
泌尿器

コード hk006-01 hk007-01 hk008-01 hk009-01 hk010-01
ナンパリング

入院 入院 入外兼用 入院　　・　　外来 外来

ルート ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ

プロトコール
名

M-VAC VIP　bolus GC TG タキソテール・プレドニゾロン

投与順序 1 薬剤 別紙 別紙 別紙
ソルデム１　５００ｍL　　１袋　メ
インルート

化学療法中
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg　１０T分２

手技 持続点滴末梢（２ｈ） day1

2 薬剤

メソトレキセート（30mg/㎡）
シスプラチン　（70mg/㎡）
ドキソルビシン（30mg/㎡）
エクザール（3mg/㎡）

イホマイド　（1.2g/㎡）　MAX　1.5g/㎡
シスプラチン　（120mg/㎡）　MAX　120mg/㎡
エトポシド　（100mg/㎡）　MAX　120mg/㎡

ゲムシタビン　（1000mg/㎡）
シスプラチン　（70mg/㎡）

生食　５０ｍL　　　　　　１瓶
ゲムシタビン　（1000mg/㎡）
MAX　1000mg/㎡
Rp.1開始６０分後より
下ルートより

生食　２５０ｍL　　　１袋
ドセタキセル　（75mg/㎡）
上ルートより
調製時ポンピング必要

手技 持続点滴側管（３０分） 持続点滴末梢（９０分）

3 薬剤 全て下ルート

全て下ルート

（エトポシド(ラステット)はフィル
ターなし！）

day1、2は全て下ルート
day8、15は上ルート

生食　５０ｍL　　　　　　　１瓶
ファモチジン注20mg　　　１A
デキサート注6.6mg　　2.5V
Rp.2終了後全開で
Rp.3と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

生食　５０ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

手技 持続点滴側管（全開） 持続点滴末梢

4 薬剤 イメンド内服

ブドウ糖　５％５００ｍL　　１袋
パクリタキセル（175mg/㎡）
MAX　210mg/㎡
Rp.1終了後
下ルートより

休薬完了　day21

手技 持続点滴末梢（４ｈ）

5 薬剤

手技 day8

6 薬剤
ソルデム１　５００ｍL　　１袋
メインルート

手技 持続点滴末梢（２ｈ）

7 薬剤

生食　５０ｍL　　　　　　１瓶
ゲムシタビン　（1000mg/㎡）
MAX　1000mg/㎡
Rp.1開始６０分後より
下ルートより

手技 持続点滴側管（３０分）

8 薬剤 休薬完了　day21

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
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泌尿器

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

hk012-01 hk013-01 hk014-01 hk016-01 hk017-01 hk018-01 hk019-01
2

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

ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ シリンジ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

EP タキソテール・ﾃﾞｷｻﾒｻｿﾞﾝ CDDP動注連日 トーリセル アドリアシン単剤 ハラヴェン オプジーボ(2週毎)

化学療法中
デカドロン錠0.5mg　２T分２

化学療法前投与
ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠　5錠　服用

生食　100mL　　　　１瓶
オプジーボ注（240mg/body）

day1 day2～5 day1～5 day1 day 1～5 day1 day1～3 day1,8 持続点滴末梢（３０分）

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

ソルデム3A500mL　　１袋
KCL注　　　　　1キット
メインルート
Rp.２と同時

生食　２５０ｍL　　　１袋
ドセタキセル（75mg/㎡）
上ルートより
調製時ポンピング必要

ラクテック　500mL　　1袋
生食　２５０ｍL　　１袋
トーリセル
（25mg/body）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注キット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

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（２時間） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（1.5ｈ） 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（５分）

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

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ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　５０ｍL　　　　１瓶
ルートキープ用

ラクテック　500mL　　1袋
生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　50mL　　　１瓶
ドキソルビシン
（30mg/body）

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day14

持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（1.5ｈ） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢

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

5%ブドウ糖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

休薬完了　day21
ｶｲﾄﾘﾙ注キット3mg　１袋
デキサート注6.6mg　１V
Rp.2投与60分後から

休薬完了day7 休薬完了day21

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（３０分） day15は休薬

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

生食500ｍL　　　　　1袋
KCL注　　　　　　　1キット
メインルート

ランダ注　　　(20mg/㎡) 休薬完了day２１

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（２時間） 動注
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

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

ラクテック　500mL　１袋

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（９０分）

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

生食500ｍL　　　　　1袋
KCL注　　　　　　　１キット
メインルート

休薬完了　day21

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（５時間） 持続点滴末梢（５時間）
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

ソルデム3A500mL　　1袋
KCL注　　　　　　　１キット
メインルート

持続点滴末梢（５時間） 持続点滴末梢（５時間） 持続点滴末梢（５時間）
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

ソルデム3A500mL　　1袋
メインルート

持続点滴末梢（５時間） 持続点滴末梢（4時間45分） 持続点滴末梢（5時間45分）
ソルデム３A　500mL　１袋
メインルート

休薬完了day21

持続点滴末梢（４時間４５分） day8、15

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

持続点滴末梢（６０分）

イメンド内服
生食　５０ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

持続点滴末梢
休薬完了　day21

hk011-02

入院

ケモセーフ(下ルート)

BEP療法
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泌尿器

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

hk020-01 hk021-01 hk022-01 hk023-01 hk024-01 hk025-01 hk026-01 hk027-01

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 シリンジ ケモセーフ

ジェブタナ パラプラチン・ゲムシタビン
パラプラチン・
Monthlyタキソール

GC(ショートハイドレーション) キイトルーダ(3週毎) オプジーボ+ヤーボイ エピルビシン膀注 バベンチオ療法

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠　10mg/日併
用

イメンド内服

生食　100mL　　　　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５錠

イメンド内服
生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（200mg/body）

生食　100mL　　　　１瓶
オプジーボ注（240mg/body）

エピルビシン注(30mg/body)
生食50mL　　　　　　　1瓶
生食は溶解用

生食　50mL　　　　１瓶
ポララミン注　　　　１A

day1 day1 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） 膀胱内注入 持続点滴末梢（１５分）

生食100mL　　１瓶
ファモチジン注20mg　１A
デキサート注6.6mg　１V
ポララミン注5mg　　１A

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

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6mg　　1.5V
投与中に経口補水液(OS1)1L
摂取

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　100mL　　　　　１瓶 休薬完了day7 アセリオ静注用　　650mg

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（５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分）

生食100mL　　１瓶
生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

5%ブドウ糖500mL　　　1袋
パクリタキセル注（175mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

休薬完了day21
生食　50mL　　　　１瓶
ヤーボイ注（1mg/kg）
生食30mL抜いて調製

生食でvolume upする
生食　250mL　　　　１瓶
バベンチオ注（10mg/kg）

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（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　２５０ｍL　　１袋
ジェブタナ（25ｍｇ/㎡）

ソルデム3A500mL　　　１袋
カルボプラチン（AUC　５）
MAX750mg

ソルデム3A500mL　　１袋
カルボプラチン（AUC　６）
MAX800mg

ソルデム３A　500mL　１袋
硫酸Mg　　８ｍEq

生食　50mL　　　　１瓶
生食4mL/Vで溶解して、
全量36mLとし、50mLシリ
ンジに調製する

休薬完了day14

持続点滴末梢（６０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（５分）

マンニットール　　　200mL 休薬完了day21
先に生食24mL抜き取り、ｴﾋﾟﾙﾋﾞ
ｼﾝ12mL吸い切って全量36mLと
する。

適応によってはインライタ処方
あり
インライタ1回5mg　1日2回

day3 day8 day8,15は、休薬週 持続点滴末梢（３０分）

ジーラスタ皮下注3.6mg
１筒

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　500mL　　　　1袋
シスプラチン（70mg/㎡）
全量を500mLに

４回投与後、オプジーボ単剤へ

皮下投与 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分）

休薬完了day２１
生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

カルボプラチンはAUC５に減
量されていても問い合わせ不
要

ソルデム３A　500mL　１袋

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分）

day15は、休薬週 day8、15

休薬完了day21
生食　100mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V

持続点滴末梢（３０分）
生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

持続点滴末梢（３０分）

day22は、休薬週

休薬完了day28
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泌尿器

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

hk028-01 hk029-01 hk030-01 hk031-01 hk032-01 hk033-01 hk034-01 hk035-01
1

入院 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　 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(下ルート)
（メインフィルターなし）

ジェムザール+RT ジェムザール オプジーボ(4週毎) キイトルーダ(6週毎) Weekly CDDP(40mg/㎡) Weekly CDDP(40mg/㎡)SH パドセブ療法 シスプラチン・ラステット

生食　50mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　0.5V

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（480mg/body）

生食　100mL　　　　１瓶
キイトルーダ注（400mg/body）

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/日内服
（Day2～4）

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/日内服
（Day2～4）

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

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（３０分） day1 day1 day1,8,15 持続点滴末梢（３０分）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（27mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

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

ソルデム３Ａ　500mL　1袋
メインルート

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　50mL　　　　１瓶
デキサート注6.6mg　1V

5%ブドウ糖500mL　1袋
エトポシド　（100mg/㎡）

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（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（９０分）

day1.4.8.11.15.18.22.25の計8回 day1～day15の計３回 休薬完了day28 休薬完了day42
ソルデム１　500mL　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　１袋
硫酸Mg　　　　　　　８mEq

生食　50mL　　　　１瓶
パドセブ注（1.25mg/kg）
注射用水20mL　　1A
注射用水は溶解用

ソルデム3A500mL　１袋
硫酸マグネシウム　　８ｍEq

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（６０分）

休薬完了day28
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

マンニットールS　　　200mL 休薬完了day28 ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS300mL　200ｍL

day22は休薬 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day7

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
ランダ（40mg/㎡）
全量を500mLに

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

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０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

ラクテック500mL　　　１袋 ソルデム3A500mL　　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）

ソルデム３Ａ　500mL　1袋
メインルート

休薬完了day7

持続点滴末梢（１２０分） day2,3

ソルデム１　500mL　　1袋
メインルート

イメンド内服
生食100mL　１瓶
デキサート注6.6mg　　１V
フィルターなし

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分）

ソルデム３Ａ　500mL　1袋
メインルート

5%ブドウ糖500mL　1袋
エトポシド（100mg/㎡）

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分）

休薬完了day7

day8,15は、休薬週

イメンド内服 休薬完了day21

イメンド内服
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