
耳鼻

コード gi002-01 gi003-01 gi004-01 gi005-01 gi006-01 gi007-01
ナンパリング 2 3 4 5 6 7

入院　　・　　外来 入院　 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

プロトコー
ル名

weekly タキソテール(放射線
併用)

Weekly CDDP(40mg/㎡) Triweeklyタキソテール オプジーボ(2週毎) アービタックス（初回） アービタックス

投与順序 1 薬剤
生食　100mL　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/日内服
（Day2～4）

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
オプジーボ注（240mg/body）

生食　100mL　１瓶
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
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

day1は10時に投与開始予定 day1は10時に投与開始予定

手技 持続点滴末梢（３０分） day1 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） day1 day2～4 day1 day2～4

2 薬剤
5%ブドウ糖250mL　1袋
ドセタキセル　（10mg/㎡）
調製時ポンピング必要

ソルデム３Ａ　500mL　1袋
メインルート

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（60mg/㎡）
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５００ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（400mg/㎡）
全量を５００mLに

生食２５０ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

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

生食100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

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

生食100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

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（５分） 持続点滴末梢（１２０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）

3 薬剤 休薬完了day7
ソルデム１　500mL　　1袋
メインルート

休薬完了day14 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋

生食500ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（400mg/㎡）
全量５００mL
Rp.3と同時
上ルートより

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（800mg/㎡）
Rp.3と同時
下ルートより

生食250ｍＬ　　　　　　　１袋
アービタックス　（250mg/㎡）
全量２５０mL
Rp.3と同時
上ルートより

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
Rp.3と同時
下ルートより

手技 持続点滴末梢（１２０分） day8,15は、休薬週 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ）

4 薬剤
グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ　1袋
デキサート注6.6mg　　１V
メインルート

休薬完了day21 休薬完了day7 休薬完了day7
ソルデム３A　500mL　１袋
Rp.2と同時
下ルートより

ソルデム３A　500mL　１袋
Rp.2と同時
メインルートより

ソルデム３A　500mL　１袋
Rp.2と同時
下ルートより

ソルデム３A　500mL　１袋
Rp.2と同時
メインルートより

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

5 薬剤

生食500mL　　　１袋
ランダ（40mg/㎡）
全量を500mLに
上ルートより

生食　500mL　　　　　　　1袋
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
メインルートより

ソルデム３A　500mL　１袋
メインルートより

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（９０分） 持続点滴末梢（１２０分）

6 薬剤
マンニットール300mL　1瓶
メインルート

生食　500mL　　　　1袋
ランダ　　　（80mg/㎡）
全量を500mLに
上ルートより

生食　500mL　　　　1袋
ランダ　　　　　（80mg/㎡）
全量を500mLに
上ルートより

手技 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） day8,15 持続点滴末梢（１２０分） day8,15

7 薬剤
ソルデム３Ａ　500mL　1袋
メインルート

生食　20mL　　　　　　1A
ラシックス注20mg　　1A
下ルートより

生食　100mL　　　１瓶
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　20mL　　　　　　　1A
ラシックス注20mg　　　1A
下ルートより

生食　100mL　　　１瓶
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（１２０分） 静脈注射 持続点滴末梢（３０分） 静脈注射 持続点滴末梢（３０分）

8 薬剤
ソルデム１　500mL　　1袋
メインルート

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
Rp.8と同時
下ルートより

生食２５０ｍＬ　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに
上ルートより

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
Rp.8と同時
下ルートより

生食２５０ｍＬ　　　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに
上ルートより

手技 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（６０分）

9 薬剤
ソルデム３Ａ　500mL　1袋
メインルート

ソルデム３A　500mL　１袋
Rp.7と同時
メインルートより

生食　250mL　　　１袋
メインルート

ソルデム３A　500mL　１袋
Rp.7と同時
メインルートより

生食　250mL　　　１袋
メインルート

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

10 薬剤 休薬完了day7
ソルデム３A　500mL　１袋
メインルートより

休薬完了day21
ソルデム３A　500mL　１袋
メインルートより

休薬完了day21

手技 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

11 薬剤 イメンド内服
ソルデム３A　500mL　１袋
メインルートより

ソルデム３A　500mL　１袋
メインルートより

手技 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

12 薬剤
ソルデム３A　500mL　１袋
メインルートより

ソルデム３A　500mL　１袋
メインルートより

手技 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）
13 薬剤

手技
14 薬剤 イメンド内服 イメンド内服

手技

ＦＰ+アービタックス療法(初回) ＦＰ+アービタックス療法

入院　　 入院　　
ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート)

gi008-01 gi009-01
8 9

2023/1/7



耳鼻

gi010-01 gi011-01 gi012-01 gi014-01 gi015-01 gi016-01 gi017-01
10 11 12 14 15 16 17

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
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

Biweeklyタキソテール タキソール　weekly(100mg/㎡) Weekly CDDP(40mg/㎡)SH
アービタックス+パクリタキセル
（初回）

アービタックス+パクリタキセル キイトルーダ(3週毎) ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ+ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ+5-FU

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
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　2V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/日内服
（Day2～4）

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

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

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（200mg/body）

イメンド内服

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day1 day1 day2・3 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day1

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（35mg/㎡）
調製時ポンピング必要

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注（100mg/㎡）

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6mg　　1.5V
投与中に水分1L摂取

生食　500mL　　　１袋
メインルートより

生食　100mL　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
メインルートより

生食５００ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（400mg/㎡)
全量を５００mLに

生食２５０ｍＬ　１袋
アービタックス(250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（200mg/body）

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（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day7
ラクテック500mL　　　１袋
硫酸Mg　　　　　　　８mEq

生食　500mL　　　1袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（750mg/㎡）
Rp.1と同時
下ルートより

生食　500mL　　　1袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（750mg/㎡）
下ルートより

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 休薬完了day21
アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　１V

day8は、休薬週 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分）

週1回投与を6回施行し、2週
間休薬を１コースとし、反復

マンニットールS　　　200mL
生食　500mL　　　1袋
硫酸Ｍｇ補正液　１Ａ
メインルートより

ラクテック500mL　　　１袋
メインルートより

生食　250mL　　１袋
パクリタキセル注（100mg/㎡）

生食　250mL　　１袋
パクリタキセル注（100mg/㎡）

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

day15 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０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

生食500mL　　　１袋
ランダ（40mg/㎡）
全量を500mLに

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6mg　１．５V
メインルートより

ソルデム３A　500mL　１袋
メインルートより

休薬完了day7 休薬完了day7
生食　500mL　　　1袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）

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（１２０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ）

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（35mg/㎡）
調製時ポンピング必要

ラクテック500mL　　　１袋

生食　250mL　1袋
ドセタキセル　（70mg/㎡）
Rp.4終了後
上ルートより
調製時ポンピング必要

ラクテック500mL　　１袋
メインルートより

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（１２０分） day2～4

休薬完了day7

生食　500mL　1袋
ランダ　（70mg/㎡）
全量を500mLに
上ルートより

生食100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V

day22は、休薬週 持続点滴末梢（１２０分） day4・5 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day28 イメンド内服
ラクテック500mL　　　１袋
ランダ終了後
メインルートより

生食　500mL　　　1袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（750mg/㎡）
下ルートより

生食　500mL　　　　１袋　　　　　　ﾌ
ﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（２４ｈｒ）

ソルデム３A　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

休薬完了day21

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）
マンニットール　300mL　1瓶
メインルートより

休薬完了day21

持続点滴末梢（６０分）

術前ＤＣＦ療法

入院
ケモセーフ(下ルート)

gi013-01
13

2023/1/7



耳鼻

gi019-01 gi020-01 gi022-01
19 20 22

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

オプジーボ(4週毎) キイトルーダ(6週毎) PTX+CBDCA+Cet

生食　100mL　　　　１瓶
オプジーボ注（480mg/body）

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注
（400mg/body）

day1 day2～4 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day1 day15 day1、8

生食100ｍＬ　　　　　１袋
キイトルーダ（200mg/body）
上ルートより

生食100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

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
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　1.5V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠

生食100mL　　1瓶
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　　1.5V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠

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（３０分） 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　　１袋
アロカリス注　　1瓶
デキサート注6.6mg　　1.5V
メインルート
経口補水液(OS1)１L/Day摂取

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（800mg/㎡）
下ルートより

休薬完了day28 休薬完了day42
生食５００ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（400mg/㎡)
全量を５００mLに

生食２５０ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡)
全量を２５０mLに

生食２５０ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡)
全量を２５０mLに

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）
生食　500mL　　　　1袋
硫酸Mg　8mEq
KCｌ注　10ｍEq
メインルートより

休薬完了day21 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋

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）

マンニットール　　　200mL
メインルート

生食　250mL　　１袋
パクリタキセル注（100mg/㎡）

休薬完了day21
生食　250mL　　１袋
パクリタキセル注（100mg/㎡）

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　500mL　　　　　　　1袋
ランダ　　　　　（80mg/㎡）
全量を500mLに
上ルートより

生食　250mL　　１袋
カルボプラチン（AUC 2.5）
MAX375mg

生食　250mL　　１袋
カルボプラチン（AUC 2.5）
MAX375mg

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
KCｌ注　10ｍEq
メインルートより

持続点滴末梢（６０分） day8 day15

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
下ルートより

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　　1.5V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠

生食100mL　　1瓶
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（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）
生食２５０ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡)
全量を２５０mLに

生食２５０ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡)
全量を２５０mLに

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）
生食　250mL　　１袋
パクリタキセル注（100mg/㎡）

休薬完了day21

持続点滴末梢（６０分）
生食　250mL　　１袋
カルボプラチン（AUC 2.5）
MAX375mg

持続点滴末梢（６０分）

キイトルーダ+ＦＰ療法 PTX+CBDCA+Cet（初回）

入院　　 入院　　・　　外来
ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ

gi018-01 gi021-01
18 21
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