
乳がん(更新︓２０２1年2⽉)

レジメン名称 癌種 催吐リスク レジメン情報 備考

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｴﾑﾀﾝｼﾝ 療法(3週毎) 乳癌 軽度 HER2陽性の⼿術不能⼜は再発乳癌 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ｴﾑﾀﾝｼﾝ 3.6mg/kg 1ｸｰﾙ 21⽇

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ単独療法(3週毎) 乳癌 軽度 乳癌 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:70mg/㎡

FEC 療法(100)(3週毎)+ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 乳癌 ⾼度 乳癌(ﾊｲﾘｽｸ例) ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ:100mg/㎡ ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ:500mg/㎡ ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ:500mg/㎡ Day2 ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 3週毎

FEC 療法(100)(3週毎) 乳癌 ⾼度 乳癌 ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ:100mg/㎡ ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ:500mg/㎡ ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ:500mg/㎡ 3週毎

TC 療法(75+600)(3週毎)+ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 乳癌 中等度 乳癌(ﾊｲﾘｽｸ例) ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:75mg/㎡ ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ:600mg/㎡ Day2 ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 3週毎

TC 療法(75+600)(3週毎) 乳癌 中等度 乳癌 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:75mg/㎡ ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ:600mg/㎡ Day1,22,43,64 3週毎

TC(75+600)+ H + ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(3週毎)(2回⽬以降) 乳癌 中等度 HER2陽性乳癌(ﾊｲﾘｽｸ例)
2回⽬以降 ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ:600mg/㎡ ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:75mg/㎡ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:6mg/kg Day2 ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 3
週毎

TC(75+600)+ H + ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ(3週毎)(初回) 乳癌 中等度 HER2陽性乳癌(ﾊｲﾘｽｸ例) 初回 ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ:600mg/㎡ ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:75mg/㎡ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:8mg/kg Day2 ﾍﾟｸﾞﾌｨﾙｸﾞﾗｽﾁﾑ 3週毎

TC(75+600)+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(3週毎)(2回⽬以降) 乳癌 中等度 乳癌 2回⽬以降 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:75mg/㎡ ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ:600mg/㎡ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:6mg/kg 3週毎

TC(75+600)+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(3週毎)(初回) 乳癌 中等度 乳癌 初回 ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:75mg/㎡ ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ:600mg/㎡ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:8mg/kg 3週毎

ｴﾘﾌﾞﾘﾝ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法 Day1 (初回) 乳癌 軽度 HER2陽性⼿術不能⼜は再発乳癌 初回 ｴﾘﾌﾞﾘﾝ:1.4mg/㎡ ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ:840mg/body ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:8mg/kg 1ｸｰﾙ:21⽇間

ｴﾘﾌﾞﾘﾝ+ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法(Day1/3w)(2回⽬以降) 乳癌 軽度 HER2陽性⼿術不能⼜は再発乳癌
2回⽬以降 ｴﾘﾌﾞﾘﾝ:1.4mg/㎡ ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ:420mg/body ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ注:6mg/kg Day1/3w 1ｸｰﾙ:21
⽇間

ｴﾘﾌﾞﾘﾝ + ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(6mg/kg) 療法(Day8/3w) 乳癌 軽度 HER2陽性⼿術不能⼜は再発乳癌 ｴﾘﾌﾞﾘﾝ:1.4mg/㎡ Day8/3w

ﾅﾌﾞﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ + ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法(初回) 乳癌 軽度 乳癌 ﾅﾌﾞﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ:260mg/㎡ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ初回:8mg/kg

ﾅﾌﾞﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ 療法(3週毎) 乳癌 軽度 乳癌 ﾅﾌﾞﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ:260mg/㎡ 1ｸｰﾙ:21⽇

ﾅﾌﾞﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ + ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法(3週毎)(2回⽬以降) 乳癌 軽度 乳癌 ﾅﾌﾞﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ:260mg/㎡ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 2回⽬以降:6mg/kg

ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ 療法(Day 1,8/3w) 乳癌 最⼩度 乳癌  ﾋﾞﾉﾚﾙﾋﾞﾝ:25mg/㎡  weekly(Day1,8) 1ｸｰﾙ:21⽇間

ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ 療法(初回) 乳癌 軽度 HER2陽性の乳癌 ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ:840mg/body ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:8mg/kg ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:75mg/㎡ 1ｸｰﾙ:21⽇間

ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ+ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ 療法(2回⽬以降)(3週毎) 乳癌 軽度 HER2陽性の乳癌 2回⽬以降 ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ:420mg/body ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:6mg/kg ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:75mg/㎡ 1ｸｰﾙ:21⽇間

ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ + ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法(3週毎)(初回) 乳癌 最⼩度 HER2陽性の乳癌 ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ:840mg/body ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:8mg/kg 1ｸｰﾙ:21⽇間

ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ + ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法(3週毎)(2回⽬以降) 乳癌 最⼩度 HER2陽性の乳癌 ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ:420mg/body ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:6mg/kg 1ｸｰﾙ:21⽇間

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法 weekly(初回) 乳癌 最⼩度 HER2過剰発現が確認された乳癌 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:4mg/kg

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法 weekly(2回⽬以降) 乳癌 最⼩度 HER2過剰発現が確認された乳癌 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:2mg/kg

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法(3週毎)(初回) 乳癌 最⼩度 HER2過剰発現が確認された乳癌 初回 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:8mg/kg
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ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法(3週毎)(2回⽬以降) 乳癌 最⼩度 HER2過剰発現が確認された乳癌 2回⽬以降 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:6mg/kg 3週毎

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ + ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ 療法(初回) 乳癌 軽度 ⼿術不能または再発乳癌
  ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ:90mg/㎡ Day1,8,15 ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:10mg/kg  Day1,15  1ｸｰﾙ:28⽇ weekly(3w投1w
休)

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ + ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ 療法(2回⽬以降)(Day1,15/4w) 乳癌 軽度 ⼿術不能または再発乳癌 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ:90mg/㎡ Day1,15 ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:10mg/kg Day1,15  1ｸｰﾙ:28⽇ weekly(3w投1w休)

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ + ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ 療法(2回⽬以降)(Day8/4w) 乳癌 軽度 ⼿術不能または再発乳癌 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ:90mg/㎡ Day8 3w投1w休

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ 療法 weekly(2回⽬以降) 乳癌 軽度 乳癌 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ:80mg/㎡ Day8,15 weekly(3w投1w休)

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ 療法 weekly(初回) 乳癌 軽度 乳癌 ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ:80mg/㎡ Day1 weekly(3w投1w休)

ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ + ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ 療法(初回) 乳癌 軽度 乳癌 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:初回のみ 4mg/kg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:2mg/kg ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ:80mg/㎡

ｴﾘﾌﾞﾘﾝ 単独療法(Day1,8/3w) 乳癌 軽度 ⼿術不能または再発乳癌 ｴﾘﾌﾞﾘﾝ:1.4mg/㎡ Day1,8/3w

ｴﾘﾌﾞﾘﾝ + ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(6mg/kg) 療法(Day1/3w) 乳癌 軽度 ⼿術不能または再発乳癌 ｴﾘﾌﾞﾘﾝ:1.4mg/㎡ Day1,8 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:6mg/kg Day1 3週毎

ｴﾘﾌﾞﾘﾝ + ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(6mg/kg) 療法(Day8/3w) 乳癌 軽度 ⼿術不能または再発乳癌 ｴﾘﾌﾞﾘﾝ:1.4mg/㎡ Day8/3w

ｴﾘﾌﾞﾘﾝ + ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ(8mg/kg) 療法 初回 乳癌 軽度 ⼿術不能または再発乳癌 初回 ｴﾘﾌﾞﾘﾝ:1.4mg/㎡ ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ初回:8mg/kg

ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ+ ﾅﾌﾞﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ 療法 乳癌 軽度 TNかつPDL-1陽性乳癌 ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ:840mg/body Day1,15 ﾅﾌﾞﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ:100mg/㎡ Day1,8,15 1ｸｰﾙ:28⽇

ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ 療法 乳癌 中等度 HER2陽性進⾏・再発乳癌 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ ﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ︓5.4mg/kg 3週毎

DCbH 療法（初回） 乳癌 ⾼度 HER2陽性乳癌 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:8mg/kg ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:75mg/㎡ ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC6

DCbH 療法（2回⽬以降） 乳癌 ⾼度 HER2陽性乳癌 ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ:6mg/kg ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ:75mg/㎡ ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC6 3週毎

EC 療法 乳癌 ⾼度 乳癌 ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ:90mg/㎡ ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ:600mg/㎡ 3週毎

ﾅﾍﾞﾙﾋﾞﾝ＋ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ 療法 乳癌 軽度 HER2陽性乳癌 ﾅﾍﾞﾙﾋﾞﾝ︓25mg/㎡ Day1,8 ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ︓6mg/kg（初回︓8mg/kg） Day1


