
乳がん

レジメン名
薬剤名（一般名）
〈斜体：内服薬〉 投与日

初回 4 ㎎/㎏

2回目～ 2 ㎎/㎏

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

3 《3wDOC》ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ ドセタキセル 75 ㎎/㎡ day1 21 日

4 《wPTX》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ パクリタキセル 80 ㎎/㎡ day1･8･15 28 日

5 《2wPTX》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ パクリタキセル 120 ㎎/㎡ day1 14 日

6 《3wPTX》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ パクリタキセル 175 ㎎/㎡ day1 21 日

パクリタキセル 90 ㎎/㎡ day1･8･15

ベバシズマブ 10 ㎎/㎏ day1･15

8 《wVNR》ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ ビノレルビン 25 ㎎/㎡ day1･8 21 日

9 《2wVNR》ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ ビノレルビン 25 ㎎/㎡ day1 14 日

10 《ﾊﾗｳﾞｪﾝ》ｴﾘﾌﾞﾘﾝ エリブリン 1.4 ㎎/㎡ day1･8 21 日

11 《3wnab-PTX》nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ アルブミン懸濁型パクリタキセル 260 ㎎/㎡ day1 21 日

エピルビシン 100 ㎎/㎡ day1

フルオロウラシル 500 ㎎/㎡ day1

シクロフォスファミド 500 ㎎/㎡ day1

シクロフォスファミド 600 ㎎/㎡ day1

ドセタキセル 75 ㎎/㎡ day1

パクリタキセル 80 ㎎/㎡ day1･8･15

初回 4 ㎎/㎏

2回目～ 2 ㎎/㎏

ビノレルビン 25 ㎎/㎡ day1･8

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

ビノレルビン 25 ㎎/㎡ day1･8

初回 4 ㎎/㎏

2回目～ 2 ㎎/㎏

ドセタキセル 75 ㎎/㎡ day1

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

初回 840 ㎎/body

2回目～ 420 ㎎/body

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

19 《3wｶﾄﾞｻｲﾗ》ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ　ｴﾑﾀﾝｼﾝ トラスツズマブ エムタンシン 3.6 ㎎/㎏ day1 21 日

初回 840 ㎎/body

2回目～ 420 ㎎/body

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

ドセタキセル 75 ㎎/㎡ day1
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日
《3wﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+HER》
ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ

《3wﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+HER+DOC》
ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ

21 日

ペルツズマブ

トラスツズマブ

day1

day1

ペルツズマブ

トラスツズマブ

day1

day1

21

21 日
トラスツズマブ

《3wTC》ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 21 日

トラスツズマブ
《wVNR+wHER》ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 21 日

《wVNR+3wHER》ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 21 日
トラスツズマブ day1

day1･8･15

トラスツズマブ day1･8･15･22
28 日《PTX+wHER》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ

更新日：2021年12月
北信総合病院薬剤部

投与量
投与
間隔

《wHER》ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ トラスツズマブ

《2wBEV+PTX》ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ 28 日

《FEC100》5-FU+ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ+ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 21 日

1 7 日

トラスツズマブ《3wHER》ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 21 日2

day1

day1

day1
《3wDOC+3wHER》ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ



初回 840 ㎎/body

2回目～ 420 ㎎/body

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

ビノレルビン 25 ㎎/㎡ day1･8

エリブリン 1.4 ㎎/㎡ day1･8

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

エリブリン 1.4 ㎎/㎡ day1･8

初回 4 ㎎/㎏

2回目～ 2 ㎎/㎏

24 《3wGEM(day1,8)》ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ ゲムシタビン 1250 ㎎/㎡ day1･8 21 日

初回 840 ㎎/body

2回目～ 420 ㎎/body

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

パクリタキセル 80 ㎎/㎡ day1･8･15

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

シクロフォスファミド 600 ㎎/㎡ day1

ドセタキセル 75 ㎎/㎡ day1

ドキソルビシン 60 ㎎/㎡ day1

シクロフォスファミド 600 ㎎/㎡ day1

ドキソルビシン 50 ㎎/㎡ day1

シクロフォスファミド 500 ㎎/㎡ day1

ドセタキセル 75 ㎎/㎡ day1

アテゾリズマブ 840 ㎎/body day1･15

アルブミン懸濁型パクリタキセル 100 ㎎/㎡ day1･8･15

初回 840 ㎎/body

2回目～ 420 ㎎/body

初回 8 ㎎/㎏

2回目～ 6 ㎎/㎏

エリブリン 1.4 ㎎/㎡ day1･8

31 《3wｴﾝﾊｰﾂ》ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ　ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ トラスツズマブ デルクステカン 5.4 ㎎/㎏ day1 21 日

ゲムシタビン 1000 ㎎/㎡ day1･8

カルボプラチン AUC= 2 day1･8

ペムブロリズマブ 200 ㎎/body day1

ゲムシタビン 1000 ㎎/㎡ day1･8

カルボプラチン AUC= 2 day1･8

34 《3wｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(化学療法併用)》ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞペムブロリズマブ 200 ㎎/body day1 21 日

35 《wPTX(ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ併用)》ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ パクリタキセル 90 ㎎/㎡ day1･8･15 28 日

36 《wnab-PTX(ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ併用)》nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ アルブミン懸濁型パクリタキセル 100 ㎎/㎡ day1･8･15 28 日

エピルビシン 100 ㎎/㎡ day1

シクロフォスファミド 600 ㎎/㎡ day1

29

30

21 日

23

26

27

28

《2wﾃｾﾝﾄﾘｸ+wnab-PTX》
ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ+nab-ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ

28 日

《3wﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+HER+ﾊﾗｳﾞｪﾝ》
ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ｴﾘﾌﾞﾘﾝ

ペルツズマブ

トラスツズマブ

day1

day1
21 日

《2wdose-denseAC》
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ+ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ

14 日

《3wTAC》
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

21 日

21

22

トラスツズマブ day1
《3wDOC+CPA+HER》
ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ

21 日

《3wﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+HER+wPTX》
ﾍﾞﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ

day1

day1

ペルツズマブ

トラスツズマブ

トラスツズマブ day1･8･15
《ﾊﾗｳﾞｪﾝ+wHER》ｴﾘﾌﾞﾘﾝ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 21 日

21 日

《ﾊﾗｳﾞｪﾝ+3wHER》ｴﾘﾌﾞﾘﾝ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ
トラスツズマブ day1

21 日

《3wﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+HER+VNR》
ﾍﾞﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ

ペルツズマブ

トラスツズマブ

day1

day1

25

37 《3wEC》ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ+ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 21 日

32
《3wGEM+CBDCA》
ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

21 日

33
《3wｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+GEM+CBDCA》
ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ

21 日


