
乳癌 伊勢崎市民病院　登録レジメン R4．１１現在

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 １コース期間 催吐リスク
EC療法 エピルビシン 80mg/㎡ day1 21日間 高度
（術前・術後・進行再発） エンドキサン 600mg/㎡ day1

FEC療法 フルオロウラシル 500mg/㎡ day1 21日間 高度
（術前・術後・進行再発） エピルビシン 75～100mg/㎡ day1

エンドキサン ５０0mg/㎡　 day1

CMF療法 エンドキサン錠 65mg/㎡ 1日２回朝・夕食後（２週間内服・１週間休薬） day2～15 28日間 中等度
（術後補助） メトトレキサート 40mg/㎡ day1,8
（進行・再発） フルオロウラシル 500mg/㎡ day1,8

Weekly－PTX療法 パクリタキセル 80mg/㎡ day1,8,15 28日間 軽度
（術前補助）
（進行・再発）

HER+PTX療法 ハーセプチン 4mg/kg（初回） day1,8,15,22  毎週投与 28日間 軽度
＜HER2陽性＞ 以降2mg/kg
（進行・再発） パクリタキセル 80mg/㎡ day1,8,15

HER+PTX療法 ハーセプチン 4mg/kg（初回） day1,8,15 28日間 軽度
＜HER2陽性＞ 以降2mg/kg
(術後補助） パクリタキセル 80mg/㎡ day1,8,15

DTX単剤療法 ドセタキセル ７５mg/㎡　　 day1 21日間 軽度
（術後補助)
（進行・再発）

HER+DTX療法 ハーセプチン 8mg/kg（初回） day1 21日間 軽度
（進行・再発） 以降6mg/kg
（術後補助） ドセタキセル 75mg/㎡ day1

nab-PTX単剤療法 アブラキサン 260mg/㎡ day1 21日間 軽度
（進行・再発）
nab-PTX＋HER（B法） アブラキサン 260mg/㎡ day1 21日間 軽度
＜HER2陽性＞ ハーセプチン 8mg/kg（初回） day1
（進行・再発） 6mg/kg（2回目以降）
PTX＋Bev療法 アバスチン 10mg/kg 28日間 軽度
（進行・再発）

パクリタキセル 80mg/㎡ day1,8,15

TC療法 ドセタキセル 75mg/㎡ day1 21日間 中等度
（術後補助） エンドキサン 600mg/㎡ day1
（進行・再発）
VNR単剤療法（VNB） ロゼウス 25mg/㎡ day1,8 21日間 最小度
（進行・再発）

day1,15
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乳癌 伊勢崎市民病院　登録レジメン R4．１１現在

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 １コース期間 催吐リスク
HER+VNR療法 ハーセプチン 8mg/kg（初回） day1 21日間 最小度
＜HER２陽性＞ 以降6mg/kg
（進行・再発） ロゼウス ２５mg/㎡　　 day1,8
GEM単剤療法 ゲムシタビン 1250mg/㎡ day1,8 21日間 軽度
（進行・再発）
GEM＋PTX療法 ゲムシタビン 1250mg/㎡ day1,8 21日間 軽度
（進行・再発） パクリタキセル 175mg/㎡ day1

エリブリン単剤療法 ハラヴェン 1.4mg/㎡ day1,8 21日間 軽度
（進行・再発）
エリブリンbiweekly ハラヴェン 1.4mg/㎡ day1 14日間 軽度
（進行・再発）
エリブリン＋HER（B法） ハラヴェン 1.4mg/㎡ day1,8 21日間 軽度
＜HER2陽性＞ ハーセプチン （初回）8mg/kg、以降6mg/kg day1
（進行・再発）
HER（B法） ハーセプチン 8mg/kg（初回） day1 21日間 最小度
＜HER２陽性＞ 以降6mg/kg
（術前・術後補助・進行再発）
HER(B法)＋ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ（B法） ハーセプチン 8mg/kg（初回） day1 21日間 軽度
＜HER2陽性＞ 以降6mg/kg
（進行・再発） ゼローダ錠 2500mg/㎡/day　１日２回　朝・夕食後 day2～15

　(2週間内服、1週間休薬）
HER＋PER＋DTX ハーセプチン （初回）8mg/kg、以降6mg/kg day1 21日間 軽度
＜HER２陽性＞
（進行・再発） パージェタ 初回840mg、2回目以降420mg day1

ドセタキセル ７５mg/㎡ day1
HER＋PER ハーセプチン （初回）8mg/kg、以降6mg/kg day1 21日間 最小度
＜HER２陽性＞
（進行・再発） パージェタ 初回840mg、2回目以降420mg day1

T-DM1 カドサイラ 3.6mg/kg day1 21日間 軽度
＜HER2陽性＞
（進行・再発）（術後化学療法）
dose dence AC ドキソルビシン 60mg/㎡ day1 14日間 高度
（術前・術後） エンドキサン 600mg/㎡ day1

連投　Weekly PTX パクリタキセル 80mg/㎡ day1,8,15 21日間 軽度
（術前・術後）
Atezolizumab＋nab-PTX テセントリク 840mg/body day1,15 28日間 軽度
(PD-L1陽性・TN）
(進行・再発） アブラキサン 100mg/㎡ day1,8,15

Trastuzumab Deruxtecan エンハーツ 5.4mg/kg day1 21日間 中等度
＜HER２陽性＞
（進行・再発）
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乳癌 伊勢崎市民病院　登録レジメン R4．１１現在

レジメン名 薬剤名 投与量 投与日 １コース期間 催吐リスク
CPT-11単剤療法（A法） イリノテカン 100mg/㎡ day1,8,15,22 6週間 中等度
（進行・再発） （4投2休）
CGP療法 キイトルーダ 200mg/body day1 ２１日間 中等度
（PD-L1陽性、TNタイプ） ゲムシタビン 1000mg/㎡ day1,8
（進行・再発　１ｓｔ　line) カルボプラチン AUC=2 day1,8

PTX-P療法 キイトルーダ 200mg/body　（3週毎） day1,22,43,64 84日間 軽度
（PD-L1陽性、TNタイプ） パクリタキセル 90mg/㎡　（３投１休） day1,8,15,29,36,43,57,64,71
（進行・再発　１ｓｔ　line)

nab-PTX+P療法 キイトルーダ 200mg/body　（3週毎） day1,22,43,64 84日間 軽度
（PD-L1陽性、TNタイプ） アブラキサン 100mg/㎡　（３投１休） day1,8,15,29,36,43,57,64,71
（進行・再発　１ｓｔ　line)

＜TNタイプ　術前化学療法①＞ キイトルーダ 200mg/body day1 21日間 中等度
PTX＋CBDCA＋Pembrolizumab パクリタキセル 80mg/㎡ day1,8,15

カルボプラチン AUC=5 day1

＜TNタイプ　術前化学療法②＞ キイトルーダ 200mg/body day1 21日間 高度
EC＋Pembrolizumab エピルビシン 80mg/㎡ day1

エンドキサン 600mg/㎡ day1

＜TNタイプ　術後化学療法＞ キイトルーダ 200mg/body day1 21日間 最小度
Pembrolizumab

                         ：セットレジメン
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