,15),*経口不能時:ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ1A,

PTX:80mg/㎡(day1,8,15),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回目

以降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで"

"【要処方】ﾚｽﾀﾐﾝ

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで"

乳腺外科
《乳癌》

HP(HER/PER)+DOC(継続)
21 ー

DOC:75mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回目以

降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

乳腺外科
《乳癌》

HP(HER/PER)+DOC(初回)
21 ー

DOC:75mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),PER:初回840mg/body,2回目以

降420mg/body(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

*術前・術後薬物療法の場合,投与期間は12ヶ月まで

乳腺外科

《乳癌》

TC(DOC/CBDCA)+HER(継

続)【ｲﾒﾝﾄﾞ】

21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】4mg(day2.3.4適宜),

CBDCA(mg/body)=AUC(mg/ml/min)×(GFR+25),Calvert:GFR=Ccrと仮定,

DOC:75mg/㎡(day1),CBDCA:AUC6(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜),

 《ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ最大投与量》 AUC6 900mg/body

乳腺外科

《乳癌》

TC(DOC/CBDCA)+HER(初

回)【ｲﾒﾝﾄﾞ】

21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】4mg（day2.3.4適宜）,

CBDCA(mg/body)=AUC(mg/ml/min)×(GFR+25),Calvert:GFR=Ccrと仮定,

DOC:75mg/㎡(day1),CBDCA:AUC6(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜),

 《ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ最大投与量》 AUC6 900mg/body

乳腺外科 《乳癌》PTX+Bv 28 ー

【ﾚｽﾀﾐﾝ】10mg5T(day1,8,15),*経口不能時:ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ1A,

PTX:90mg/㎡(day1,8,15),Bv:10mg/kg(day1,15)

1ｸｰﾙ:28日

【要処方】ﾚｽﾀﾐﾝ

Bv:「尿蛋白測定」必要

乳腺外科 《乳癌》Eribulin 21 ー

CDDP:40mg/㎡(day1),THP:30mg/㎡(day1)

1ｸｰﾙ:28日

禁忌:他のｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系薬剤による前治療が限界量に達している場合,

ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ:25mg/kg,ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ:500mg/㎡,ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ:900mg/㎡,ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ:950mg/㎡,ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛ

ﾝ:160mg/㎡,ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ:120mg/㎡,ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ:600mg/body,ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD:2.3mg/日(分割投与0.5mg/

日),ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ:160mg/㎡,ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ:120mg/㎡,ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ:600mg/body,ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD:2.3mg/日(分割投

与0.5mg/日),

乳腺外科
《乳癌》nabPTX(BSA1.93以

上)+HER(継続)
21 ー

nabPTX:260mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

BSA1.93以上

nabPTX:特定生物由来製品

乳腺外科
《乳癌》nabPTX(BSA1.93以

上)+HER(初回)
21 ー

nabPTX:260mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

BSA1.93以上

nabPTX:特定生物由来製品

乳腺外科
《乳癌》nabPTX(BSA1.92ま

で)+HER(継続)
21 ー

nabPTX:260mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

BSA1.92まで

nabPTX:特定生物由来製品

乳腺外科
《乳癌》nabPTX(BSA1.92ま

で)+HER(初回)
21 ー

nabPTX:260mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

BSA1.92まで

nabPTX:特定生物由来製品

乳腺外科

《乳癌》

TC(DOC/CPA)+HER(継続)

【ｲﾒﾝﾄﾞ】

21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】4mg(day2.3.4適宜),

DOC:75mg/㎡(day1),CPA:600mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜)



乳腺外科

《乳癌》

TC(DOC/CPA)+HER(初回)

【ｲﾒﾝﾄﾞ】

21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】4mg(day2.3.4適宜),

DOC:75mg/㎡(day1),CPA:600mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜)

乳腺外科

《乳癌》

FEC100(5FU/EPI/CPA)+HE

R(継続)【ｲﾒﾝﾄﾞ】

21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】8mg(day2.3.4.5適宜),

5FU:500mg/㎡(day1),EPI:100mg/㎡(day1),CPA:500mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降

6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

禁忌:他のｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系薬剤による前治療が限界量に達している場合,

ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ:25mg/kg,ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ:500mg/㎡,ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ:900mg/㎡,ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ:950mg/㎡,ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛ

ﾝ:160mg/㎡,ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ:120mg/㎡,ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ:600mg/body,ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD:2.3mg/日(分割投与0.5mg/日)

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜),

ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系の生涯投与量に注意

乳腺外科

《乳癌》

FEC100(5FU/EPI/CPA)+HE

R(初回)【ｲﾒﾝﾄﾞ】

21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】8mg(day2.3.4.5適宜),

5FU:500mg/㎡(day1),EPI:100mg/㎡(day1),CPA:500mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降

6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

禁忌:他のｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系薬剤による前治療が限界量に達している場合,

ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ:25mg/kg,ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ:500mg/㎡,ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ:900mg/㎡,ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ:950mg/㎡,ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛ

ﾝ:160mg/㎡,ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ:120mg/㎡,ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ:600mg/body,ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD:2.3mg/日(分割投与0.5mg/日)

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜),

ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系の生涯投与量に注意

乳腺外科

《乳癌》

CMF(CPA/MTX/5FU)+HER(

継続)【ｲﾒﾝﾄﾞ】

21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2,3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】4mg(day2.3.4適宜),

5FU:600mg/㎡(day1),MTX:40mg/㎡(day1),CPA:600mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降

6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜)

乳腺外科

《乳癌》

CMF(CPA/MTX/5FU)+HER(

初回)【ｲﾒﾝﾄﾞ】

21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2,3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】4mg(day2.3.4適宜),

5FU:600mg/㎡(day1),MTX:40mg/㎡(day1),CPA:600mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降

6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜)

乳腺外科
《乳癌》nabPTX(BSA1.93以

上)
21 ー

"nabPTX:260mg/㎡(day1),

1ｸｰﾙ:21日"

BSA1.93以上

nabPTX:特定生物由来製品

乳腺外科
《乳癌》nabPTX(BSA1.92ま

で)
21 ー

nabPTX:260mg/㎡(day1),

1ｸｰﾙ:21日

BSA1.92まで

nabPTX:特定生物由来製品

乳腺外科 《乳癌》GEM+DOC 21 ー
GEM:1000mg/㎡(day1.8),DOC:75mg/㎡(day1),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》GEM+PTX 21 ー

【ﾚｽﾀﾐﾝ】10mg5T(day1),*経口不能時:ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ1A,

GEM:1200mg/㎡(day1.8),PTX:80mg/㎡(day1.8),

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ﾚｽﾀﾐﾝ

乳腺外科 《乳癌》GEM+wHER(継続) 21 ー
GEM:1250mg/㎡(day1,8), HER:初回4mg/kg,2回目以降2mg/kg(day1,8,15),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》GEM+wHER(初回) 21 ー
GEM:1250mg/㎡(day1,8), HER:初回4mg/kg,2回目以降2mg/kg(day1,8,15),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》GEM 14 ー
GEM:1250mg/㎡(day1.8), 

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》DOC+HER(継続) 21 ー
DOC:75mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》DOC+HER(初回) 21 ー
DOC:75mg/㎡(day1),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》CPT11【ｲﾒﾝﾄﾞ】 28 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】8mg(day2.3.4.9.10.11.16.17.18適宜),

CPT11:100mg/㎡(day1.8.15), 

1ｸｰﾙ:28日

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜)

乳腺外科
《乳癌》TC(DOC/CPA)【ｲﾒﾝ

ﾄﾞ】
21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】4mg(day2.3.4適宜),

DOC:75mg/㎡,CPA:600mg/㎡,

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜)

乳腺外科 《乳癌》TC(DOC/CPA) 21 ー

【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】8mg(day2.3),(day4適宜),

DOC:75mg/㎡,CPA:600mg/㎡,

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ

乳腺外科 《乳癌》HER(継続) 21 ー
HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》HER(初回) 21 ー
HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科

《乳癌》

FEC100(5FU/EPI/CPA)【ｲﾒﾝ

ﾄﾞ】

21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】8mg(day2.3.4.5適宜),

5FU:500mg/㎡,EPI:100mg/㎡,CPA:500mg/㎡,

1ｸｰﾙ:21日,

禁忌:他のｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系薬剤による前治療が限界量に達している場合,

ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ:25mg/kg,ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ:500mg/㎡,ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ:900mg/㎡,ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ:950mg/㎡,ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛ

ﾝ:160mg/㎡,ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ:120mg/㎡,ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ:600mg/body,ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD:2.3mg/日(分割投与0.5mg/日)

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜),

ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系の生涯投与量に注意

乳腺外科

《乳癌》

CMF(CPA/MTX/5FU)【ｲﾒﾝ

ﾄﾞ】

21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】4mg(day2.3.4適宜),

5FU:600mg/㎡(day1),MTX:40mg/㎡(day1),CPA:600mg/㎡(day1),

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜)

乳腺外科
《乳癌》EC(EPI/CPA)【ｲﾒﾝ

ﾄﾞ】
21 ー

【ｲﾒﾝﾄﾞ】125mg(day1),80mg(day2.3),【ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ】8mg(day2.3.4.5適宜),

EPI:90mg/㎡(day1),CPA:600mg/㎡(day1),

1ｸｰﾙ:21日,

禁忌:他のｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系薬剤による前治療が限界量に達している場合,

ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ:25mg/kg,ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ:500mg/㎡,ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ:900mg/㎡,ﾋﾟﾗﾙﾋﾞｼﾝ:950mg/㎡,ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛ

ﾝ:160mg/㎡,ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ:120mg/㎡,ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ:600mg/body,ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD:2.3mg/日(分割投与0.5mg/日)

【要処方】ｲﾒﾝﾄﾞ,ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ(適宜),

ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ系の生涯投与量に注意

乳腺外科 《乳癌》DOC 21 ー
DOC:75mg/㎡(day1),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》VNR+wHER(継続) 21 ー
VNR:25mg/㎡(day1,8),HER:初回4mg/kg,2回目以降2mg/kg(day1,8,15),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》VNR+wHER(初回) 21 ー
VNR:25mg/㎡(day1,8),HER:初回4mg/kg,2回目以降2mg/kg(day1,8,15),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科
☆血管外漏出(ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ

系)：ｻﾋﾞｰﾝ(患者限定)
3 ー

Eribulin:1.4mg/㎡(day1,8),

1ｸｰﾙ:21日

血管外漏出後6時間以内に可能な限り速やかに投与を開始し,投与2日

目3日目は投与1日目と同時刻に投与を開始する

中等度および高度腎機能障害のある患者(Cｃｒ:40mL/min未満)では,

投与量を通常の半量とする

★基本的に漏出部位の反対側から投与★

乳腺外科 《乳癌》weekly HER(継続) 7 ー
HER:初回4mg/kg,2回目以降2mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:7日

乳腺外科 《乳癌》weekly HER(初回) 7 ー
HER:初回4mg/kg,2回目以降2mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:7日

乳腺外科 《乳癌》VNR 28 ー
VNR:25mg/㎡(day1.8),

1ｸｰﾙ:21日

乳腺外科 《乳癌》新PTX 7 ー

(day1)血管外漏出後6hr以内:1000mg/㎡,(day2)day1と同時刻に:1000mg/㎡,MAX2000mg,

(day3)day1とほぼ同時刻に:500mg/㎡,MAX1000mg,

*Ccr:40mL/min未満は50%減量

【要処方】ﾚｽﾀﾐﾝ

乳腺外科 《乳癌》PTX+HER(継続) 21 ー

【ﾚｽﾀﾐﾝ】10mg5T(day1,8,15),*経口不能時:ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ1A,

PTX:80mg/㎡(day1,8,15),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ﾚｽﾀﾐﾝ

乳腺外科 《乳癌》PTX+HER(初回) 21 ー

【ﾚｽﾀﾐﾝ】10mg5T(day1,8,15),*経口不能時:ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ1A,

PTX:80mg/㎡(day1,8,15),HER:初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:21日

【要処方】ﾚｽﾀﾐﾝ

乳腺外科 《乳癌》wPTX+wHER(継続) 7 ー

【ﾚｽﾀﾐﾝ】10mg5T(day1),*経口不能時:ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ1A,

PTX:80mg/㎡(day1),HER:初回4mg/kg,2回目以降2mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:7日

【要処方】ﾚｽﾀﾐﾝ



乳腺外科 《乳癌》wPTX+wHER(初回) 7 ー

【ﾚｽﾀﾐﾝ】10mg5T(day1),*経口不能時:ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ1A,

PTX:80mg/㎡(day1),HER:初回4mg/kg,2回目以降2mg/kg(day1),

1ｸｰﾙ:7日

【要処方】ﾚｽﾀﾐﾝ


