
※無断使用・無断転載禁止

レジメン名 一般名 投与量 投与日 1クール 催吐リスク分類

AC
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ

DXR：60mg/㎡
CPA：600mg/㎡

d1

d1
21日間 高度

CAF

ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ

DXR：50mg/㎡
CPA：500mg/㎡
5-FU：500mg/㎡

d1

d1

d1

21日間 高度

CEF

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ

EPI：60mg/㎡
5-FU：500mg/㎡
CPA：100mg　po

d1.8

d1.8

d1-14

28日間 高度

DTX ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ DTX：70mg/㎡ d1 21日間 軽度

EC
ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ

EPI：90mg/㎡
CPA：600mg/㎡

d1

d1
21日間 高度

FEC

ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ

EPI：100mg/㎡
CPA：500mg/㎡
5-FU：500mg/㎡

d1

d1

d1

21日間 高度

TAC

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ

DOC：75mg/㎡
DXR：50mg/㎡
CPA：500mg/㎡

d1

d1

d1

21日間 高度

TC
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ

DOC：75mg/㎡
CPA：600mg/㎡

d1

d1
21日間 中等度

TCH 1回目
TCH 2回目以降

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

H：（初回）8mg/kg
　（2回目以降）6mg/kg

DOC：75mg/㎡
CBDCA：AUC6

d1

d1

d1

21日間
中等度

（高度に準ず
る）

weeklyPTX ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ PTX：100mg/㎡ d1 7日間 軽度

クラシカルCMF

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ
ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ

MTX：40mg/㎡
5-FU：600mg/㎡

CPA：（1.5㎡未満）100mg
　　　　　　（1.5㎡以上）150mg　po

d1.8

d1.8

d1-14
28日間 中等度

トラスツズマブ(術後3週毎) 1回目
トラスツズマブ(術後3週毎) 2回目以降
トラスツズマブ(術後3週毎) 2回目以降(ﾎﾟﾗﾗﾐﾝあり）

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ
H：（初回）8mg/kg

　　　　　　（2回目以降）6mg/kg
d1 21日間 最小度

トラスツズマブ(術後毎週) 1回目
トラスツズマブ(術後毎週) 2回目以降

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ
H：（初回）4mg/kg

　　　　　　（2回目以降）2mg/kg
d1 7日間 最小度

トラスツズマブ+DTX（術後） 1回目
トラスツズマブ+DTX（術後） 2回目以降
トラスツズマブ+DTX（術後） 2回目以降（ﾎﾟﾗﾗﾐﾝあり）

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ

DOC：70mg/㎡
H：（初回）8mg/kg

　　　　　　（2回目以降）6mg/kg
d1 21日間 軽度

トラスツズマブ+PTX 1回目
トラスツズマブ+PTX 2回目以降

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ

PTX：100mg/㎡
H：（初回）4mg/kg

　　　　　　（2回目以降）2mg/kg
d1 7日間 軽度

レジメン名 一般名 投与量 投与日 1クール 催吐リスク分類

Bmab+PTX
ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ

Bmab：10mg/kg
PTX：90mg/㎡

d1.15

d1.8.15
28日間 軽度

GEM ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ GEM：1250mg/㎡ ｄ1.8 21日間 軽度

HAL ｴﾘﾌﾞﾘﾝ HAL：1.4mg/㎡ d1.8 21日間 軽度

TDM-1
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ　ｴﾑﾀﾝ
ｼﾝ

TDM-1：3.6mg/kg d1 21日間 最小度

VNB

VNB（iv）
ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ VNR：25mg/㎡ d1.8 21日間 最小度

nab-PTX
ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型
　　　　ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ

nab-PTX：260mg/㎡ d1 21日間 軽度

アテゾリズマブ+nabPTX　1コース目
アテゾリズマブ+nabPTX　2コース目以降

ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ
ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型
　　　　ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ

ﾃｾﾝﾄﾘｸ：840mg
nab-PTX：100mg/㎡

d1.15

d1.8.15
21日間 軽度

トラスツズマブ(3週毎) 1回目
トラスツズマブ(3週毎) 2回目以降
トラスツズマブ(3週毎) 2回目以降(ﾎﾟﾗﾗﾐﾝあり）

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ
H：（初回）8mg/kg

　　　　　　（2回目以降）6mg/kg
d1 21日間 最小度

トラスツズマブ(毎週) 1回目
トラスツズマブ(毎週) 2回目以降

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ
H：（初回）4mg/kg

　　　　　　（2回目以降）2mg/kg
d1 7日間 最小度

3.乳癌
3-1 術後補助化学療法

3-2　再発・転移・切除不能
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トラスツズマブ+DTX 1回目
トラスツズマブ+DTX 2回目以降

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ

DTX：70mg/㎡
H：（初回）8mg/kg

　　　　　　（2回目以降）6mg/kg
d1 21日間 軽度

トラスツズマブ+PTX+CBDCA 1回目
トラスツズマブ+PTX+CBDCA 2回目以降

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ

PTX：175mg/㎡
CBDCA：AUC6

H：（初回）8mg/kg
　　　　　　（2回目以降）6mg/kg

d1 21日間 軽度

トラスツズマブ+VNB 1コース目
トラスツズマブ+VNB 2コース目以降

ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ
ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ

VNR：25mg/㎡
H：（初回）4mg/kg

　　　　　　（2回目以降）2mg/kg

d1.8

d1.8.15
21日間 最小度

トラスツズマブ+ペルツズマブ+DTX 初回
トラスツズマブ+ペルツズマブ+DTX 2回目以降

ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ

P：（初回）840mg/body
　　　（2回目以降）420mg/body

H：（初回）8mg/kg
　　　　　　（2回目以降）6mg/kg

DTX：75mg/㎡

d1

d1

d1

21日間 軽度

3-3　ホルモン療法
レジメン名 一般名 投与量 投与日 1クール 催吐リスク分類

フルベストラント1回目、2回目
フルベストラント3回目以降

ﾌﾙﾍﾞｽﾄﾗﾝﾄ 500mg
d1.15.22

以降4週毎
- -

注射用リュープロレリン塩酸塩22.5mg ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ塩酸塩 22.5mg d1 6ヶ月 -
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