
乳腺・内分泌外科 2021年7月 審査分

癌
種

剤型 レジメン名/薬剤 投与量 投与日/1コース日数 備考

MSI-High固形癌　　　　　　　　　　　
キイトルーダ6週毎（MSI-High固形癌） ◆ キイトルーダ6週毎（MSI-High固形癌）  1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 400 mg/body day 1  

キイトルーダ療法（MSI-High固形癌）　　 ◆ キイトルーダ療法（MSI-High固形癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）注射液 200 mg/body day 1  

乳癌　　　　　　　　　　　
AC療法NK1あり(乳癌) ◆ AC療法NK1あり(乳癌) 　 1コース 21日 ■術前:4コース        ■術後:4コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 シクロホスファミド水和物注射用 600 mg/㎡ day 1  

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用 60 mg/㎡ day 1  

DTX+CBDCA+q3wHER(乳癌) ◆ DTX+CBDCA+q3wHER(乳癌) 　 1コース 21日 ■術前:6コース        ■術後:6コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 ドセタキセル注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

DTX療法  ◆ DTX療法 　 1コース 21-28日 ■術前:4コース        ■術後:4コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 75 mg/㎡ day 1  

weekly PTX療法（12週連投） ◆ weekly PTX療法（12週連投） 　 1コース 7日 ■術前:12コース       ■術後:12コース       □進行再発:               □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1  

weekly PTX療法(3投1休) ◆ weekly PTX療法(3投1休) 　 1コース 28日 ■術前:4コース        ■術後:4コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

wPTX+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+q3wHER(乳癌) ◆ wPTX+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+q3wHER(乳癌) 　 1コース 21日 ■術前:4コース        ■術後:4コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 ペルツズマブ（遺伝子組換え）注射液 420-840 mg/body day 1 初回量：840mg/body、維持量：420mg/body

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+q3wHER(乳癌） ◆ ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+q3wHER(乳癌） 　 1コース 21日 ■術前:4コース        ■術後:4コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 ペルツズマブ（遺伝子組換え）注射液 420-840 mg/body day 1 初回量：840mg/body、維持量：420mg/body

乳癌（術後）　　　　　　　　　　　
DTX+ハーセプチン療法（術後）（乳癌） ◆ DTX+ハーセプチン療法（術後）（乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:4コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

T(DTX)C療法（術後）(乳癌） ◆ T(DTX)C療法（術後）(乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:4コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 シクロホスファミド水和物注射用 600 mg/㎡ day 1  

【静注】 ドセタキセル注射液 75 mg/㎡ day 1  

TC(DTX+CPA)+ハーセプチン療法(術後)(乳癌) ◆ TC(DTX+CPA)+ハーセプチン療法(術後)(乳癌) 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:4コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 シクロホスファミド水和物注射用 600 mg/㎡ day 1  

【静注】 ドセタキセル注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

weekly PTX12週連投＋ハーセプチン療法（術後） ◆ weekly PTX12週連投＋ハーセプチン療法（術後） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:4コース        □進行再発:               □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

カドサイラ(術後)(乳癌) ◆ カドサイラ(術後)(乳癌)  1コース 21日 □術前:               ■術後:14コース       □進行再発:               □その他:

【静注】 トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え）注射用 3.6 mg/kg day 1  

パージェタ+q3wHER(乳癌） ◆ パージェタ+q3wHER(乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:1年間          □進行再発:               □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 ペルツズマブ（遺伝子組換え）注射液 420-840 mg/body day 1 初回量：840mg/body、維持量：420mg/body

ハーセプチン/アリミデックス療法（術後） ◆ ハーセプチン/アリミデックス療法（術後） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:1年間          □進行再発:               □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 アナストロゾール 1 mg/body day 1-21 分1

ハーセプチン/アロマシン療法（術後） ◆ ハーセプチン/アロマシン療法（術後） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:1年間          □進行再発:               □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 エキセメスタン 25 mg/body day 1-21 分1

ハーセプチン/ノルバデックス療法（術後） ◆ ハーセプチン/ノルバデックス療法（術後） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:1年間          □進行再発:               □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 タモキシフェンクエン酸塩 20 mg/body day 1-21 分1

ハーセプチン/フェマーラ療法（術後） ◆ ハーセプチン/フェマーラ療法（術後） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:1年間          □進行再発:               □その他:



ハーセプチン/フェマーラ療法（術後）【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 レトロゾール 2.5 mg/body day 1-21 分1

ハーセプチン療法（術後） ◆ ハーセプチン療法（術後） 　 1コース 21日 □術前:               ■術後:1年間          □進行再発:               □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

乳癌（術前）　　　　　　　　　　　
DTX+q3wﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ療法（術前）（乳癌） ◆ DTX+q3wﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ療法（術前）（乳癌） 　 1コース 21日 ■術前:4コース        □術後:               □進行再発:               □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

PTX+q3wハーセプチン療法（術前）（乳癌） ◆ PTX+q3wハーセプチン療法（術前）（乳癌） 　 1コース 21日 ■術前:4コース        □術後:               □進行再発:               □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

乳癌（進行・再発）　　　　　　　　　　　
AC療法NK1あり(進行・再発)(乳癌) ◆ AC療法NK1あり(進行・再発)(乳癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 シクロホスファミド水和物注射用 600 mg/㎡ day 1  

【静注】 ドキソルビシン塩酸塩注射用 60 mg/㎡ day 1  

DTX療法（進行・再発） ◆ DTX療法（進行・再発） 　 1コース 21-28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 75 mg/㎡ day 1  

PTX+アバスチン療法（進行・再発）（乳癌） ◆ PTX+アバスチン療法（進行・再発）（乳癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 ベバシズマブ（遺伝子組換え）注射液 10 mg/kg day 1,15  

weekly GT療法（進行・再発） ◆ weekly GT療法（進行・再発） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8  

weekly PTX療法(進行・再発) ◆ weekly PTX療法(進行・再発) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

アブラキサン療法（進行・再発）(乳癌） ◆ アブラキサン療法（進行・再発）(乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 260 mg/㎡ day 1  

イリノテカン療法（進行・再発） ◆ イリノテカン療法（進行・再発） 　 1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 100 mg/㎡ day 1,8,15,22  

カルボプラチン+タキソール療法（乳癌） ◆ カルボプラチン+タキソール療法（乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 カルボプラチン注射液 AUC 6 day 1  

【静注】 パクリタキセル注射液 175 mg/㎡ day 1  

ジェムザール療法（進行・再発） ◆ ジェムザール療法（進行・再発） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1250 mg/㎡ day 1,8  

テセントリク＋アブラキサン療法（乳癌） ◆ テセントリク＋アブラキサン療法（乳癌） 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 アテゾリズマブ（遺伝子組換え）注射液 840 mg/body day 1,15  

【静注】 パクリタキセル（アルブミン懸濁型）注射用 100 mg/㎡ day 1,8,15  

ナベルビン療法(進行・再発) ◆ ナベルビン療法(進行・再発) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ビノレルビン酒石酸塩注射液 25 mg/㎡ day 1,8  

ハラヴェン療法（進行・再発）（乳癌） ◆ ハラヴェン療法（進行・再発）（乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 エリブリンメシル酸塩注射液 1.4 mg/㎡ day 1,8  

乳癌(進行・再発)q3wﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ　　　　　　　　　　　
DTX＋q3wハーセプチン療法（進行・再発） ◆ DTX＋q3wハーセプチン療法（進行・再発） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

GT+q3wハーセプチン療法(進行・再発)(乳癌) ◆ GT+q3wハーセプチン療法(進行・再発)(乳癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1000 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8  

HER+PER+AI（HER2陽性HR陽性進行再発乳癌） ◆ HER+PER+AI（HER2陽性HR陽性進行再発乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 ペルツズマブ（遺伝子組換え）注射液 420-840 mg/body day 1 初回量：840mg/body、維持量：420mg/body

HER+PER+AI（PER・HER初回）（HER2陽性HR陽性進行再発乳癌）【内服】 アロマターゼ阻害薬 ※ mg/body day 1-21 ※添付文書通り

PTX+q4wハーセプチン療法(進行・再発乳癌) ◆ PTX+q4wハーセプチン療法(進行・再発乳癌) 　 1コース 28日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

q3wハーセプチン+TS-1療法（進行・再発）（乳癌） ◆ q3wハーセプチン+TS-1療法（進行・再発）（乳癌） 　 1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1,22 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 80-120 mg/body day 1夕-29朝 ＜1.25㎡：80mg/日 分2、1.25-1.5㎡：100mg/日 分2、1.5㎡≦：120mg/日 分2

q3wハーセプチン＋アリミデックス療法(進行・再発)(乳癌） ◆ q3wハーセプチン＋アリミデックス療法(進行・再発)(乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:



q3wハーセプチン＋アリミデックス療法(進行・再発)(乳癌）【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 アナストロゾール 1 mg/body day 1-21 分1

q3wハーセプチン+アロマシン療法(進行・再発）（乳癌） ◆ q3wハーセプチン+アロマシン療法(進行・再発）（乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 エキセメスタン 25 mg/body day 1-21 分1

q3wハーセプチン＋ノルバデックス(進行・再発)(乳癌） ◆ q3wハーセプチン＋ノルバデックス(進行・再発)(乳癌）  1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 タモキシフェンクエン酸塩 20 mg/body day 1-21 分1

q3wハーセプチン＋フェマーラ療法（進行・再発）（乳癌） ◆ q3wハーセプチン＋フェマーラ療法（進行・再発）（乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 レトロゾール 2.5 mg/body day 1-21 分1

q3wハーセプチン療法(進行・再発）(乳癌） ◆ q3wハーセプチン療法(進行・再発）(乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

wPTX+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+q3wHER(HER2陽性進行再発乳癌) ◆ wPTX+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+q3wHER(HER2陽性進行再発乳癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 パクリタキセル注射液 80 mg/㎡ day 1,8,15  

【静注】 ペルツズマブ（遺伝子組換え）注射液 420-840 mg/body day 1 初回量：840mg/body、維持量：420mg/body

Xeloda(B)＋q3wハーセプチン療法（進行・再発） ◆ Xeloda(B)＋q3wハーセプチン療法（進行・再発） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【内服】 カペシタビン 2500 mg/㎡ day 1夕-15朝 分2

イリノテカン+q3wハーセプチン療法（進行・再発）（乳癌） ◆ イリノテカン+q3wハーセプチン療法（進行・再発）（乳癌） 　 1コース 42日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 イリノテカン塩酸塩水和物注射液 100 mg/㎡ day 1,8,15,22  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1,22 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

エンハーツ(進行・再発)(乳癌) ◆ エンハーツ(進行・再発)(乳癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ　デルクステカン（遺伝子組換え）注射用 5.4 mg/kg day 1  

カドサイラ(進行・再発乳癌) ◆ カドサイラ(進行・再発乳癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 トラスツズマブ　エムタンシン（遺伝子組換え）注射用 3.6 mg/kg day 1  

ジェムザール＋q3wハーセプチン療法(進行・再発）(乳癌） ◆ ジェムザール＋q3wハーセプチン療法(進行・再発）(乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 ゲムシタビン塩酸塩注射用 1250 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+q3wHER（進行再発乳癌） ◆ ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ+ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+q3wHER（進行再発乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 ドセタキセル注射液 75 mg/㎡ day 1  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 ペルツズマブ（遺伝子組換え）注射液 420-840 mg/body day 1 初回量：840mg/body、維持量：420mg/body

ナベルビン+HER+PER（進行再発乳癌） ◆ ナベルビン+HER+PER（進行再発乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 ビノレルビン酒石酸塩注射液 25 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 ペルツズマブ（遺伝子組換え）注射液 420-840 mg/body day 1 初回量：840mg/body、維持量：420mg/body

ナベルビン＋q3wハーセプチン療法（進行・再発） ◆ ナベルビン＋q3wハーセプチン療法（進行・再発） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 ビノレルビン酒石酸塩注射液 25 mg/㎡ day 1,8  

パージェタ+q3wHER(進行再発乳癌) ◆ パージェタ+q3wHER(進行再発乳癌) 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:PDまで         □その他:

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 ペルツズマブ（遺伝子組換え）注射液 420-840 mg/body day 1 初回量：840mg/body、維持量：420mg/body

ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+q3wHER+ﾊﾗｳﾞｪﾝ療法（進行再発乳癌） ◆ ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+q3wHER+ﾊﾗｳﾞｪﾝ療法（進行再発乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 エリブリンメシル酸塩注射液 1.4 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg

【静注】 ペルツズマブ（遺伝子組換え）注射液 420-840 mg/body day 1 初回量：840mg/body、維持量：420mg/body

ﾊﾗｳﾞｪﾝ+q3wﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ（HER2陽性進行再発乳癌） ◆ ﾊﾗｳﾞｪﾝ+q3wﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ（HER2陽性進行再発乳癌） 　 1コース 21日 □術前:               □術後:               ■進行再発:主治医判断     □その他:

【静注】 エリブリンメシル酸塩注射液 1.4 mg/㎡ day 1,8  

【静注】 トラスツズマブ（遺伝子組換え）注射用 6-8 mg/kg day 1 初回量：8mg/kg、維持量：6mg/kg


