
2000012 トラスツズマブBS単剤（3週間毎）

2000021 薬品名 投与方法 day1

トラスツズマブ 点滴静注 〇

2000032 トラスツズマブBS（3週間毎）＋GEM

2000042 薬品名 投与方法 day1 day8

トラスツズマブ 点滴静注 〇

ゲムシタビン（GEM) 点滴静注 〇 〇

2000070 トラスツズマブBS（3週間毎）+VNR

2000080 薬品名 投与方法 day1 day8

トラスツズマブ 点滴静注 〇

ビノレルビン（VNR) 点滴静注 〇 〇

2000152 トラスツズマブBS（3週間毎）+DTX

2000162 薬品名 投与方法 day1

トラスツズマブ 点滴静注 〇

ドセタキセル（DTX） 点滴静注 〇

2000171 ペルツズマブ+トラスツズマブBS

2000181 薬品名 投与方法 day1

ペルツズマブ 点滴静注 〇

トラスツズマブ 点滴静注 〇

2000053 ペルツズマブ+トラスツズマブBS+DTX

2000063 薬品名 投与方法 day1

ペルツズマブ 点滴静注 〇

トラスツズマブ 点滴静注 〇

ドセタキセル (DTX) 点滴静注 〇

乳がん

投与量

初回8mg/kg  2回目以降6mg/kg

day2 ～ day21

休薬

投与量

25mg/㎡ 休薬 休薬

休薬

投与量 day2 ～ day7 day9～ day21

初回8mg/kg  2回目以降6mg/kg 休薬

初回8mg/kg  2回目以降6mg/kg

1250mg/㎡

前投薬：ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ 0.75mg、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg

投与量 day2 ～ day21

初回8mg/kg  2回目以降6mg/kg

60mg/㎡
休薬

day2 ～ day7 day9～ day21

休薬

休薬

前投薬：ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ 0.75mg、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg

投与量 day2 ～ day21

初回840mg 2回目以降420mg
休薬

初回840mg 2回目以降420mg

初回8mg/kg  2回目以降6mg/kg

休薬

投与量 day2 ～ day21

初回8mg/kg  2回目以降6mg/kg

75mg/㎡

前投薬：ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ 0.75mg、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg



2000092 ペルツズマブ+トラスツズマブBS+GEM

2000102 薬品名 投与方法 day1 day8

ペルツズマブ 点滴静注 〇

トラスツズマブ 点滴静注 〇

ゲムシタビン（GEM) 点滴静注 〇 〇

2000130 ペルツズマブ+トラスツズマブBS+VNR

2000141 薬品名 投与方法 day1 day8

ペルツズマブ 点滴静注 〇

トラスツズマブ 点滴静注 〇

ビノレルビン（VNR) 点滴静注 〇 〇

2000193 FEC100

2000202 薬品名 投与方法 day1

エピルビシン (EPI) 点滴静注 〇

シクロホスファミド (CPA) 点滴静注 〇

5-FU 点滴静注 〇

2000223 TC

薬品名 投与方法 day1

ドセタキセル (DTX) 点滴静注 〇

シクロホスファミド (CPA) 点滴静注 〇

2000230 アブラキサン®(nab-PTX ) A法

薬品名 投与方法 day1

パクリタキセル（アルブミン懸濁型） 点滴静注 〇

2000240 ハラヴェン®(エリブリン)

薬品名 投与方法 day1 day8

エリブリン 点滴静注 〇 〇

2000260 ベバシズマブ(BV)＋PTX 前投薬：ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 20mg、ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ 5mg、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg

2000262 薬品名 投与方法 day1 day8 day15

パクリタキセル (PTX) 点滴静注 〇 〇 〇

ベバシズマブ(BV) 点滴静注 〇 〇

前投薬：ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg

初回8mg/kg  2回目以降6mg/kg

25mg/㎡ 休薬 休薬

投与量 day2 ～ day7 day9～ day21

初回840mg 2回目以降420mg
休薬

day9～ day21

休薬

休薬休薬

初回840mg 2回目以降420mg

初回8mg/kg  2回目以降6mg/kg

1250mg/㎡

投与量 day2 ～ day21

100mg/㎡

休薬500mg/㎡

500mg/㎡

投与量 day2 ～ day7

前投薬：ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ 0.75mg、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg

前投薬：ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg

前投薬：ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ 0.75mg、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg±ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 150mg

投与量 day2 ～ day21

260mg/㎡ 休薬

投与量 day2 ～ day21

75mg/㎡
休薬

600mg/㎡

前投薬：ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ 0.75mg、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg

day9～ day14

休薬休薬

休薬

day16 ～ day28

休薬

投与量 day2 ～ day7

90mg/㎡

10mg/kg

投与量 day2 ～ day7

1.4mg/㎡ 休薬 休薬

day9～ day21



2000280 カドサイラ®(トラスツズマブエムタンシン)

2000290 薬品名 投与方法 day1

トラスツズマブエムタンシン 点滴静注 〇

薬品名 投与方法

パルボシクリブ 経口

レトロゾール 経口

薬品名 投与方法 day1 day15

パルボシクリブ 経口

フルベストラント 筋肉内投与 〇 （初回〇）

薬品名 投与方法 day1 day15

アベマシクリブ 経口

フルベストラント 筋肉内投与 〇 （初回〇）

薬品名 投与方法

パルボシクリブ 経口

レトロゾール 2.5mg or アナストロゾール 1mg 経口

2000320 EC

薬品名 投与方法 day1

エピルビシン (EPI) 点滴静注 〇

シクロホスファミド (CPA) 点滴静注 〇

day22-day28

休薬

休薬

day16-day21

イブランス®(パルボシクリブ)＋フルベストラント

休薬 休薬

連日投与

投与量

150mg/回 1日2回

500mg

day2-day14 day16-day28

ベージニオ®(アベマシクリブ)＋フルベストラント

投与量 day2-day14

125mg/回 1日1回 ➡

500mg 休薬

投与量 day2 ～ day21

3.6mg/kg 休薬

投与量

前投薬：ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg

イブランス®(パルボシクリブ) + レトロゾール

2.5mg/回 1日1回

day1 ～ day21

➡

day22 ～ day28

休薬

連日投与

125mg/回 1日1回

前投薬：ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ 0.75mg、ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ 6.6mg±ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ 

投与量 day2 ～ day21

90mg/㎡
休薬

600mg/㎡

※術後薬物療法時は24ヵ月までの投与

※術後薬物療法時は24ヵ月までの投与

(手術不能又は再発乳がん）

投与量 服用中

150mg/回 1日2回

 1日1回

ベージニオ®(アベマシクリブ) + レトロゾールorアナストロゾール

連日投与


