
乳腺

コード ge001-01、ge002-01 ge004-01、ge005-01 ge006-03 ge007-03 ge008-03 ge009-03 ge010-03 ge011-02
ナンパリング 1 4 6 7 8 9 10 11

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ルート ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

ハーセプチン
weekly

ハーセプチン
3weeks

タキソール
タキソール・
ハーセプチンweekly（初回）

タキソール・ハーセプチンweekly
タキソール・
ハーセプチン3weeks（初回）

タキソール・
ハーセプチン3weeks

タキソテール

投与順
序

1 薬剤

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
初回は、　　　　4mg/kg
２回目以降は、2mg/kg

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
初回は、　　　　8mg/kg
２回目以降は、6mg/kg

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ（4mg/kg）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ（2mg/kg）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ（8mg/kg）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ（6mg/kg）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

手技 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分）

2 薬剤
生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.2と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.2と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.2と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.2と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

手技 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分）

3 薬剤 休薬完了day7 休薬完了day7
生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

手技 day8,15は、休薬週 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） day8、15は、休薬週

4 薬剤 休薬完了day21 休薬完了day7 休薬完了day7 休薬完了day21

手技 day8,15 day8,15

5 薬剤

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

手技 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

6 薬剤 ．
生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

手技 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

7 薬剤 休薬完了day21 休薬完了day21

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名
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乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ge012-02 ge013-02 ge015-01 ge016-01 ge017-01 ge018-01 ge019-01 ge026-05
12 13 14 15 16 17 18 19

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

タキソテール・ハーセプチン
3weeks（初回）

タキソテール・
ハーセプチン3weeks

FEC 100 FEC 75 ナベルビン
ナベルビン
ハーセプチン3weeks（初回）

ナベルビン
ハーセプチン3weeks

IFL

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ（8mg/kg）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ（6mg/kg）

アロキシ注バッグ　　1袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6ｍｇ　　1V

アロキシ注バッグ　　1袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6ｍｇ　　1V

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ（8mg/kg）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ（6mg/kg）

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート　（250mg/㎡）
Rp.2と同時
下ルートより

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（３０分）

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

生食100ｍL　　　1瓶
エピルビシン注（100mg/㎡）

生食100ｍL　　　　　　　1瓶
エピルビシン注
（75mg/㎡）

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（500mg/㎡）
Rp.1投与６０分後
上ルートより

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） day8 持続点滴末梢 持続点滴末梢 静脈注射緩徐に

ラクテック500mL　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注　（500mg/㎡）
エンドキサン注（500mg/㎡）

ラクテック500mL　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注　（500mg/㎡）
エンドキサン注（500mg/㎡）

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食100mL　　　　1瓶
イリノテカン　（80mg/body）
Rp.3終了後
上ルートより

day8、15は、休薬週 day8、15は、休薬週 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（５分） day8 day8 持続点滴末梢（６０分）

休薬完了day21 休薬完了day21
生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋

day8、15は、休薬週 day8、15は、休薬週 持続点滴末梢 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day21 休薬完了day21
生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

day1～15　計３回

day15は、休薬週 持続点滴末梢 持続点滴末梢 day２２は休薬

休薬完了day21 休薬完了day7

day15は、休薬週 day15は、休薬週

休薬完了day21 休薬完了day21
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乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ge027-02 ge034-01 ge039-01 ge044-01 ge045-01 ge046-01、ge047-01 ny049-01
20 23 24 26 27 28 30

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

イリノテカン ナベルビンBiweekly カンプト（A法）weekly
ナベルビン
ハーセプチン2weeks

ジェムザール（乳腺）
ジェムザール（乳腺）
ハーセプチン3weeks

CT

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食50mL　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ（4mg/kg）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） day1,8,15 持続点滴末梢（９０分） day1,8 day1 持続点滴末梢（１５分）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（80mg/㎡）

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
初回は、　　　　8mg/kg
２回目以降は、6mg/kg

生食　２５０ｍL　　１袋
エンドキサン注　（600mg/㎡）

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（４５分）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン（100mg/㎡）

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1250mg/㎡）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

5%ブドウ糖250mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
開始10分間→125mL/hr
その後1hr→250mL/hr
調製時ポンピング必要

day8は休薬 day8は休薬 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（約６０分）

休薬完了day14 休薬完了day7
生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1250mg/㎡）

生食　50mL　　　　１瓶

day22は休薬 day8は休薬 day15は休薬 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分）

休薬完了day28 休薬完了day14 休薬完了day21

day8 day8,15は休薬

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

休薬完了day21

持続点滴末梢（３０分）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1250mg/㎡）

持続点滴末梢（３０分）

day15は休薬

休薬完了day21
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乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ny050-01 ny051-01,ny052-01 ny056-01 ny057-01 ny058-01,ny059-01 ny060-01 ny061-01
31 32 34 35 36 38 39

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院・外来 入院・外来 入院・外来 入院・外来 入院　　・　　外来
ケモセーフ

（メインフィルターなし）
ケモセーフ(下ルート)
（メインフィルターなし）

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

アブラキサン
アブラキサン・
ハーセプチン　3weeks

ハラヴェン
イリノテカン・
ハーセプチン

CT・ハーセプチン ハラヴェン・ハーセプチン weeklyタキソール・アバスチン

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
初回は、　　　　8mg/kg
２回目以降は、6mg/kg
下ルートより

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
初回は、　　　　8mg/kg（９０分）
２回目以降は、6mg/kg（３０分）

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） day1,8 day1,8,15 持続点滴末梢 day1,8 day1,15

生食100mL　（52ｍL/㎡）
アブラキサン注（260mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残液は廃棄

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

カイトリル注キット3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
day1　　4mg/kg（３０分）
day8         なし
day15    6mg/kg（3０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
day1　　6mg/kg（３０分）
day8        なし

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day21

生食100mL　（52ｍL/㎡）
アブラキサン注（260mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残液は廃棄

生食　　50mL  　　　　　　　1瓶
ハラヴェン静注（1.4mg/㎡）
全開で（２～５分）
投与後、生食フラッシュ

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　２５０ｍL　　１袋
エンドキサン注　（600mg/㎡）

カイトリル注キット3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（４５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分）

休薬完了day21
生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（100mg/㎡）

5%ブドウ糖250mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
開始10分間→125mL/hr
その後1hr→250mL/hr
調製時ポンピング必要

生食　　　　50mL　1瓶
ハラヴェン静注（1.4mg/㎡）
全開で（２～５分）
投与後、生食フラッシュ

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（10mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ短
縮可

day15は休薬 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（約６０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（９０分）

休薬完了day２１ 生食　50mL　　　　１瓶

day22,29は休薬 持続点滴末梢（１５分） day15は休薬 day8

休薬完了day35 休薬完了day２１

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

day8,15は休薬 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day21
生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

持続点滴末梢（９０分）

day22は休薬

休薬完了day２8

2023/1/7



乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ny063-01 ny064-01 ny069-01 ny070-01 ny071-01 ny072-01 ny073-01
41 42 43 44 45 46 47

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院・外来 入院・外来 入院・外来 入院・外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

weeklyタキソール・アバスチン・
ハーセプチン(8mg/kg)

weeklyタキソール・アバスチン・
ハーセプチン(6mg/kg)

ハラヴェン・ハーセプチン(初回)
パージェタ(初回)・ハラヴェン・
ハーセプチン(初回)

パージェタ(初回)・ハラヴェン・
ハーセプチン

パージェタ・ハラヴェン・ハーセプ
チン

パージェタ(初回)・ハーセプチン
(初回)　　　　　　　　　3weeks

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

day1,15 day1,15 day1,8 day1,8 day1,8 day1,8 持続点滴末梢（６０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

トラスツズマブ
day1　　　8mg/kg（９０分）
day8         なし

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ
day1　840mg/body（６０分）
day8       なし

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ
day1　840mg/body（６０分）
day8             なし

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ
day1　　420mg/body（６０分）
day8          なし
認容性　良：６０分→３０分　短縮

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ  　8mg/kg

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

カイトリル注キット3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
day1　　　8mg/kg（９０分）
day8        なし

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
day1　　　6mg/kg（９０分）
day8           なし
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
day1　　6mg/kg（９０分）
day8        なし
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（５分）

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（10mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ短
縮可

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（10mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ短
縮可

生食　　50mL　　　　　　1瓶
ハラヴェン静注　　（1.4mg/㎡）
全開で（２～５分）
投与後、生食フラッシュ

カイトリル注キット3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

カイトリル注キット3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

カイトリル注キット3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day8,15は、休薬週

生食　　50mL　　　　　　　　1瓶
ハラヴェン静注　　（1.4mg/㎡）
全開で（２～５分）
投与後、生食フラッシュ

生食　　50mL　　　1瓶
ハラヴェン静注　　（1.4mg/㎡）
全開で（２～５分）
投与後、生食フラッシュ

生食　　50mL　　　1瓶
ハラヴェン静注　　（1.4mg/㎡）
全開で（２～５分）
投与後、生食フラッシュ

休薬完了day21

day8 day8 day15は休薬 持続点滴末梢 持続点滴末梢 持続点滴末梢

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ(8mg/kg)

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ（6mg/kg）
認容性　良→６０分→３０分へ短
縮可

休薬完了day２１ ．

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） day15は休薬 day15は休薬 day15は休薬
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.2と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.2と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

休薬完了day２１ 休薬完了day２１ 休薬完了day２１

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

day21は休薬 day21は休薬

休薬完了day２8 休薬完了day２8

2023/1/7



乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ny074-01 ny075 ny076-01 ny077-01 ny078-01 ny079-01 ny080-01
48 49 50 51 52 53 54

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ
ケモセーフ(下ルート)
（メインフィルターなし）

ケモセーフ(下ルート)
（メインフィルターなし）

ケモセーフ(下ルート)
（メインフィルターなし）

ケモセーフ ケモセーフ

パージェタ(初回)・ハーセプチン
3weeks

パージェタ・ハーセプチン
3weeks

パージェタ(初回)･アブラキサン・
ハーセプチン(初回)

パージェタ(初回)･アブラキサン・
ハーセプチン

パージェタ･アブラキサン・
ハーセプチン

パージェタ(初回)･タキソール・
ハーセプチン（初回）

パージェタ(初回)･タキソール・
ハーセプチン

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　420mg/body
認容性　良：６０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body
下ルートより

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body
下ルートより

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　420mg/body
認容性　良：６０分→３０分　短縮
可
下ルートより

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ 　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ 　840mg/body

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　8mg/kg
下ルートより

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可
下ルートより

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可
下ルートより

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　8mg/kg

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.3と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.3と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食100mL　（52ｍL/㎡）
アブラキサン注（260mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残液は廃棄

生食100mL　（52ｍL/㎡）
アブラキサン注（260mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残液は廃棄

生食100mL　（52ｍL/㎡）
アブラキサン注（260mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残液は廃棄

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

day8,15は、休薬週 day8,15は、休薬週 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

休薬完了day21 休薬完了day21 休薬完了day21 休薬完了day21 休薬完了day21

day8 day8

． ． ． ． ．

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

day15 day15
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）
生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）
休薬完了day21 休薬完了day21

2023/1/7



乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ny081-01 ny082-01 ny083-01 ny084-01 ny085-01 ny086-01 ny087-01
55 56 57 58 59 60 61

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

パージェタ･タキソール・ハーセプ
チン

パージェタ(初回)･weeklyタキソー
ル・アバスチン・ハーセプチン(初
回)

パージェタ(初回)･weeklyタキソー
ル・アバスチン・ハーセプチン

パージェタ･weeklyタキソール・ア
バスチン・ハーセプチン

パージェタ(初回)･タキソテール・
ハーセプチン3weeks（初回）

パージェタ(初回)･タキソテール・
ハーセプチン3weeks

パージェタ･タキソテール・ハーセ
プチン3weeks

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  420mg/body
認容性　良：６０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　420mg/body
認容性　良：６０分→３０分　短縮
可

持続点滴末梢（６０分） day1,15 day1,15 day1,15 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　8mg/kg

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ  　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.3と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（10mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ短
縮可

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（10mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ短
縮可

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（10mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ短
縮可

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

day8 day8 day8 day8 day8、15は、休薬週 day8、15は、休薬週 day8、15は、休薬週
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　420mg/body
認容性　良：６０分→３０分　短縮
可

休薬完了day21 休薬完了day21 休薬完了day21

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　8mg/kg

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ  　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

day15 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）
生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

持続点滴末梢（９０分） day21は休薬 day21は休薬 day21は休薬
休薬完了day21 休薬完了day２8 休薬完了day２8 休薬完了day２8
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乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ny088-01 ny089-01 ny090-01 ny091-01 ny092-01 ny093-01 ny094-01
62 63 64 65 66 67 68

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院・外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

パージェタ(初回)･ナベルビン
ハーセプチン3weeks(初回)

パージェタ(初回)･ナベルビン
ハーセプチン3weeks

パージェタ･ナベルビン
ハーセプチン3weeks

パージェタ(初回)･ジェムザール･
ハーセプチン3weeks(初回)

パージェタ(初回)･ジェムザール･
ハーセプチン3weeks

パージェタ･ジェムザール･ハーセ
プチン3weeks

パージェタ(初回)･CT・ハーセプチ
ン(初回)

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　420mg/body
認容性　良：６０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） day1 day1 day1 持続点滴末梢（６０分）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ  　8mg/kg

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ  　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　420mg/body
認容性　良：６０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　8mg/kg

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分）

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　8mg/kg

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ  　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ  　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　２５０ｍL　　１袋
エンドキサン注　（600mg/㎡）

持続点滴末梢 持続点滴末梢 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（４５分）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1250mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1250mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1250mg/㎡）

5%ブドウ糖250mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
開始10分間→125mL/hr
その後1hr→250mL/hr
調製時ポンピング必要

day8 day8 day8 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（約６０分）

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食50mL　　　　　1瓶
ロゼウス　（25mg/㎡）
全開で

生食　50mL　　　　１瓶

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） day8 day8 day8 持続点滴末梢（１５分）

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　100ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

持続点滴末梢 持続点滴末梢 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day8,15は休薬

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1250mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1250mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1250mg/㎡）

休薬完了day21

day15は、休薬週 day15は、休薬週 day15は、休薬週 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day21 休薬完了day21 休薬完了day21

day15は休薬 day15は休薬 day15は休薬

休薬完了day21 休薬完了day21 休薬完了day21
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乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ny095-01 ny096-01 ny100-01 ny101-01、ny102-01 ny103-01 ny116-01 ny119-01
69 70 71 72 74 75 76

入院・外来 入院・外来 入院　　・　　外来 入院・外来 入院・外来 入院・外来 入院・外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

パージェタ(初回)･CT・ハーセプチ
ン

パージェタ･CT・ハーセプチン カドサイラ ＴＣｂＨ(初回)、ＴＣｂＨ ＴＣｂ EC(2weeks)療法 EC(3weeks)療法

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　420mg/body
認容性　良：６０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
注射用水20mL　　　1A
蒸留水は溶解用
カドサイラ　　3.6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
初回、　　8mg/kg（９０分）
２回目以降、6mg/kg（３０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6mg　　　　１V

アロキシ注バッグ　　1袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6ｍｇ　　1.5V

アロキシ注バッグ　　1袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6ｍｇ　　1.5V

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ 　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ  　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

生食　５０ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6mg　　　　１V

5%ブドウ糖　250mL　　　　1袋
ドセタキセル注　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

5%ブドウ糖　250mL　　　1袋
ドセタキセル注　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC6）
MAX900mg

生食100ｍL　　　　　1瓶
エピルビシン注（90mg/㎡）
全開で

生食100ｍL　　　　　1瓶
エピルビシン注（90mg/㎡）
全開で

持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） day8,15は、休薬週 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

生食　２５０ｍL　　１袋
エンドキサン注　（600mg/㎡）

生食　２５０ｍL　　１袋
エンドキサン注　（600mg/㎡）

休薬完了day21
生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC6）
MAX900mg

生食100ｍL　　　　　1瓶
エンドキサン注（600mg/㎡）

生食100ｍL　　　　　1瓶
エンドキサン注（600mg/㎡）

持続点滴末梢（４５分） 持続点滴末梢（４５分） 持続点滴末梢（３０分） day8,15は、休薬週 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）
5%ブドウ糖250mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
開始10分間→125mL/hr
その後1hr→250mL/hr
調製時ポンピング必要

5%ブドウ糖250mL　1袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
開始10分間→125mL/hr
その後1hr→250mL/hr
調製時ポンピング必要

休薬完了day21 休薬完了day14 休薬完了day21

持続点滴末梢（約６０分） 持続点滴末梢（約６０分） day8,15は、休薬週

生食　50mL　　　　１瓶 生食　50mL　　　　１瓶 ． 休薬完了day21

持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分）

day8,15は休薬 day8,15は休薬

休薬完了day21 休薬完了day21
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乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ny126-01 ny132-01 ny133-01 ny134-01 ny136-01 ny138-01 ny139-01
77 78 79 80 81 82 83

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ
ケモセーフ(下ルート)
（メインフィルターなし）

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

キイトルーダ(3週毎) テセントリク+アブラキサン CMF療法 エンハーツ キイトルーダ(6週毎) ＴＣｂＨP(P初･H初) ＴＣｂＨP(P初･H)

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（200mg/body）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6mg　　　　１V

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（400mg/body）

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　840mg/body

持続点滴末梢（３０分） day1,15 day1,8 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食250ｍL　　１袋
テセントリク　（840mg/body）
認容性　良→2回目以降３０分へ
短縮可
下ルートより

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

5%ブドウ糖　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ   　8mg/kg

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ 　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

休薬完了day21
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

生食50ｍL　　　　　1瓶
メソトレキセート注（40mg/㎡）
全開で

５％ブドウ糖100mL　1瓶
エンハーツ注（5.4mg/kg）
注射用水20mL　　1A
認容性　良→2回目以降３０分へ
短縮可
遮光必要

休薬完了day42
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6mg　　　　１V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6mg　　　　１V

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）
生食100mL　（20ｍL/㎡）
アブラキサン注（100mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残は、廃棄
上ルートより

生食　100mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（600mg/㎡）　　　　全
開で

５％ブドウ糖100mL　1瓶
5%ブドウ糖　250mL　　　1袋
ドセタキセル注　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

5%ブドウ糖　250mL　　　1袋
ドセタキセル注　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

休薬完了day28 休薬完了day21
生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC6）
MAX900mg

生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC6）
MAX900mg

day8 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

エンドキサン錠　100mg/㎡
14日間

エンハーツ調製後は点滴バッ
グを遮光する

持続点滴末梢（３０分） day8,15は、休薬週 day8,15は、休薬週
生食100mL　（20ｍL/㎡）
アブラキサン注（100mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残は、廃棄

調製後4時間以内に投与
病棟のときは連絡時、上記伝える
こと

休薬完了day21 休薬完了day21

day22は、休薬週

休薬完了day28
エンハーツ400mgを超えると
注射用水2A必要になるので
処方修正してもらうこと

2023/1/7



乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ny140-01 ny144-01 ny145-01 ny146-01 ny147-01 ny148-01 ny149-01
84 85 86 87 88 89 90

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

ＴＣｂＨP(P･H)
キイトルーダ(3週毎)+パクリタキセ
ル

パクリタキセル(90mg/㎡)
キイトルーダ(6週毎)+パクリタキセ
ル

キイトルーダ(3週毎)+アブラキサン アブラキサン(100mg/㎡) キイトルーダ(6週毎)+アブラキサン

生食　２５０ｍL　　１袋
パージェタ  　　　420mg/body
認容性　良：６０分→３０分　短縮
可

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（200mg/body）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（400mg/body）

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（200mg/body）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（400mg/body）

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ 　6mg/kg
認容性　良：９０分→３０分　短縮
可

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

生食100mL　（20ｍL/㎡）
アブラキサン注（100mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残は、廃棄
上ルートより

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6mg　　　　１V

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

休薬完了day7
生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（90mg/㎡）

生食100mL　（20ｍL/㎡）
アブラキサン注（100mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残は、廃棄
上ルートより

休薬完了day7

生食100mL　（20ｍL/㎡）
アブラキサン注（100mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残は、廃棄
上ルートより

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

5%ブドウ糖　250mL　　　1袋
ドセタキセル注　（75mg/㎡）
調製時ポンピング必要

休薬完了day7 ３投１休で投与 休薬完了day7 休薬完了day7 休薬完了day7

持続点滴末梢（６０分）

生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC6）
MAX900mg

キイトルーダ(3週毎)と
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(3投1休)のレジメン
乳腺１２６，１４４，１４５を組み合わ
せて使用

乳腺144、乳腺146の一部

キイトルーダ(6週毎)と
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(3投1休)のレジメン
乳腺１４５，１４６を組み合わせて
使用

持続点滴末梢（３０分）
乳腺144：day1,43,64(1,7,10週目)
乳腺145：day8,15,29,36,57,71
　　　　　　(2,3,5,6,9,11週目)
乳腺126：day22(4週目)

day8,15は、休薬週

休薬完了day21
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乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ny150-01 ny151-01 ny153-01 ny154-01 ny155-01 ny156-01 ny158-01
91 92 93 94 95 96 97

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(3週毎)+GEM+CBDCA ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ(6週毎)+GEM+CBDCA ピラルビシン（週１回法）
イリノテカン＋
ハーセプチン（初回）

イリノテカン＋
ハーセプチン

ｄｄＰＴＸ療法 キイトルーダ+EC(3weeks)

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　2.5V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（200mg/body）

day1 day1 day1,8,15 day1,8,15 day1,8,15 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（200mg/body）

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（400mg/body）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ
初回、　　4mg/kg
２回目以降、2mg/kg
認容性 良：９０分→３０分 短縮可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ    2mg/kg
認容性 良：９０分→３０分 短縮可

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（175mg/㎡）

アロキシ注バッグ　　1袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6ｍｇ　　1.5V

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（180分） 持続点滴末梢（３０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食50mL　　　　　　1瓶
ピノルビン注　（25mg/㎡）
生食５ｍL/Vで溶解
全開で

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

休薬完了day14
生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５分）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（100mg/㎡）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（100mg/㎡）

生食100ｍL　　　　　1瓶
エピルビシン注（90mg/㎡）
全開で

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day22,29は休薬 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１５分）

生食250mL　　１袋
カルボプラチン（AUC　２）
MAX300mg

生食250mL　　１袋
カルボプラチン（AUC　２）
MAX300mg

休薬完了day35
生食100ｍL　　　　　1瓶
エンドキサン注（600mg/㎡）

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day22 day22 持続点滴末梢（３０分）

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ    2mg/kg
認容性 良：９０分→３０分 短縮可

生食　２５０ｍL　　１袋
トラスツズマブ    2mg/kg
認容性 良：９０分→３０分 短縮可

休薬完了day21

day8 day8、22、29 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　５０ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　５０ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

休薬完了day28 休薬完了day28

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食250mL　　１袋
カルボプラチン（AUC　２）
MAX300mg

生食250mL　　１袋
カルボプラチン（AUC　２）
MAX300mg

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day21 休薬完了day42

2023/1/7



乳腺

コード
ナンパリング

ルート

投与順
序

1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技
11 薬剤

手技
12 薬剤

手技
13 薬剤

手技
14 薬剤

手技

プロトコール名

ny159-01 ny160-01
98 99

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ

ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+wPTX･CBDCA ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+wPTX+CBDCA

day1 day1

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（200mg/body）

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（200mg/body）

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　１A
デキサート注6.6mg　１V
Rp.2と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５T内服

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
アロカリス注　　1瓶
ファモチジン注20mg　　１A
デキサート注6.6mg　１V
Rp.2と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５T内服

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　250mL　　　　　　1袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　250mL　　　　　　1袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC1.5）
MAX225mg

生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC5）
MAX750mg

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

day8,15 day8,15
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　１A
デキサート注6.6mg　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５T内服

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　１A
デキサート注6.6mg　１V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５T内服

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　250mL　　　　　　1袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　250mL　　　　　　1袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC1.5）
MAX225mg

休薬完了day21

持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day21

2023/1/7


