
がん種 レジメン名 レジメン内容 インターバル 注意事項

乳癌 1 AC
ドキソルビシン 60mg/m2 (10分) day1
エンドキサン 600mg/m2 (30分) day1

21日

乳癌 2 FEC100
エピルビシン 100mg/m2 (10分) day1
フルオロウラシル 500mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 500mg/m2 (30分) day1

21日

乳癌 3 FEC75
エピルビシン 75mg/m2 (10分) day1
フルオロウラシル 500mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 500mg/m2 (30分) day1

21日

乳癌 4 FEC50
エピルビシン 50mg/m2 (10分) day1
フルオロウラシル 500mg/m2 (30分) day1
エンドキサン 500mg/m2 (30分) day1

21日

乳癌 5 TC
ドセタキセル 60-75mg/m2 (1時間) day1
エンドキサン 600mg/m2 (1時間) day1

21日

乳癌 6 CMF
メソトレキセート 40mg/m2 (30分) day1,8
フルオロウラシル 500mg/m2 (30分) day1,8
エンドキサン内服　100mg/body　day1-14

28日

乳癌 7 DOC ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1 21日

乳癌 8 DOC weekly ドセタキセル 35mg/m2 (1時間) day1,8,15 28日

乳癌 9 PAC weekly パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1 7日
術前術後化学療法　12週投与
転移・再発　3週投与1週休薬

乳癌 10 PAC+BEV
パクリタキセル 80mg/m2 (90分) day1,8,15
アバスチン 10mg/kg (30分) day1,15

28日
アバスチン
初回90分、2回目1時間、3回目以降30分

乳癌 11 GEM+CBDCA
ゲムシタビン 800mg/m2 (30分) day1,8
カルボプラチン AUC2 (30分) day1,8

21日

【診療科：乳腺・内分泌外科】
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【診療科：乳腺・内分泌外科】

乳癌 12 エリブリン ハラヴェン 1.4mg/m2 (5分) day1,8 21日

乳癌 13 VNR ロゼウス 20mg/m2 (5分) day1,8 21日

乳癌 14 GEM ゲムシタビン 1250mg/m2 (30分) day1,18,15 28日

乳癌 15 nab-PAC アブラキサン 260mg/m2 (30分) day1 21日

乳癌 16 CPT-11 weekly イリノテカン 100mg/m2 (90分) day1,8 21日

乳癌 17 トラスツズマブ 初回 ハーセプチン 初回8mg/kg (90分) day1 21日

乳癌 18 トラスツズマブ 2回目以降 ハーセプチン 6mg/kg (30分) day1 21日 投与予定日より1週を超えた場合に初回投与量に戻す

乳癌 19 DOC+トラスツズマブ 初回
ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1
ハーセプチン 8mg/kg (90分) day1

21日

乳癌 20 DOC+トラスツズマブ 2回目以降
ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1
ハーセプチン 6mg/kg (30分) day1

21日
ハーセプチン
投与予定日より1週を超えた場合に初回投与量に戻す

乳癌 21 トラスツズマブ（weekly）初回 トラスツズマブBS 4mg/kg (90分) day1 7日

乳癌 22 トラスツズマブ（weekly）2回目以降 トラスツズマブBS 2mg/kg (30分) day1 7日 投与予定日より1週を超えた場合に初回投与量に戻す
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乳癌 23 PAC+トラスツズマブ（weekly）
パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1
トラスツズマブBS 2mg/kg (30分) day1

7日
トラスツズマブBS
初回 4mg/kg (90分)
投与予定日より1週を超えた場合に初回投与量に戻す

乳癌 24 PAC+トラスツズマブ（weekly）
パクリタキセル 80mg/m2 (1時間) day1,8,15
トラスツズマブBS 2mg/kg (30分) day1,8,15,22

28日
トラスツズマブBS
初回 4mg/kg (90分)
投与予定日より1週を超えた場合に初回投与量に戻す

乳癌 25 ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 初回
パージェタ 840mg/body (1時間) day1
トラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1

21日

乳癌 26 ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 2回目以降
パージェタ 420mg/body (30分) day1
トラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1

21日
パージェタおよびトラスツズマブBS
前回投与から6週以上の場合に初回投与量に戻す

乳癌 27 ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+DOC 初回
パージェタ 840mg/body (1時間) day1
トラスツズマブBS 8mg/kg (90分) day1
ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1

21日

乳癌 28 ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+DOC 2回目以降
パージェタ 420mg/body (30分) day1
トラスツズマブBS 6mg/kg (30分) day1
ドセタキセル 60-75mg/m2 (2時間) day1

21日
パージェタおよびトラスツズマブBS
前回投与から6週以上の場合に初回投与量に戻す

乳癌 29 T-DM1 カドサイラ 3.6mg/kg (30分) day1 21日 初回90分、2回目以降30分

乳癌 30 Trastuzumab Deruxtecan エンハーツ 5.4mg/kg(30分) day1 21日 初回90分、2回目以降30分

乳癌 31 Atezolizumab+nab-PAC
テセントリク 840mg/body (30分) day1,15
アブラキサン(30分)  100mg/m2　day1,8,15

28日
PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌
テセントリクは初回1時間、2回目以降30分

乳癌 32 Pembrolizumab（3週）+nab-PAC
キイトルーダ 200mg/body (30分) day1,22,43,64
アブラキサン(30分)  100mg/m2　day1,8,15,29,36,43,57,64,71

84日 PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌

乳癌 33 Pembrolizumab（6週）+nab-PAC
キイトルーダ 400mg/body (30分) day1,43
アブラキサン(30分)  100mg/m2　day1,8,15,29,36,43,57,64,71

84日 PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌
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乳癌 34 Pembrolizumab（3週）+PAC
キイトルーダ 200mg/body (30分) day1,22,43,64
パクリタキセル(1時間)  90mg/m2　day1,8,15,29,36,43,57,64,71

84日 PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌

乳癌 35 Pembrolizumab（6週）+PAC
キイトルーダ 400mg/body (30分) day1,43
パクリタキセル(1時間)  90mg/m2　day1,8,15,29,36,43,57,64,71

84日 PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌

乳癌 36 Pembrolizumab（3週）+GEM+CBDCA
キイトルーダ 200mg/body (30分) day1
ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8
カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8

21日 PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌

乳癌 37 Pembrolizumab（6週）+GEM+CBDCA
キイトルーダ 400mg/body (30分) day1
ゲムシタビン 1000mg/m2 (30分) day1,8,22,29
カルボプラチン AUC2 (1時間) day1,8,22,29

42日 PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌


