
薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15
ドキソルビシン DIV 60mg/m2 ↓
シクロホスファミド DIV 600mg/m2 ↓

★ドキソルビシンによる吐き気・心機能障害などに注意。尿が赤くなることがあります。
★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

AC
 ドキソルビシン                        60mg/m2     点滴静注（Day1）
 シクロホスファミド                  600mg/m2   点滴静注（Day1）
 3週間毎   ＊4コース



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15 Day22
アテゾリズマブ DIV 840mg/body ↓ ↓
パクリタキセル（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型） DIV 100mg/m2 ↓ ↓ ↓

★アテゾリズマブは免疫チェックポイント阻害剤のため、irAEに注意する。
★パクリタキセル（アルブミン懸濁型）は血液製剤（アルブミン製剤）であることに注意。
  ※2022年4月現在納品難しい状況が続いている

Atezo+Nab-PTX
 アテゾリズマブ                            840mg/body   点滴静注（Day1、15）
 パクリタキセル（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型） 100mg/m2     点滴静注（Day1、8、15）
 4週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15 Day22
ベバシズマブ DIV 10mg/kg ↓ ↓
パクリタキセル DIV 90mg/m2 ↓ ↓ ↓

★ベバシズマブは血管新生阻害剤のため、出血・創傷治癒遅延・血栓・蛋白尿など注意。
★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。

Bmab+PTX
 ベバシズマブ                         10mg/kg    点滴静注（Day1、15）
 パクリタキセル                      90mg/m2    点滴静注（Day1、8，15）
 4週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15 Day22
カペシタビン PO 1657mg/m2/日 → → →

トラスツズマブ DIV
 【初回】4mg/kg
 【2回目以降】2mg/kg

↓ ↓ ↓ ↓

★カペシタビンによる手足症候群に注意。
★トラスツズマブによる心機能障害に注意。

Cap+T-mab
 カペシタビン                   1657mg/m2/日         経⼝投与（Day1⼣〜Day22朝）
 トラスツズマブ              【初回】4mg/kg
                      【2回目以降】2mg/kg 点滴静注（Day1、8、15、22）
 4週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15 Day22
シクロホスファミド DIV 600mg/m2 ↓ ↓
メトトレキサート DIV 40mg/m2 ↓ ↓
5-フルオロウラシル DIV 600mg/m2 ↓ ↓

★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

CMF
 シクロホスファミド                  600mg/m2    点滴静注（Day1、8）
 メトトレキサート                     40mg/m2      点滴静注（Day1、8）
 5-フルオロウラシル                   600mg/m2    点滴静注（Day1、8）
 4週間毎       ＊6コース



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15
ドセタキセル DIV 60mg/m2 ↓

★ ドセタキセルによる浮腫・手足症候群などに注意

DTX
 ドセタキセル                           60mg/m2    点滴静注（Day1）
  3週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15
エピルビシン DIV 85mg/m2 ↓
シクロホスファミド DIV 600mg/m2 ↓

★エピルビシンによる吐き気・心機能障害などに注意。尿が赤くなる。
★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

EC
 エピルビシン         85mg/m2     点滴静注（Day1）
 シクロホスファミド      600mg/m2   点滴静注（Day1）
 3週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15
ゲムシタビン DIV 1250mg/m2 ↓ ↓
パクリタキセル DIV 175mg/m2 ↓

★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。
★胸部への放射線療法・間質性肺炎・肺線維症がある患者には禁忌。

GEM+PTX
 ゲムシタビン                    1250mg/m2     点滴静注（Day1、8）
 パクリタキセル                 175mg/m2       点滴静注（Day1）
 3週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15
ゲムシタビン DIV 1000mg/m2 ↓ ↓
パクリタキセル DIV 100mg/m2 ↓ ↓

★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。
★胸部への放射線療法・間質性肺炎・肺線維症がある患者には禁忌。

GEM+weeklyPTX
 ゲムシタビン                       1000mg/m2  点滴静注（Day1、8）
 パクリタキセル                    100mg/m2     点滴静注（Day1、8）
 3週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15
エリブリン DIV 1.4mg/m2 ↓ ↓

★アルコール過敏の患者には注意。
★吐き気・脱毛・⼝内炎・末梢神経傷害に注意。

HAL
エリブリン                          1.4mg/m2       点滴静注（Day1、8）
3週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15
パクリタキセル（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型） DIV 260mg/m2 ↓

★ 血液製剤（アルブミン製剤）であることに注意
  2022年4月現在納品難しい状況が続いている

Nab-PTX単独
 パクリタキセル（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型）     260mg/m2   点滴静注（Day1）
 3週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15
トラスツズマブエムタンシン DIV 3.6mg/kg ↓

★間質性肺炎など肺臓炎に注意。

T-DM1
 トラスツズマブエムタンシン            3.6mg/kg   点滴静注（Day1）
  3週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15

トラスツズマブ DIV
 【初回】8mg/kg
 【2回目以降】6mg/kg

↓

ドセタキセル DIV 60mg/m2 ↓

★トラスツズマブによる心機能障害に注意。
★ドセタキセルによる浮腫・手足症候群などに注意

T-mab+DTX
 トラスツズマブ                【初回】8mg/kg               点滴静注（Day1）
                       【2回目以降】6mg/kg 
 ドセタキセル                     60mg/m2                      点滴静注（Day1）
 3週間毎    ＊4コース



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15

ペルツズマブ DIV
【初回】840mg/body
【2回目以降】420mg/body

↓

トラスツズマブ DIV
 【初回】8mg/kg
 【2回目以降】6mg/kg

↓

ドセタキセル DIV 60mg/m2 ↓

★トラスツズマブによる心機能障害に注意。
★ドセタキセルによる浮腫・手足症候群などに注意

  3週間毎

T-mab+ペルツズマブ+DTX併用
 ペルツズマブ           【初回】840mg/body     点滴静注（Day1）
                    【2回目以降】420mg/body 
 トラスツズマブ        【初回】8mg/kg       点滴静注（Day1）
                  【2回目以降】6mg/kg 
 ドセタキセル                 60mg/m2 点滴静注（Day1）



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15

トラスツズマブ DIV
 【初回】8mg/kg
 【2回目以降】6mg/kg

↓

★トラスツズマブによる心機能障害に注意。

T-mab
トラスツズマブ                   【初回】8mg/kg                 点滴静注（Day1）
                          【2回目以降】6mg/kg 
3週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15
ドセタキセル DIV 75mg/m2 ↓
シクロホスファミド DIV 600mg/m2 ↓

★ドセタキセルによる浮腫・手足症候群などに注意
★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

TC
 ドセタキセル                      75mg/m2     点滴静注（Day1）
 シクロホスファミド            600mg/m2    点滴静注（Day1）
  3週間毎 ＊4コース



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15 Day22
パクリタキセル DIV 80mg/m2 ↓ ↓ ↓

トラスツズマブ DIV
【初回】4mg/kg
【2回目以降】2mg/kg

↓ ↓ ↓ ↓

★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。
★トラスツズマブによる心機能障害に注意。

weeklyPTX+weeklyT-mab
 パクリタキセル                  80mg/m2                  点滴静注（Day1、8、15）
 トラスツズマブ                【初回】4mg/kg
                        【2回目以降】2mg/kg 点滴静注（Day1、8、15、22）
  4週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15 Day22
パクリタキセル DIV 80mg/m2 ↓ ↓ ↓ ↓

★パクリタキセルはアルコール含有していることに注意。

weeklyPTX
 パクリタキセル                      80mg/m2      点滴静注（Day1）
 1週間毎   ＊12コース



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15 Day22

トラスツズマブ DIV
【初回】4mg/kg
【2回目以降】2mg/kg

↓ ↓ ↓ ↓

★トラスツズマブによる心機能障害に注意。

weekly T-mab
 トラスツズマブ           【初回】4mg/kg               点滴静注
                     【2回目以降】2mg/kg
 1週間毎



薬剤名 投与方法 標準投与量 Day1 Day8 Day15
カペシタビン PO 2400mg/body/日 → →
シクロホスファミド PO 100mg/body/日 → →

★カペシタビンによる手足症候群に注意。
★シクロホスファミドによる出血性膀胱炎に注意。

XC
 カペシタビン                         2400mg/body/日 経⼝投与（Day1〜Day14）
 シクロホスファミド               100mg/body/日   経⼝投与（Day1〜Day14）
 3週間毎


