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乳癌 

 

□ カペシタビン単独療法 

・カペシタビン 1800mg～3000mg/日(A 法)  

1 日 2 回朝・夕食後内服 

 

体表面積 1 回投与量（錠数） 1 日投与量(錠数) 

1.31 ㎡未満 900mg(3 錠) 1800mg(6 錠) 

1.31 ㎡～1.64 ㎡未満 1200mg(4 錠) 2400mg(8 錠) 

1.64 ㎡以上 1500mg(5 錠) 3000mg(10 錠) 

A 法：1650mg/㎡/日 

 

□ カペシタビン単独療法 

  ・カペシタビン 3000mg～4800mg/日(B 法)  

   1 日 2 回朝・夕食後内服 

 

体表面積 1 回投与量（錠数） 1 日投与量(錠数) 

1.33 ㎡未満 1500mg(5 錠) 3000mg(10 錠) 

1.33 ㎡～1.57 ㎡未満 1800mg(6 錠) 3600mg(12 錠) 

1.57 ㎡～1.81 ㎡未満 2100mg(7 錠) 4200mg(14 錠) 

1.81 ㎡以上 2400mg(8 錠) 4800mg(16 錠) 

  B 法：2500mg/㎡/日 

 

14 日間連日投与 7 日間休薬 →繰り返す 

1 コース 3 週間 

21 日間連日投与 7 日間休薬 →繰り返す 

1 コース 4 週間 
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□ カペシタビン+タイケルブ療法 

・タイケルブ 1250mg(5 錠)/日 

 1 日 1 回連日内服 

 食事の前後 1 時間を避けて内服する。 

  ・カペシタビン 2400mg～4200mg/日(C 法)  

   1 日 2 回朝・夕食後内服 

 

体表面積 1 回投与量（錠数） 1 日投与量(錠数) 

1.36 ㎡未満 1200mg(4 錠) 2400mg(8 錠) 

1.36 ㎡～1.66 ㎡未満 1500mg(5 錠) 3000mg(10 錠) 

1.66 ㎡～1.96 ㎡未満 1800mg(6 錠) 3600mg(12 錠) 

1.96 ㎡以上 2100mg(7 錠) 4200mg(14 錠) 

  C 法：2000mg/㎡/日 

 

□ S-1 単独療法 

  ・S-1 80mg~120mg/日 

   1 日 2 回朝・夕食後内服 

 

体表面積 1 回投与量 1 日投与量 

1.25 ㎡未満 40mg/回 80mg/日 

1.25 ㎡～1.5 ㎡未満 50mg/回 100mg/日 

1.5 ㎡以上 60mg/回 120mg/日 

 

28 日間連日投与 14 日間休薬 →繰り返す 

1 コース 6 週間 

カペシタビン→ 14 日間連日投与 7 日間休薬 

タイケルブ 連日投与 

→繰り返す 

1 コース 3 週間 



3 

 

□ EC 療法 

エピルビシン 75~90mg/㎡ 5 分 day1 

エンドキサン 600mg/㎡ 1 時間 day1 

※3 週間サイクル 

 

□ wPTX 療法 

パクリタキセル 80mg/㎡ 1 時間 day1,8,15 

※3 週間連続投与、1 週間休薬 4 週間サイクル 

 

□ DTX 療法 

ドセタキセル 60mg/㎡ 2 時間 day1 

※3 週間サイクル 

 

□ VNR 療法 

ナベルビン 25mg/㎡ 5 分 day1,8 

※2 週間連続投与、1 週間休薬 3 週間サイクル 

 

□ GEM+PTX 療法 

ゲムシタビン 1250mg/㎡ 30 分 day1,8 

パクリタキセル 175mg/㎡ 3 時間 day1 

※3 週間サイクル（3 週目は休薬） 
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□ TC 療法 

ドセタキセル  75mg/㎡ 1 時間 day1 

エンドキサン 600mg/㎡ 30 分 day1 

※3 週間サイクル 

 

□ Nab-PTX 療法 

アブラキサン 260mg/㎡ 30 分 day1 

※3 週間サイクル 

 

□ Bev+PTX 療法 

アバスチン 10mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 60 分 day1,15 

パクリタキセル 80mg/㎡ 1 時間 day1,8,15 

※4 週間サイクル（4 週目は休薬） 

 

□ Tri-weekly HER 療法 

トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2 回目以降 6mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 30 分 day1 

※3 週間サイクル 

 

□ エリブリン療法 

ハラヴェン 1.4mg/㎡ 5 分 day1,8 

※2 週連続投与、1 週休薬 3 週間サイクル 
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□ フルベストラント療法 

フェソロデックス 500mg 左右臀部に 1 筒ずつ筋注 初回、2 週間後、4 週間後 

※4 週間サイクル（1 コース目のみ day15 に投与あり） 

 

□ DTX+Tri-weekly HER 療法 

ドセタキセル  60mg/㎡ 2 時間 day1 

トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2 回目以降 6mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 30 分 day1 

※3 週間サイクル 

 

□ wPTX+Tri-weekly HER 療法 

パクリタキセル 80mg/㎡ 1 時間 day1,8,15 

トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2 回目以降 6mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 30 分 day1 

※3 週間サイクル（PTX は休薬週なし） 

 

□ エリブリン+Tri-weekly HER 療法 

ハラヴェン 1.4mg/㎡ 5 分 day1,8 

トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2 回目以降 6mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 30 分 day1 

※3 週間サイクル（3 週目は休薬） 

 

□ PER+HER 療法 

トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2 回目以降 6mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 30 分 day1 

パージェタ 初回 840mg 60 分、2 回目以降 420mg 30 分 day1 

※3 週間サイクル 
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□ カペシタビン+Tri-weekly HER 療法 

トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2 回目以降 6mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 30 分 day1 

カペシタビン 3000mg～4800mg/日(B 法)  

   1 日 2 回朝・夕食後内服 

 

体表面積 1 回投与量（錠数） 1 日投与量(錠数) 

1.33 ㎡未満 1500mg(5 錠) 3000mg(10 錠) 

1.33 ㎡～1.57 ㎡未満 1800mg(6 錠) 3600mg(12 錠) 

1.57 ㎡～1.81 ㎡未満 2100mg(7 錠) 4200mg(14 錠) 

1.81 ㎡以上 2400mg(8 錠) 4800mg(16 錠) 

  B 法：2500mg/㎡/日 

 

□ PER+HER+DTX 療法 

ドセタキセル  60mg/㎡ 2 時間 day1 

トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2 回目以降 6mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 30 分 day1 

パージェタ 初回 840mg 60 分、2 回目以降 420mg 30 分 day1 

※3 週間サイクル 

 

□ PER+HER+ wPTX 療法 

パクリタキセル 80mg/㎡ 1 時間 day1,8,15 

トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2 回目以降 6mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 30 分 day1 

パージェタ 初回 840mg 60 分、2 回目以降 420mg 30 分 day1 

※3 週間サイクル（PTX は休薬週なし） 

14 日間連日投与 7 日間休薬 →繰り返す 

1 コース 3 週間 

トラスツズマブ点滴投与(1 日目) 
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□ PER+HER+ エリブリン療法 

ハラヴェン 1.4mg/㎡ 5 分 day1,8 

トラスツズマブ 初回 8mg/kg、2 回目以降 6mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 30 分 day1 

パージェタ 初回 840mg 60 分、2 回目以降 420mg 30 分 day1 

※3 週間サイクル（3 週目は休薬） 

 

□ トラスツズマブエムタンシン療法 

カドサイラ 3.6mg/kg 初回 90 分、2 回目以降 30 分 day1 

※3 週間サイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


