
産婦

コード sf001-03 sf002-06 sf004-06 sf005-05 sf006-03 sf007-02 sf009-01 sf010-01 sf011-03
ナンパリング 1 2 4 5 6 7 9 10 11

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

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

（メインフィルターなし）
ケモセーフ

（メインフィルターなし）
ケモセーフ

プロトコール
名

TJ weekly TJ DJ CAP CPT-11・CDDP weeklyCDDP・RT ドキシル（BSA1.5㎡未満） ドキシル（BSA1.5㎡以上 ） AP

投与順序 1 薬剤

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.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５T内

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　２．５V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５T内

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

ラクテック　　　　　　１袋
下ルートより

ラクテック　500mL　　　１袋
Rp.2と同時に

５％ブドウ糖100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　　１V
フィルターなし

５％ブドウ糖100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　　１V
フィルターなし

ラクテック　５００ｍL　　１袋
下ルートより

手技 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（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） day1,8,15,22,29 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分）

2 薬剤
生食　500mL　　　　　　1袋
パクリタキセル注（60mg/㎡）

生食　500mL　　　　　　1袋
パクリタキセル注（175mg/㎡）

生食　500mL　　　　1袋　　　ド
セタキセル注　（70mg/㎡）
調製時ポンピング必要

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　　　　１袋
デキサート注6.6mg　　１．５V

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　　１袋
デキサート注6.6mg　１．５V

ソルデム３A　500mL　１袋
Rp.2と同時に

５％ブドウ糖　２５０ｍL　　１袋
ドキシル注　（５０ｍｇ/㎡）

５％ブドウ糖５００ｍL　　１袋
ドキシル注　（５０ｍｇ/㎡）

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　　　１袋
デキサート注6.6mg　１．５V

手技 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１８０分） 持続点滴末梢（１８０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分）

3 薬剤
生食　500mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC5）
MAX750mg

生食　500mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC5）
MAX750mg

生食　500mL　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC5）
MAX750mg

生食　100mL　　　１瓶
エピルビシン注（40mg/㎡）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（60mg/㎡）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　　１V
Rp.1と同時に

５％ブドウ糖　１００ｍＬ　1瓶
RP.2と同じ速度で

５％ブドウ糖　１００ｍＬ　1瓶
RP.2と同じ速度で

ドキソルビシン注（60mg/㎡）
生食　100mL　　　　　１瓶

手技 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（１５分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢 持続点滴末梢（１５分）

4 薬剤 休薬完了day21 休薬完了day21
生食　500mL　　　　　１袋　　　ラ
ンダ注　　（50mg/㎡）
全量500mLに

生食　500mL　　　　１袋
ランダ注　　（50mg/㎡）
全量500mLに

ソルデム３A500ｍL　１袋
初回のみday1から
ピドキサール錠10mg　６T分３
５６日間投与

初回のみday1から
ピドキサール錠10mg　６T分３
５６日間投与

生食　500mL　　　１袋
ランダ注　　　　　（50mg/㎡）
全量500mLに

手技 day8,15 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

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５T内

生食　500mL　　　　　1袋
エンドキサン注（300mg/㎡）

ラクテック　500mL　　１袋
ラシックス注20mg　0.25A

生食　500mL　　　　１袋
ランダ注　　（40mg/㎡）
全量500mLに

各クール　プレドニゾロン錠投
与　day1から　１６T朝昼　４日
分　　　day5から　８T　朝昼　１
日分　　　day6から　４T　朝

各クール　プレドニゾロン錠投
与　day1から　１６T朝昼　４日
分　　　day5から　８T　朝昼　１
日分　　　day6から　４T　朝

生食　500mL　　　　　１袋

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

6 薬剤
生食　500mL　　　　　　1袋
パクリタキセル注（60mg/㎡）

ソルデム３A500mL　　　１袋
ラシックス注20mg　　　0.5A

ソルデム３A　500mL　1袋
KCL注        　1キット

ソルデム３A　500mL　１袋
ラシックス注20mg　　　１A

休薬完了day２８ 休薬完了day２８
ソルデム３A500mL　　１袋
ラシックス注20mg　　　0.5A

手技 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

7 薬剤 休薬完了day21
ラクテック　　　　　　　１袋
KCL注        　1キット

ラクテック　500mL　　　１袋
10%NaCl注　　　　　　1筒

ソルデム３A　500mL　１袋 体表面積注意！ 体表面積注意！ ラクテック　５００ｍL　　1袋
KCL注        　1キット

手技 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

8 薬剤 ソルデム３A500mL　　　１袋 ソルデム３A500mL　１袋 ソルデム３A500mL　　１袋

手技 持続点滴末梢（１２０分） day8、day15 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

9 薬剤 ラクテック　　　　　　　１袋
カイトリル注キット3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　　１V

ラクテック500mL　　１袋

手技 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） day2,9,16,23,30 持続点滴末梢（１２０分）

10 薬剤 休薬完了day21
生食　500mL　　　　１袋
イリノテカン　（60mg/㎡）

ソルデム３A500mL　１袋
Rp.2と同時に

休薬完了day２１

手技 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分）

11 薬剤 イメンド内服 休薬完了day28
ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注キット　１袋
Rp.1と同時に

イメンド内服

手技 持続点滴末梢（３０分）

12 薬剤 イメンド内服 ソルデム３A500mL　　１袋

手技 持続点滴末梢（１２０分）

13 薬剤 計　５回　休薬完了　day35

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技
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産婦

コード
ナンパリング

ルート

プロトコール
名

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
15 薬剤

手技

sf012-01 sf013-02 sf014-01 sf015-01 sf016-01
12 13 14 15 16

入院 入院 入院　 入院 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ カテーテルシリンジチップ ケモセーフ

CPT-11・NDP IAP トポテカン CDDP腹腔内 タキソテール

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注キット3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　　１V

イメンド内服
ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ　　　１袋
デキサート注6.6mg　　０．５Ｖ

ラクテック５００ｍL　　　１袋
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠15ｍｇ　12時間ご
とに4回
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ投与開始後24時
間より服用開始

持続点滴末梢（３０分） Day1～４ 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） Day1 Day8 day1 day2～5

生食　500mL　　　　１袋
イリノテカン　（50mg/㎡）

ラクテック５００ｍL　　　　　１袋
下ルートより

生食　100mL　　　　１瓶
ハイカムチン（1.5mg/㎡）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　１V

生食500mL　1袋
ドセタキセル　（70mg/㎡）
調製時ポンピング必要

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　１V
メインルートより
フィルターなし

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　１V

ソルデム３A　500mL　１袋
KCL　１キット
メインルート
Rp.２と同時

ソルデム３A　500mL　１袋
KCL　１キット
メインルート
Rp.２と同時

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

生食　500mL　　　　１袋
アクプラ注　　（60mg/㎡）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　　　１V
ﾗｸﾃｯｸ開始６０分から
メインルート

day１～５まで計５コース
生食250mL　　　１５０ｍL
ランダ注　　（50mg/㎡）

蒸留水　１．１mL
コスメゲン　（0.5mg/body）
下ルートより
◆シリンジで調製

生食　250mL       １袋
エンドキサン注（600mg/㎡）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注キット3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　１.５V
下ルートより
Rp.１と同時

生食　１００ｍL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　１V
下ルートより
Rp.１と同時

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 腹腔内投与 day8、15は、休薬週 静脈注射 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分）

ラクテック500mL　　　１袋
ラシックス注20mg　0.25A

ドキソルビシン注　　（40mg/㎡）
イホマイドへ継ぎ換え時
下ルートより
Ｄａｙ４のみ

休薬完了day21
ソルデム３A500mL　　１袋
ラシックス注20mg　　0.5A

休薬完了day21
生食　500mL        １袋
エトポシド注（100mg/㎡）
上ルートより

生食　20mL       1A
オンコビン注　（0.8mg/㎡）
下ルートより
◆シリンジで調製
MAX 2mg/body　　主治医がiv

ブドウ糖　５％５００ｍL　１袋
エトポシド　（100mg/㎡）
下ルート(フィルターなし)より
Rp.２終了後

ブドウ糖５％５００ｍL　　１袋
エトポシド　（100mg/㎡）
下ルート(フィルターなし)より
Rp.２終了後

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 静脈注射 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

ソルデム３A　500mL　1袋
KCL注        　1キット

生食　500mL　　　　　　１袋
イホマイド　（1.5g/㎡）
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ１回目と同時に
上ルートより

ラクテック500mL　　　1袋
KCL注        　1キット

生食　500mL　　　　　１袋
メソトレキセート（300mg/㎡）
下ルートより

生食　５０ｍL      1瓶
　全開で

生食　500mL　１袋
KCL　１キット
メインルート

生食　500mL　１袋
KCL　１キット
メインルート

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２時間） 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）
生食　100mL　　　　　　　1瓶
ウロミテキサン注　　（300mg/㎡）
（イホマイドの２０％相当）
イホマイドと同時に
下ルートより

ソルデム３A　500mL　  １袋
生食　５０ｍL         1瓶
全開で
メインルートより

休薬完了day１４

生食　５００ｍL　　１袋
ランダ　（20mg/㎡）
下ルートより
Rp.3終了後

生食　５００ｍL　　１袋
ランダ　（20mg/㎡）
下ルートより
Rp.3終了後

day8、day15 持続点滴側管（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注キット3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　１V

生食　500mL　　　　　　　１袋
シスプラチン注　　　（20mg/㎡）
上ルートより

ラクテック　500mL     １袋 イメンド内服
生食　１００ｍL　　１瓶
ブレオ　（30mg/body）
下ルートより

生食　500mL　１袋
KCL　１キット
メインルート

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） Day2 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（５時間）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　　（50mg/㎡）

マンニットールS　３００ｍL　1瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ２回目と同時に
上ルートより

休薬完了day７

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　１V
メインルートより
フィルターなし

生食　500mL　１袋
KCL　１キット
メインルート

ソルデム３A　500mL　１袋
KCL　１キット
メインルート

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

休薬完了day２８

生食　100mL　　　　　　　 1瓶
ウロミテキサン注　　（300mg/㎡）
（イホマイドの２０％相当）
マンニットールと同時に
下ルートより

調製方法　別紙参照

蒸留水　１．１mL
コスメゲン　（0.5mg/body）
下ルートより
◆シリンジで調製

ソルデム３A　500mL　１袋
KCL　１キット
メインルート

ソルデム３A　500mL　１袋
メインルート

持続点滴側管（３０分） 静脈注射 持続点滴末梢（５時間） 持続点滴末梢（4時間45分）
ラクテック　５００ｍL　　　　１袋
メイロン７％２０ｍL　       １A
グラニセトロンと同時に
メインルート

生食　500mL         １袋
エトポシド注　　（100mg/㎡）
上ルートより

ソルデム３A　500mL　１袋
メインルート

持続点滴末梢（３ｈｒ） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（４時間４５分） day8、15
ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ３ｍｇ　　　１袋
Rp.9と同時に
下ルートより

生食　５０ｍL           1瓶
　全開で
メインルートより

エトポシドはフィルターな
し！

生食　１００ｍL　　１瓶
ブレオ　（30mg/body）
下ルートより

持続点滴側管（３０分） 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢（６０分）
ソルデム３A　5００ｍL　　　１袋
メイロン７％２０ｍL　       １A
ウロミテキサンと同時に
メインルート

イメンド内服
生食　５０ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

持続点滴末梢（３ｈｒ） 持続点滴末梢
生食　100mL　　　　　　　　1瓶
ウロミテキサン注　　（300mg/㎡）
（イホマイドの２０％相当）
Rp.11と同時に
下ルートより

休薬完了　day21

持続点滴側管（３０分）
ソルデム３A　5００ｍL　　　１袋
メイロン７％２０ｍL　       １A
メインルート

持続点滴末梢（２ｈｒ）
休薬完了day２１

EMA/CO BEP療法

入院 入院

ケモセーフ ケモセーフ(下ルート)

sf017-01 sf018-01
17 18
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産婦

コード
ナンパリング

ルート

プロトコール
名

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
15 薬剤

手技

sf019-01 sf020-01 sf021-01 sf022-02 sf023-03 sf024-04 sf025-01 sf026-01
19 20 21 22 23 24 25 26

入院　 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

FP療法 アドリアシン療法 カンプト CP+アバスチン アバスチン（15mg/kg） ジェムザール DC+アバスチン CPT-11(単剤)

ラクテック　500mL　　１袋
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　１袋
デキサート注6.6mg　0.5V

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　　２．５V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５T内

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（15mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ短
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

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.1と同時にベナ５T内服

Rp.1のソルデム１は入院予約注
射（カート）で払い出し
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝは薬剤師が調製

Rp.1のソルデム１は入院予約注
射（カート）で払い出し
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝは薬剤師が調製

持続点滴末梢（９０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） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day1,8,15 day1,2 day3,4,5

生食　500mL　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（700mg/㎡）
Rp.1投与６０分後

生食　１００ｍL　　１瓶
ドキソルビシン（60mg/㎡）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン（60mg/㎡）

生食　500mL　　　　　　1袋
パクリタキセル注（175mg/㎡）

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　500mL　　　　　　1袋
ドセタキセル注　（70mg/㎡）
調製時ポンピング必要

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

ソルデム１　500ｍL　　１袋
メインルートより

ソルデム１　500ｍL　　１袋
メインルートより

持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１８０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１８０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）

ラクテック　500mL　　１袋 休薬完了day21 day１～１５まで計３コース
生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注　(AUC5)
MAX750mg

休薬完了day21 day1～day15の計３回
生食　250mL　　　　　　1袋
カルボプラチン注（AUC5）
MAX750mg

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（100mg/㎡）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ｷｯﾄ３ｍｇ　1袋
デキサート注6.6ｍｇ　　1V
メインルートより

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ｷｯﾄ３ｍｇ　1袋
デキサート注6.6ｍｇ　　1V
メインルートより

持続点滴末梢（９０分） day22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（９０分） 持続点滴側管（３０分） 持続点滴側管（３０分）

ラクテック　500mL　　１袋 休薬完了day7

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（15mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（15mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

生食　100mL　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（400mg/㎡）
Rp.４と同時に
下ルートより

生食　100mL　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（400mg/㎡）
Rp.４と同時に
下ルートより

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

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　1.5V

イメンド内服 休薬完了day21 休薬完了day7 休薬完了day21 休薬完了day28

生食　500mL　　　　１袋
イホマイド　（２g/㎡）
Rp.３と同時に
上ルートより

生食　500mL　　　　１袋
イホマイド　（２g/㎡）
Rp.３と同時に
上ルートより

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（２４０分） 持続点滴末梢（２４０分）

生食　500mL　　　1袋
ランダ　　　（70mg/㎡）
全量を500mLに

生食　100mL　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（400mg/㎡）
メインルートより

生食　100mL　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（400mg/㎡）
メインルートより

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）
生食　50mL　　　　　1瓶
ラシックス注20mg　　1A
全開で

生食　500ｍL　　　　１袋
ドキソルビシン注（30mg/㎡）
上ルートより

マンニットール300ｍL　　１瓶
メインルートより

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分）

ラクテック　500mL　　１袋
マンニットール300ｍL　　１瓶
メインルートより

生食　100mL　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（400mg/㎡）
メインルートより

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分）

ラクテック　500mL　　１袋
生食　100mL　　　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（400mg/㎡）
メインルートより

ソルデム３AG　500ｍL　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５時間）

ラクテック　500mL　　１袋
ソルデム３AG　500ｍL　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

ソルデム１　　500ｍL　　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（４時間３０分） 持続点滴末梢（５時間）

ラクテック　500mL　　１袋
ソルデム１　　500ｍL　　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

ソルデム１　　500ｍL　　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（４時間３０分） 持続点滴末梢（５時間３０分）

ソルデム１　　500ｍL　　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

休薬完了day21

day2～4 持続点滴末梢（４時間３０分）

生食　500mL　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（700mg/㎡）

9時開始レジメン
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ・ｲﾎﾏｲﾄﾞは11時開始

9時開始レジメン
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ・ｲﾎﾏｲﾄﾞは11時開始

持続点滴末梢（２４ｈｒ）

休薬完了day21 day1～3イメンド内服

イメンド内服

ＡＩ療法

入院　

ケモセーフ(下ルート)

sf027-01
27
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産婦

コード
ナンパリング

ルート

プロトコール
名

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
15 薬剤

手技

sf028-01 sf030-01 sf033-01 sf034-01 sf035-01 sf036-01
28 29 32 33 34 35

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院 入院 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(下ルート) シリンジ シリンジ

パラプラチン・
ジェムザール

ゲムシタビン+アバスチン FA MEA療法 5-dayメソトレキセート 5-day Act-D療法

イメンド内服
Rp.1のソルデム１は入院予約注
射（カート）で払い出し
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝは薬剤師が調製

Rp.1のソルデム１は入院予約注
射（カート）で払い出し
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝは薬剤師が調製

ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠15ｍｇ　12時間ごと
に4回
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ投与開始後24時間
より服用開始

ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ錠15ｍｇ　12時間ごとに
3回
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ投与開始後24時間よ
り服用開始

蒸留水は溶解用
2mL/Vで溶解
ごく少量のため通常の2.5mL
シリンジに調製

蒸留水は溶解用
1.1mL/Vで溶解
ごく少量のため通常の2.5mL
シリンジに調製

day1 day1 day1,2,3 day4,5 Day1 Day8 day1～5 day1 day1～5 day1～5

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

ソルデム１　500ｍL　　１袋
メインルートより

ソルデム１　500ｍL　　１袋
メインルートより

ラクテック　500mL　　１袋
メインルートより
フィルターなし

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　１V
メインルートより
フィルターなし

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　１V
メインルートより

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　１V
メインルートより
フィルターなし

メソトレキセート（0.4mg/kg）
蒸留水　20mL　　　　１A
1Vあたり蒸留水２ｍLで溶解
◆シリンジで調製

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　1袋

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（１２０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　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ｷｯﾄ３ｍｇ　1袋
デキサート注6.6ｍｇ　　1V
メインルートより

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ｷｯﾄ３ｍｇ　1袋
デキサート注6.6ｍｇ　　1V
メインルートより

ソルデム３A　500mL　１袋
メインルートより

生食　500mL        １袋
エトポシド注（100mg/㎡）
上ルートより

生食　500mL　　　　１V
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（1500mg/body）
上ルートより

蒸留水　６mL
メソトレキセート（150mg/body）
1Vあたり蒸留水２ｍLで溶解
下ルートより
◆シリンジで調製

休薬完了day１４

蒸留水20ｍL　１mA
コスメゲン　（0.01mg/ｋｇ）
下ルートより
◆シリンジで調製

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴側管（３０分） 持続点滴側管（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（８ｈｒ） 静脈注射 静脈注射

ソルデム3A500mL　１袋
カルボプラチン（AUC　４）
MAX600mg

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（15mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

生食　100mL　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（300mg/㎡）
Rp.４と同時に
下ルートより

生食　100mL　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（300mg/㎡）
Rp.４と同時に
下ルートより

ｱﾛｷｼ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　1.5B
メインルートより

生食　500mL　　　　　１袋
メソトレキセート（300mg/㎡）
下ルートより

蒸留水　１．１mL
コスメゲン　（0.5mg/body）
下ルートより
◆シリンジで調製

生食　500mL　　　　　１袋
メソトレキセート（300mg/body）
下ルートより

生食　50mL　　　　１瓶
全開で

持続点滴末梢（１２０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（１２時間） 静脈注射 持続点滴末梢（４時間） 持続点滴末梢（５分）
生食　500mL　　　　１袋
イホマイド　（１．５g/㎡）
Rp.３と同時に
上ルートより

生食　500mL　　　　１袋
イホマイド　（１．５g/㎡）
Rp.３と同時に
上ルートより

生食　500mL        １袋
エトポシド注　　（150mg/㎡）
上ルートより

蒸留水　１．１mL
コスメゲン　（0.5mg/body）
下ルートより
◆シリンジで調製

休薬完了day１４

蒸留水　１．１mL
コスメゲン　（0.5mg/body）
下ルートより
◆シリンジで調製

休薬完了day１４

day8 day8，15 持続点滴末梢（２４０分） 持続点滴末梢（２４０分） 持続点滴末梢（６０分） 静脈注射 静脈注射

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　100mL　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（300mg/㎡）
メインルートより

生食　100mL　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（300mg/㎡）
メインルートより

生食　500mL　　　1袋
ランダ　　　（75mg/㎡）
全量を500mLに
下ルートより
点滴バッグは遮光

休薬完了day１４
生食　500mL        １袋
ラステット注（100mg/body）
上ルートより

イメンド内服

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（１２時間） 持続点滴末梢（６０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
ドキソルビシン注（20mg/㎡）
上ルートより

マンニットール300ｍL　　１瓶
メインルートより

ラクテック　500mL　　１袋
ラシックス　　　　　　　１A
メインルートより

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） day2～5

マンニットール300ｍL　　１瓶
メインルートより

生食　100mL　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（300mg/㎡）
メインルートより

ソルデム３A　500mL　　１袋
メインルートより

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　１B
メインルートより
フィルターなし

day15は、休薬週 day22は、休薬週 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day21 休薬完了day28
生食　100mL　　　　　　　１瓶
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注（300mg/㎡）
メインルートより

ソルデム３AG　500ｍL　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

蒸留水　１．１mL
コスメゲン（0.5mg/body）
下ルートより
◆シリンジで調製

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（５時間） 静脈注射

ソルデム３AG　500ｍL　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

ソルデム１　　500ｍL　　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

生食　500mL        １袋
ラステット注（100mg/body）
上ルートより

持続点滴末梢（４時間３０分） 持続点滴末梢（５時間） 持続点滴末梢（６０分）
ソルデム１　　500ｍL　　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

ソルデム１　　500ｍL　　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

休薬完了day１４

持続点滴末梢（４時間３０分） 持続点滴末梢（５時間３０分）

ソルデム１　　500ｍL　　１袋
メイロン　20ｍL　　　　　１A
メインルートより

休薬完了day21 イメンド内服

持続点滴末梢（４時間３０分）

9時開始レジメン
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ・ｲﾎﾏｲﾄﾞは11時開始

9時開始レジメン
ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ・ｲﾎﾏｲﾄﾞは11時開始

day1～3イメンド内服

ＡＩ療法(限定) (杉本正子) EP/EMA療法

入院　 入院

ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート)

sf031-01 sf032-01
30 31
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産婦

コード
ナンパリング

ルート

プロトコール
名

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
15 薬剤

手技

sf037-01 sf038-02 sf039-01 sf040-01 sf041-01 sf042-01 sf043-01 sf044-01 sf045-01
36 37 38 39 40 41 42 43 44

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 入院　　・　　外来
ケモセーフ

（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（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 ケモセーフ

5-day ETP療法 キイトルーダ(3週毎) キイトルーダ(6週毎) DG療法
Bev+ドキシル
（BSA1.5㎡未満）

Bev+ドキシル
（BSA1.5㎡以上 ）

Bev+PTX ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+PTX+CBDCA ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+PTX+CBDCA+Bev

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）

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（10mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可
下ルートより

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（10mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可
下ルートより

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）

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

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ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

５％ブドウ糖100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　　１V
フィルターなし

５％ブドウ糖100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　　１V
フィルターなし

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

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　２．５V
Rp.2と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５T内

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　２．５V
Rp.2と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５T内

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（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（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

5%ブドウ糖500mL     １袋
エトポシド注（60mg/㎡）

休薬完了day21 休薬完了day42
生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（900mg/㎡）

５％ブドウ糖　２５０ｍL　1袋
ドキシル注　（40ｍｇ/㎡）

５％ブドウ糖５００ｍL　　1袋
ドキシル注　（40ｍｇ/㎡）

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

生食　500mL　　　　　　1袋
パクリタキセル注（175mg/㎡）

生食　500mL　　　　　　1袋
パクリタキセル注（175mg/㎡）

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（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１８０分） 持続点滴末梢（１８０分）

休薬完了day１４
５％ブドウ糖　１００ｍＬ　1瓶
RP.3と同じ速度で

５％ブドウ糖　１００ｍＬ　1瓶
RP.3と同じ速度で

生食　250mL　　　　　1袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

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

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

day8 持続点滴末梢 持続点滴末梢 持続点滴末梢（６０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
デキサート注6.6mg　　1V

休薬完了day21

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（15mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

持続点滴末梢（３０分） day15 day15 day8,22 持続点滴末梢（９０分）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（900mg/㎡）

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

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

休薬完了day21

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（３０分）
生食　250mL　　　1袋
ドセタキセル注（70mg/㎡）
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

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（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（６０分）

休薬完了day21
初回のみday1から
ピドキサール錠10mg　６T分３
５６日間投与

初回のみday1から
ピドキサール錠10mg　６T分３
５６日間投与

休薬完了day28

各クール　プレドニゾロン錠投
与　day1から　１６T朝昼　４日
分　　　day5から　８T　朝昼
１日分　　　day6から　４T　朝
１日分

各クール　プレドニゾロン錠投
与　day1から　１６T朝昼　４日
分　　　day5から　８T　朝昼
１日分　　　day6から　４T　朝
１日分

休薬完了day２８ 休薬完了day２８

体表面積注意！ 体表面積注意！
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