
消化器

コード sk001-01 sk002-01 sk003-07 sk004-01 sk005-01 sk006-01 sk007-01 sk008-08,ge024
ナンパリング 1 2 3 4 5 6 7 8

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　 入院　　・　　外来 入院　　 入院　 入院　　・　　外来 入院

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ）

プロトコール
名

ジェムザール TS-1・CPT-11
TS-1・CDDP　day8（60mg/
㎡）

TS-1・CDDP　weekly（20mg/
㎡）

ＦＰ(700-70) ＦＰ　（low dose) CDDP腹腔・５－FU FOLFIRI

投与順序 1 薬剤
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

☆TS-1 day1から3週間投与
☆TS-1　day１の７日前より3
週間投与

☆TS-1 day1から3週間投与
ラクテック500mL　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　1袋
メインルート

5%ブドウ糖250mL　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（500mg/body)
Rp.2と同時
上ルートより
メインはフラッシュ用生食50mL

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

手技 持続点滴末梢（３０分） day1,15 day1 day1 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分）

2 薬剤
生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

ソルデム３A　500mL　1袋
下ルートより

ラクテック500mL　　　　１袋

生食　500mL　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（700mg/㎡）
Rp.1投与６０分後
下ルートより

生食　500mL　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（200mg/㎡）
Rp.1投与６０分後
下ルートより

生食　20mL　　　　2A
ランダ（MAX　20mg/body）
Rp.1と同時

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.3と同時
下ルートより

手技 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（1００分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 腹腔投与（volus) 持続点滴末梢（１２０分）

3 薬剤 day1～day15の計３回
生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（80mg/㎡）

ソルデム３A　500mL　1袋
下ルートより

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　 １V
Rp.1投与６０分後

ラクテック500mL　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　1袋
メインルート

休薬完了day7

生食　250mL　１袋
イリノテカン（180mg/㎡）
Rp.2と同時
上ルートより

手技 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（1００分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分）

4 薬剤
ソルデム３A　500mL　1袋
10%塩化Naシリンジ　　１筒
下ルートより

生食　500mL　　　　１袋
ランダ　　（20mg/㎡）

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

ランダはシリンジ3本に分ける
生食とランダ１：１で調製
生食とランダそれぞれ吸い、３
方活栓使用して１本にまとめる

生食50mL　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

手技 day22は休薬 day8,22,29は休薬 持続点滴末梢（1００分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 静脈注射緩徐に

5 薬剤 休薬完了day7 休薬完了day35
アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　１．５V
Rp.3投与開始70分後より

ラクテック500mL　　１袋
アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　　1.5V
メインルート

生食　500mL　　　　1袋
ランダ　　　（4mg/㎡）
Rp.3終了後
上ルートより

①３０ｍL
(生食・ランダ　15mLずつ)
(50mLｼﾘﾝｼﾞ)

ソルデム３A500mL　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）

手技 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢(４６hr）

6 薬剤

生食　500mL　　　　1袋
ランダ　　（60mg/㎡）　　　　全
量を500mLに
上ルートより

休薬完了day7

生食　500mL　　　　1袋　　　ラ
ンダ　　（70mg/㎡）　　　　全
量を500mLに
上ルートより

生食　20mL　　　　　　　　1A
ラシックス注20mg　　　　1A
上ルートより

②３０ｍL
(生食・ランダ　15mLずつ)
(50mLｼﾘﾝｼﾞ)

休薬完了day14

手技 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 静脈注射

7 薬剤
生食　20mL　　　　　1A
ラシックス注20mg　1A
下ルートより

３投２休が標準
（day1.8.15　5weekごと）

生食　20mL　　　　　　　　1A
ラシックス注20mg　　　　1A
上ルートより

ラクテック500mL　　　1袋
メインルート

③２０ｍL
(生食・ランダ　10mLずつ)
(30mLｼﾘﾝｼﾞ)

手技 静脈注射 静脈注射 持続点滴末梢（９０分）

8 薬剤
ソルデム３A　500mL　1袋
10%塩化Naシリンジ　　1筒
下ルートより

ラクテック500mL　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　1袋
メインルート

手技 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分）

9 薬剤
ソルデム３A　500mL　1袋
下ルートより

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　1袋
メインルート

手技 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分）

10 薬剤
ソルデム３A　500mL　1袋
10%塩化Naシリンジ　　1筒
下ルートより

ラクテック500mL　　　1袋
メインルート

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

手技 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分）

11 薬剤
ソルデム３A　500mL　1袋
下ルートより

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

手技 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） day2～5

12 薬剤
生食　500mL　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（200mg/㎡）
下ルートより

手技 day8、15、22は休薬 day2～5 持続点滴末梢（２４ｈｒ）

13 薬剤 休薬完了day7
生食　500mL　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（700mg/㎡）
下ルートより

生食　500mL　　　1袋
ランダ　　　（4mg/㎡）
上ルートより

手技 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（１２０分）

14 薬剤 休薬完了day21 休薬完了day7

手技
15 薬剤

手技
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消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

sk009-05 sk011-01 sk012-01 sk016-01 sk017-01 sk019-01 sk020-01 sk021-01 sk022-01
9 11 12 14 15 16 17 18 19

入院　 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

FOLFOX４・
アバスチン

タキソール　weekly タキソテール　weekly CDDP・５－FU肝動注 ＦＰ(400-40)
アービタックス
・イリノテカンweekly（初回）

アービタックス
・イリノテカンweekly

アービタックス・イリノテカン
Biweekly（初回）

アービタックス・イリノテカン
Biweekly

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　2V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠
内服

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　100mL　　1瓶
ランダ（10mg～20mg/body）
全量100mLに
上ルートより
メインはフラッシュ用生食50mL

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

アービタックスは２回目以降
250mg/㎡（６０分）
全量250mL

アービタックスは２回目以降
250mg/㎡（６０分）
全量250mL

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 動脈注射（１５分） 持続点滴末梢（９０分） day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1.15,29 day1.15,29

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　500mL　　１袋
パクリタキセル注　　（80mg/
㎡）

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（25mg/㎡）
始め１０分は速度半分
調製時ポンピング必要

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（500～1000mg/body)
上ルートより

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
Rp.1投与６０分後
下ルートより

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠
服用

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 動注（３ｈｒ） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート（100mg/㎡）
Rp.4と同時
下ルートより

休薬完了day7 休薬完了day7 休薬完了day7
ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

生食５００ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（400mg/㎡）
全量を５００mLに

生食２５０ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食５００ｍＬ　　　　１袋　　　　アー
ビタックス（400mg/㎡）　　　　全量
を５００mLに

生食２５０ｍＬ　　１袋
アービタックス（250mg/㎡)
全量を２５０mLに

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分）

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝン注（85mg/㎡）
Rp.3と同時
上ルートより

３投１休が標準
（day1.8.15　４weekごと）

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　1.5V
メインルート

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食５０ｍL　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

生食　500mL　1袋
ランダ　（40mg/㎡）　　　　全
量を500mLに
Rp.4終了後
上ルートより

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（100mg/㎡）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（100mg/㎡）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（150mg/㎡）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（150mg/㎡）

静脈注射緩徐に（１５分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

ソルデム3A500mL　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（600mg/㎡）

生食　20mL　　　1A
ラシックス注20mg　1A
上ルートより

持続点滴末梢(２２hr） 静脈注射 day29,36 day29,36 day8,22,36,43 day8,22,36,43

ラクテック500mL　　１袋
メインルート

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠
服用

day2 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

ラクテック500mL　　１袋
メインルート

生食２５０ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス　（250mg/㎡）
全量を250mLに

生食２５０ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス　（250mg/㎡）
全量を250mLに

生食２５０ｍＬ　　　　１袋　　　　アー
ビタックス　（250mg/㎡）　　　　全
量を250mLに

生食２５０ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を250mLに

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート　（100mg/㎡）

ラクテック500mL　　　１袋
メインルート

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分）
生食５０ｍL　　　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

休薬完了day42 休薬完了day42 休薬完了day49 休薬完了day49

静脈注射緩徐に（１５分） day2～5

ソルデム3A500mL　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（600mg/㎡）

生食　500mL　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
下ルートより

持続点滴末梢(２２hr） 持続点滴末梢（２４ｈｒ）

休薬完了day14 計５コース

休薬完了day7
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消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

sk024-08 sk025-08 sk026-01 sk027-01 sk028-05 sk029-01 sk030-01 sk031-04 sk032-04
20 21 22 23 24 25 26 27 28

入院 入院 入院　　・　　外来 入院　 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ）

FOLFIRI・ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ（初回） FOLFIRI・ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ レミケード ５－FU肝動注（連日）
アバスチン・mFOLFOX6
（インフューザー用）

SOX/XELOX・アバスチン SOX/XELOX FOLFIRI（インフューザー用）
FOLFIRI・
アバスチン（インフューザー
用）

アービタックスは２回目以降
250mg/㎡（６０分）
全量250mL

生食　１００ｍL　　　　１瓶
ソル・コーテフ100mg　　１V

生食　100mL　１瓶
 アバスチン　（5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（7.5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

day1 day1 持続点滴末梢（３０分） day1-5,8-12 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠
服用

生食２５０ｍＬ　　　　１袋
レミケード　（5mg/kg）
開始1hr→50mL/hr
その後1hr→200mL/hr

5%ブドウ糖500mL　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ(500mg/body)

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（130mg/㎡）

5%ブドウ糖500mL　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.３と同時
下ルートより

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（５時間） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食500ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（400mg/㎡）
全量を５００mLに

生食２５０ｍＬ　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食　250mL　　　１袋
　　　１回目　指示確認
　　　２・３回目　２ｈｒ
　　　４回目以降　１ｈｒ

休薬完了day１４

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.４と同時
下ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（130mg/㎡）

day1から2週間TS-1またはゼ
ローダ内服

生食　　250mL　１袋
イリノテカン　（180mg/㎡）
Rp.２と同時
上ルートより

5%ブドウ糖500mL　　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.4と同時
下ルートより

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（85mg/㎡）
Rp.３と同時
上ルートより

day1から2週間TS-1またはゼ
ローダ内服

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

生食　　250mL　１袋
イリノテカン（180mg/㎡）
Rp.3と同時
上ルートより

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） day8、15は、休薬週 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢（１２０分）

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
レボホリナート　（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（400mg/㎡）
全開で

休薬完了day２１
生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 静脈注射緩徐に day8、15は、休薬週 持続点滴末梢（４６ｈｒ） 静脈注射緩徐に

生食　250mL　１袋
イリノテカン　（180mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

生食　250mL　１袋
イリノテカン　（180mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

休薬完了day２１
生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（４６ｈｒ） day8は、休薬週 持続点滴末梢（４６ｈｒ）

生食50mL　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（400mg/㎡）
全開で

生食50mL　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（400mg/㎡）
全開で

休薬完了day14

静脈注射緩徐に 静脈注射緩徐に day8は、休薬週 day8は、休薬週

ソルデム３A500mL　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）

ソルデム３A500mL　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）

休薬完了day14 休薬完了day14

持続点滴末梢(４６hr） 持続点滴末梢(４６hr）

day8 day8
生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）
生食２５０ｍＬ　　　１袋　　　　　アー
ビタックス（250mg/㎡）　　　　　　全
量を２５０mLに

生食２５０ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋

持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分）

休薬完了day14 休薬完了day１４
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消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

sk033-04 sk034-04 sk035-02 sk036-02 sk037-02 sk038-02 sk039-01 sk040-02 sk041-02
29 30 31 32 33 34 35 36 37

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院 入院 入院　　・　　外来 入院 入院　　・　　外来

ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） 従来通り(シール) ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ）

FOLFIRI・ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ（初回）
（インフューザー用）

FOLFIRI・ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ
（インフューザー用）

mFOLFOX6・ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ（初回）
（インフューザー用）

mFOLFOX6・ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ（イン
フューザー用）

mFOLFOX6・ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ（初回） mFOLFOX6・ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ ベクティビックス FOLFIRI・ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ
FOLFIRI・ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ
（インフューザー用）

アービタックスは２回目以
降　　　250mg/㎡（６０分）
全量250mL

アービタックスは２回目以降
250mg/㎡（６０分）
全量250mL

アービタックスは２回目以降
250mg/㎡（６０分）
全量250mL

生食100ｍＬ　　　　１瓶
ベクティビックス　（6mg/kg）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

day1 day1 day1 day1 day1 day1 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠
服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠
服用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠
服用

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠
服用

生食　250mL　　　１袋
生食100ｍＬ　　　　１瓶
ベクティビックス　（6mg/kg）

生食100ｍＬ　　　　　１瓶
ベクティビックス　（6mg/kg）

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食500ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（400mg/㎡）
全量を５００mLに

生食２５０ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食500ｍＬ　　　　　　　１袋
アービタックス　（400mg/㎡）
全量を５００mLに

生食２５０ｍＬ　　　　１袋
アービタックス　（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食500ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス　（400mg/㎡）
全量を５００mLに

生食２５０ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

休薬完了day１４ 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分）

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

5%ブドウ糖500mL　　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート　（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート　（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

生食　250mL　１袋
イリノテカン　（180mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

生食　250mL　１袋
イリノテカン　（180mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

生食　250mL　１袋
イリノテカン　（180mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

生食　250mL　１袋
イリノテカン　（180mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（85mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（85mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（85mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（85mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（400mg/㎡）
全開で

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（400mg/㎡）
全開で

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 静脈注射緩徐に 静脈注射緩徐に

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（400mg/㎡）
全開で

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

ソルデム３A500mL　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）

生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

静脈注射緩徐に 静脈注射緩徐に 静脈注射緩徐に 静脈注射緩徐に 静脈注射緩徐に 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢(４６hr） 持続点滴末梢（４６ｈｒ）

生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

ソルデム３A　500mL　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（2400mg/㎡）

ソルデム３A500mL　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）

休薬完了day１４ 休薬完了day１４

持続点滴末梢（４６ｈｒ） 持続点滴末梢（４６ｈｒ） 持続点滴末梢（４６ｈｒ） 持続点滴末梢（４６ｈｒ） 持続点滴末梢（４６ｈｒ） 持続点滴末梢（４６ｈｒ）

day8 day8 day8 day8 day8 day8
生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）
生食２５０ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食２５０ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食２５０ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食２５０ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食２５０ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食２５０ｍＬ　　　　　１袋
アービタックス（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分）

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋

持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分）

休薬完了day14 休薬完了day１４ 休薬完了day１４ 休薬完了day１４ 休薬完了day１４ 休薬完了day１４
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消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

sk042-02 sk043-02 sk044-01,sk045-01 sk046-01 sk049-01 sk050-01 sk051-01
38 39 40 42 44 45 46

入院 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ
ケモセーフ(下ルート)
（メインフィルターなし）

mFOLFOX6・ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ
mFOLFOX6・ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ
（インフューザー用）

ハーセプチン・XP TS-1･タキソテール CDDP・CPT-11(Biweekly) タキソテール シスプラチン・ラステット

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

ハーセプチンは2回目以降
6mg/kg(３０分)

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋
デキサート注6.6mg　　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋デ
キサート注6.6mg　　1V

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6mg　1.5V
フィルターなし
投与中に水分1L摂取

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） day1 持続点滴末梢（３０分） day1 day2・3 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食100ｍＬ　　　　１瓶
ベクティビックス　（6mg/kg）

生食100ｍＬ　　　　１瓶
ベクティビックス　（6mg/kg）

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6mg　　1.5V
ファモチジン注20mg　1V

5%ブドウ糖500mL　1袋
ドセタキセル　（40mg/㎡）
調製時ポンピング必要

生食　500mL　　　１袋
メインルートより

生食　100mL　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
メインルートより

生食　500mL　　　　１袋
イリノテカン　　（60mg/㎡）

生食500mL　1袋
ドセタキセル　（70mg/㎡）
調製時ポンピング必要

5%ブドウ糖500mL　1袋
エトポシド　（100mg/㎡）

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋
ソルデム３A 500mL   １袋
Rp.3と同時
下ルートより

生食　500mL　　　1袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
Rp.1と同時
下ルートより

生食　500mL　　　1袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
下ルートより

ソルデム3A500mL　　　１袋
ソルデム3A500mL　１袋
硫酸マグネシウム　　８ｍEq

持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（９０分） day8、15は、休薬週 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（１２０分） day8、15は、休薬週 持続点滴末梢（６０分）

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート　（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

生食　２５０ｍL　　１袋
ハーセプチン
初回は、　　　　8mg/kg
２回目以降は、6mg/kg
Rp.2と同時　上ルートより

休薬完了day２１
生食　500mL　　　1袋
硫酸Ｍｇ補正液　１Ａ
メインルートより

ラクテック500mL　　　１袋
メインルートより

生食　500mL　　　　１袋
ランダ（30mg/㎡）
全量を500mL

休薬完了day21 ﾏﾝﾆｯﾄｰﾙS300mL　200ｍL

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分）

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（85mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋　　　ｵ
ｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（85mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

生食　500mL　１袋
Rp.5と同時
下ルートより

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　１．５V
メインルートより

ソルデム３A500mL　１袋
メインルートより

ソルデム3A500mL　　１袋
ラシックス注20mg　　　１A

生食　500mL　　　　１袋
ランダ　（80mg/㎡）
全量を500mL
下ルートより

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（400mg/㎡）
全開で

生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（400mg/㎡）
全開で

生食　500mL　　　　1袋
ランダ（80mg/㎡）
Rp.4と同時
全量を500mLに
上ルートより

生食　250mL　1袋
ドセタキセル　（30mg/㎡）
Rp.4終了後
上ルートより
調製時ポンピング必要

ラクテック500mL　　１袋
メインルートより

5%ブドウ糖500mL　　１袋 ソルデム3A500mL　　１袋

静脈注射緩徐に 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分）

ソルデム３A500mL　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）

生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

ソルデム３A500mL　１袋

生食　500mL　1袋
ランダ　（80mg/㎡）
全量を500mLに
上ルートより

休薬完了day14

持続点滴末梢（４６ｈｒ） 持続点滴末梢（４６ｈｒ） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） day4・5 day2,3

休薬完了day１４ 休薬完了day１４ 生食　500mL　１袋
ラクテック500mL　　１袋
ランダ終了後
メインルートより

生食　500mL　　　1袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
下ルートより

生食100mL　１瓶
デキサート注6.6mg　　１V
フィルターなし

持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（３０分）

マンニットール300mL　1瓶
ソルデム３A500mL　１袋
メインルートより

ラクテック500mL　　　１袋
メインルートより

5%ブドウ糖500mL　1袋
エトポシド（100mg/㎡）

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分）

生食　50mL　１瓶
ラシックス20mg　１A

マンニットール300mL　1瓶
メインルートより

持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（６０分） day15 day8,15は、休薬週

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

休薬完了day21

day2～4 持続点滴末梢（３０分）

生食　100mL　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V

生食　250mL　1袋
ドセタキセル　（30mg/㎡）
調製時ポンピング必要

イメンド内服

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分）

ソルデム１　500mL　１袋 休薬完了day２８

持続点滴末梢（９０分）

生食　500mL　１袋

持続点滴末梢（１２０分）
休薬完了day２１

sk047-01
43

入院

ケモセーフ(下ルート)

ＤＣＦ
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消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

sk052-01 sk053-01 sk055-01 sk056-01 sk057-01 sk058-01 sk059-01 sk060-01 sk061-01
47 48 49 50 51 52 53 54 55

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　 入院　　 入院　　 入院　　・　　外来 入院　　

ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ(下ルート) ケモセーフ ケモセーフ(下ルート)

GEM+CDDP TS-1・CPT-11(術前ＣＲＴ) タキソール+サイラムザ サイラムザ(単剤) ＦＰ(700-70)・RT 術前ＦＰ(800-80) ＦＰ(800-80) CDDP・５－FU肝動注 NDP+5-FU+RT

☆TS-1
day1～day５
day8～day12
day22～day26
day29～day33

生食250ｍL　　１袋
サイラムザ　（8mg/kg）
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠
内服

イメンド内服
ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

投与速度注意！
入院と外来で速度が違う

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

day1、8 day1,8,22,29 day1、15 持続点滴末梢（６０分） day1 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） day1～5 持続点滴末梢（９０分）

生食1000ｍL　　　1袋
メインルート
Rp.2と同時に

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠内
服

生食　50mL　　　　１瓶
全開で

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　　1.5V
メインルート
投与中に水分1L摂取

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
Rp.1投与６０分後
下ルートより

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
Rp.1投与６０分後
下ルートより

生食　100mL　　　　　　　1瓶
ランダ （10mg～20mg/body）
全量100mLに
メインはフラッシュ用生食50mL
経口補水液(OS1)１L/Day摂取

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
Rp.1投与６０分後
下ルートより

持続点滴末梢（１８０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 動脈注射（外来：３０分、入院：６０ 持続点滴末梢（２４ｈｒ）

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6ｍｇ　　1V
下ルートより
Rp.1と同時に

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（80mg/㎡）

生食250ｍL　　１袋
サイラムザ　（8mg/kg）

ラクテック500mL　　　1袋
硫酸Ｍｇ補正液　８ｍEq
メインルート

ラクテック500mL　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　1袋
メインルート

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（250～500mg/body)

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（６０分） day8は、休薬週 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 動注（外来：３ｈｒ、入院：５ｈｒ） 持続点滴末梢（９０分）

生食　250mL　　　１袋
ランダ注（25mg/㎡）
下ルートより

生食　50mL　　　　１瓶
全開で

休薬完了day14
マンニットール　　　200mL
メインルート

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　1袋
メインルート

休薬完了day7
ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

持続点滴末梢（６０分） day15は休薬 持続点滴末梢 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）
下ルートより

休薬完了day35
生食　250mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

生食　500mL　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（700mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　　1.5V
メインルート

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　　1.5V
メインルート

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　　1.5V
メインルート

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食　50mL　　　１瓶
ラシックス注20mg　　　1A
下ルートより

生食　500mL　　　　1袋
シスプラチン　（70mg/㎡）
全量を500mLに
Rp.4と同時
上ルートより

生食　500mL　　　　1袋
ランダ　　　　　（80mg/㎡）
全量を500mLに
Rp.5終了後
上ルートより

生食　500mL　　　　1袋
ランダ　　　　　（80mg/㎡）
全量を500mLに
Rp.5終了後
上ルートより

生食　500mL　　　1袋
アクプラ　　（90mg/㎡）
Rp.5終了後
上ルートより

持続点滴末梢（１０分） day8 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分）

生食500ｍL　　　　1袋
下ルートより

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠内

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

生食　20mL　　　　　　　　1A
ラシックス注20mg　　　　1A
上ルートより

生食　20mL　　　　　　　　1A
ラシックス注20mg　　　　1A
上ルートより

生食　20mL　　　　　　　　1A
ラシックス注20mg　　　　1A
上ルートより

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 静脈注射 静脈注射 静脈注射

生食　250mL　　１袋
パクリタキセル注（80mg/㎡）

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

day15は休薬 持続点滴末梢（6０分） day2～4 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分）

休薬完了day21 休薬完了day28
生食100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分）
生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（700mg/㎡）
下ルートより

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） day2～5

休薬完了day28
ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

生食100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分）
生食　500mL　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（800mg/㎡）
下ルートより

day2～5 day2～5 持続点滴末梢（２４ｈｒ）
生食100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

生食100mL　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

休薬完了day28

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）
生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
下ルートより

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ　（800mg/㎡）
下ルートより

持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（２４ｈｒ）
休薬完了day21 休薬完了day28

2020/5/15



消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

sk062-01,sk063-01
56

入院　　・　　外来

ケモセーフ

ハーセプチン・XP(ｼｮｰﾄﾊｲﾄﾞﾚｰ
ｼｮﾝ)

ハーセプチンは2回目以降
6mg/kg(３０分)

day1

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6mg　　1.5V
ファモチジン注20mg　1V
投与中に経口補水液(OS1)1L
摂取

持続点滴末梢（３０分）

生食　２５０ｍL　　１袋
ハーセプチン
初回は、　　　　8mg/kg
２回目以降は、6mg/kg
上ルートより

持続点滴末梢（９０分）

ソルデム３A　500mL　１袋
硫酸Mg　　８ｍEq

持続点滴末梢（６０分）

マンニットール　　　200mL

持続点滴末梢（３０分）

生食　500mL　　　　1袋
ランダ　（80mg/㎡）
全量を500mLに
上ルートより

持続点滴末梢（１２０分）

生食　250mL　１袋

持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day２１

イメンド内服

2020/5/15



消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

sk064-01 sk065-01 sk067-01 sk068-01 sk069-01 sk070-01 sk071-01
57 58 60 61 62 63 64

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ
ケモセーフ(下ルート)
（メインフィルターなし）

パラプラチン・
Monthlyタキソール

5-FU+MMC+RT GCS ザノサー単剤Daily ザノサー単剤Weeky ザノサー+5-FU
パラプラチン・
ラステット

生食　100mL　　　　１瓶
ファモチジン注20mg　　1A
デキサート注6.6mg　　２V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服用

イメンド内服
イメンド内服
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg/日内服
（Day2～4）

生食　500mL　　　１袋
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　1袋
デキサート注6.6mg　　　　1V
フィルターなし

持続点滴末梢（３０分） day1 day1 day2・3 day1 day1～5 持続点滴末梢（９０分） day1～5 持続点滴末梢（３０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　1袋
ラクテック500mL　　　　1袋
メインルート

生食　500mL　　　１袋
メインルートより

生食　100mL　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
メインルートより

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6mg　　　　1.5V
投与中に水分1L摂取

生食　500mL　　　１袋
ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋
デキサート注6.6mg　　1.5V

生食　500mL　　　１袋
5%ブドウ糖500mL　1袋
エトポシド（100mg/㎡）

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分）

5%ブドウ糖500mL　　　1袋
パクリタキセル注（175mg/㎡）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　1袋
デキサート注6.6mg　　　　1V
メインルート

生食　500mL　　　1袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（750mg/㎡）
Rp.1と同時
下ルートより

生食　500mL　　　1袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（750mg/㎡）
下ルートより

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋
デキサート注6.6mg　　1.5V

生食　100mL　　　１瓶
ザノサー（1000mg/㎡）

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋
デキサート注6.6mg　　1.5V

ソルデム3A500mL　　　１袋
カルボプラチン　（AUC　５）
MAX750mg
下ルートより

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１２０分）

ソルデム3A500mL　　　１袋
カルボプラチン　（AUC　６）
MAX800mg

生食　50mL　　　　　　１瓶
ﾏｲﾄﾏｲｼﾝ（10mg/㎡）
上ルートより

生食　500mL　　　1袋
硫酸Ｍｇ補正液　１Ａ
メインルートより

ラクテック500mL　　　１袋
メインルートより

ソルデム3A500mL　　１袋
硫酸Mg　　　　　　　８mEq

生食　100mL　　　１瓶
ザノサー（500mg/㎡）

生食　250mL　１袋
生食　100mL　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） day2,3

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
下ルートより

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　１．５V
メインルートより

ソルデム３A　500mL　１袋
メインルートより

マンニットールS　　200mL 生食　250mL　１袋 休薬完了day7
生食　100mL　　　１瓶
ザノサー（500mg/㎡）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　1袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

day8,15は、休薬週 持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

休薬完了day21

生食　250mL　1袋
ドセタキセル　（70mg/㎡）
Rp.4終了後
上ルートより
調製時ポンピング必要

ラクテック500mL　　１袋
メインルートより

生食　500mL　　　１袋
ランダ（25mg/㎡）

休薬完了day42 生食　250mL　１袋
5%ブドウ糖500mL　1袋
エトポシド（100mg/㎡）

day2～4 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分）

カルボプラチンはAUC５に減量
されていても問い合わせ不要

生食　100mL　　1瓶
デキサート注6.6mg　　　　1V
メインルート

生食　500mL　1袋
ランダ　（70mg/㎡）
全量を500mLに
上ルートより

ソルデム3A500mL　１袋 休薬完了day42

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） day4・5 持続点滴末梢（６０分） day8,15は、休薬週

生食　500mL　　　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（800mg/㎡）
下ルートより

ラクテック500mL　　　１袋
ランダ終了後
メインルートより

生食　500mL　　　1袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（750mg/㎡）
下ルートより

休薬完了day14 休薬完了day21

持続点滴末梢（２４ｈｒ） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（２４ｈｒ）

休薬完了day28
ソルデム３A500mL　１袋
メインルートより

ラクテック500mL　　　１袋
メインルートより

day1から1週間
TS-1(80mg/㎡)内服

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分）

通常2クールで終了
マンニットール300mL　1瓶
メインルートより

休薬完了day21

持続点滴末梢（６０分）

sk066-01
59

入院

ケモセーフ(下ルート)

術前ＤＣＦ療法

2020/5/15



消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

sk072-01 sk073-01 ge022-05 ge023-05 ge024-08 ge025-08 ge027-02 ge028-01 ge035-01
65 66 3 4 5 6 8 9 11

入院 入院 入院 入院 入院 入院 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ポンプ・シリンジ ポンプ・シリンジ ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

LFP変法（限定３） LFP動注療法 FOLFOX６
FOLFOX６・
アバスチン

FOLFIRI
FOLFIRI・
アバスチン

イリノテカン(80mg/㎡) ジェムザール アービタックス（初回）

インフューザーポンプ
　SFS-1005D(P)

インフューザーポンプ
　SFS-1005D(P)

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　100mL　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

day1 day1 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食100mL　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ(1250mg/body)
全量６０ｍL　生食で調節

生食100mL　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ(1250mg/body)
全量７０ｍL　生食で調節

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート　（200mg/㎡）
Rp.3と同時
下ルートより

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.3と同時
下ルートより

ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（80mg/㎡）

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）

生食５００ｍＬ　　　　１袋
アービタックス（400mg/㎡）
全量を５００mLに

動注（１２０時間） 動注（５日間） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分）

シスプラチン(5mg/body) シスプラチン(10mg/body)

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（85mg/㎡）
Rp.2と同時
上ルートより

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.4と同時
下ルートより

生食　　250mL　１袋
イリノテカン（180mg/㎡）　Rp.2
と同時
上ルートより

5%ブドウ糖500mL　　１袋
レボホリナート　（200mg/㎡）
Rp.4と同時
下ルートより

day1～day15の計３回 生食　250mL　　　１袋

動注（３０分） 動注（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） day8は休薬 持続点滴末梢（６０分）

生食50mL　　　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（85mg/㎡）
Rp.3と同時
上ルートより

生食50mL　　　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

生食　　250mL　１袋
イリノテカン　（180mg/㎡）
Rp.3と同時
上ルートより

休薬完了day14 休薬完了day7

day3 day2～5 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢（１２０分） 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢（１２０分） day22は休薬

シスプラチン(5mg/body) シスプラチン(10mg/body)
ソルデム３A　500mL　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）

生食50mL　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

ソルデム３A500mL　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）

生食50mL　　　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

休薬完了day7

動注（３０分） 動注（３０分） 持続点滴末梢（４６ｈｒ） 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢(４６hr） 静脈注射緩徐に

休薬完了day7
ソルデム３A　500mL　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）

ソルデム３A500mL　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）

day8.15.22 day8は、休薬週 持続点滴末梢（４６ｈｒ） day8は、休薬週 持続点滴末梢(４６hr）

生食100mL　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ(1250mg/body)
全量７０ｍL　生食で調節

休薬完了day14 休薬完了day14

動注（５日間） day8は、休薬週 day8は、休薬週

シスプラチン(5mg/body) 休薬完了day14 休薬完了day14

動注（３０分）

day10.17.24

シスプラチン(5mg/body)

動注（３０分）

休薬完了day28
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消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

ge036-01 ge039-01 ge040-04 ge48-01 ge053-01 ge054-01 ge065-01 ge066-01 ge067-01
12 15 16 17 18 19 21 22 23

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） 従来通り(シール) ケモセーフ ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

アービタックス CPT-11(単剤)
mFOLFOX６（インフューザー
用）

アバスチン（7.5mg/kg）・ｾﾞﾛｰﾀﾞ ネダプラチン 5-FU(500mg/㎡）・LV（RPMI） イリノテカン(150mg/㎡) SOX/XELOX・アバスチン SOX/XELOX

生食　100mL　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（7.5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

カイトリル注キット3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

カイトリル注キット3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　　　１V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（7.5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

持続点滴末梢（３０分） day1,8,15 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１５分）

生食２５０ｍＬ　　　　１袋
アービタックス(250mg/㎡)
全量を２５０mLに

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

5%ブドウ糖250mL　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.3と同時
下ルートより

休薬完了day21
生食　500mL　　　　　１袋
アクプラ注　　（100mg/㎡）

ソルデム３A　500mL　　　１袋
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄNa注　（250mg/㎡）
下ルート
開始６０分後よりRp.3投与

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（150mg/㎡）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（130mg/㎡）

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１２０分）

生食　250mL　　　１袋
生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（100mg/㎡）

5%ブドウ糖250mL　１袋　　　　ｵ
ｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（85mg/㎡）
Rp.2と同時
上ルートより

day1から2週間ゼローダ内服 ラクテック500mL　　　 １袋

生食　　５０ｍL　　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（500mg/㎡）
上ルート
Rp.2開始６０分後より
全開で

3回投与後、3週間休薬、
day49で1クール
(2回投与後、3週間休薬、
day35で1クールの場合もあ
り)

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（130mg/㎡）

day1から2週間TS-1またはゼ
ローダ内服

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴側管（１２０分） 持続点滴末梢（９０分） 静脈注射緩徐に day8は休薬 持続点滴末梢（１２０分）

休薬完了day7
生食50mL　　　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

ラクテック500mL　　　 １袋 day１～３６まで計６コース 休薬完了day14
day1から2週間TS-1またはゼ
ローダ内服

day22は休薬 側注（５分） 持続点滴末梢（９０分） day43,50は休薬 day8,15は、休薬週

休薬完了day28
生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

休薬完了day２８ 休薬完了day７ 休薬完了day２１

持続点滴末梢（４６ｈｒ） day8,15は、休薬週

休薬完了day２１

day8は、休薬週

休薬完了day14
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消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

ge068-01 ge099-01 ge104-01 ge105-01 ge106-01 ge107-01 ge108-01 ge109-01，ge110-01 ge111-01
24 25 26 27 28 29 30 31 32

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

従来通り(シール) ケモセーフ ケモセーフ
ケモセーフ(下ルート)
（メインフィルターなし）

ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

アバスチン（5mg/kg）・TS-1/ﾛﾝ
ｻｰﾌ

DOC+GEM　（限定） CPT-11・ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ ジェムザール+アブラキサン FOLFIRINOX IRIS+ベクティビックス SOX (100mg/㎡)
XELOX+ハーセプチン(初回)
XELOX+ハーセプチン

アバスチン+IRIS

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　　１．５V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　２５０ｍL　　１袋
ハーセプチン
初回は、　　　　8mg/kg
２回目以降は、6mg/kg

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（7.5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

持続点滴末梢（９０分） day1 持続点滴末梢（３０分） day1,8,15 持続点滴末梢（３０分） day1,15 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（９０分）

休薬完了day14
カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　100mL　　　１瓶
ベクティビックス　（6mg/kg）
上ルートより

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

5%ブドウ糖250mL　１袋
オキサリプラチン注（85mg/㎡）
上ルートより

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
メインルート

5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（100mg/㎡）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（３０分）

TS-1
day１～42までで1コース
day1から４週間投与

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（900mg/㎡）

生食　250mL　　　１袋
メインルート

生食100mL　（25ｍL/㎡）
アブラキサン注（125mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残は、廃棄

5%ブドウ糖250mL　　　１袋
レボホリナート　（200mg/㎡）
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ開始30分後からｲﾘﾉ
ﾃｶﾝ投与
下ルートより

生食　100mL　　　１瓶
ベクティビックス　（6mg/kg）
上ルートより

day1から2週間TS-1内服
5%ブドウ糖250mL　１袋
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（130mg/㎡）

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（150mg/㎡）

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分）

ﾛﾝｻｰﾌ(35mg/㎡)
day１～28までで1コース
day1-5　day8-12

生食　250mL　　　１袋
イリノテカン　（150mg/㎡）
上ルートより

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（1000mg/㎡）
下ルートより

生食　　250mL　１袋
イリノテカン　（180mg/㎡）
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ開始30分後から投与
上ルートより

生食　250mL　　　１袋
メインルート

day1から2週間ゼローダ内服 day1から2週間TS-1内服

day8 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（６０分） day8,15は、休薬週

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

休薬完了day14
生食50mL　　　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

生食　250mL　　　１袋
イリノテカン　（100mg/㎡）
上ルートより

休薬完了day２１ 休薬完了day２１

持続点滴末梢（３０分） day22は、休薬週 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢（９０分） day8,15は、休薬週

5%ブドウ糖250mL　1袋
ドセタキセル　（70mg/㎡）
調製時ポンピング必要

休薬完了day28

生食　100ｍＬ
(入院ではｿﾙﾃﾞﾑ3A500mLもあ
り)
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

day1から2週間TS-1内服 休薬完了day２１

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢(４６hr） day8,22は、休薬週

生食　100mL　　　１瓶
ゲムシタビン（900mg/㎡）

休薬完了day28 ※　１段階減量　75mg/㎡

持続点滴末梢（３０分） day8は、休薬週

休薬完了day21 休薬完了day14

イメンド内服
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消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

ge112-01 ge113-01 ge114-01 ge115-01 ge117-01 ge118-01 ge120-01 ge121-01 ge122-01
33 34 35 36 37 38 39 40 41

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来

ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ

SOX+アービタックス(初回) SOX+アービタックス ヨンデリス FOLFIRI・サイラムザ 患者限定5-FU動注(Weekly) ５－FU肝動注(Weekly) オプジーボ
FOLFIRI+ザルトラップ
（インフューザー用）

XELIRI+アバスチン療法

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6mg　　　　2.5V

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

5%ブドウ糖250mL　　　１B
５－FU　　　（500mg/㎡)
Rp.2と同時
上ルートより
左のリザーバーから投薬

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（1000mg/㎡)
上ルートより

生食　100mL　　　　１瓶
オプジーボ注（240mg/body）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（7.5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

day1 day1 中心静脈（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 動脈注射（５時間） 動脈注射(5時間) 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

生食100mL　　1瓶
生食250ｍL　　１袋
サイラムザ　（8mg/kg）

5%ブドウ糖250mL　　　１B
５－FU　　　（500mg/㎡)
Rp.1と同時
上ルートより
右のリザーバーから投薬

生食　５０ｍL　　　　　１瓶
ルートキープ用

生食　50mL　　　　１瓶
メインルート
全開で

生食　250mL　１袋
ザルトラップ　（4mg/kg)

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 中心静脈（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 動脈注射（５時間） 動脈注射 持続点滴末梢（５分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（３０分）

生食５００ｍＬ　　　　１袋
アービタックス　（400mg/㎡）
全量を５００mLに

生食２５０ｍＬ　　　　　　　１袋
アービタックス　（250mg/㎡）
全量を２５０mLに

生食　500mL　　　１袋
ヨンデリス　（1.2mg/㎡）

生食　５０ｍL　　　　　１瓶
全開で

生食　５０ｍL　　　　　１B
ルートキープ用
左のリザーバー

休薬完了day7 休薬完了day14

5%ブドウ糖500mL　　１袋
レボホリナート（200mg/㎡）
Rp.4と同時
下ルートより

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（200mg/㎡）

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 中心静脈（２４時間） 持続点滴末梢 動脈注射 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（９０分）

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 休薬完了day２１

5%ブドウ糖500mL　　　１袋
レボホリナート　（200mg/㎡）
Rp.5と同時
下ルートより

生食　５０ｍL　　　　　１B
ルートキープ用
右のリザーバー

生食　　250mL　１袋
イリノテカン（180mg/㎡）
Rp.3と同時
上ルートより

day1から2週間ゼローダ内服
(800mg/㎡)

持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（１２０分） 動脈注射 持続点滴末梢（１２０分）

5%ブドウ糖250mL　１袋
オキサリプラチン注（130mg/
㎡）

5%ブドウ糖250mL　１袋
オキサリプラチン注（130mg/
㎡）

生食　　250mL　１袋
イリノテカン　（180mg/㎡）
Rp.4と同時
上ルートより

休薬完了day７
生食　50mL　　　　1瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

休薬完了day２１

持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 静脈注射緩徐に

生食50mL　　　　　　１瓶
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（400mg/㎡）
全開で

生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

day8,15 day8,15 静脈注射緩徐に 持続点滴末梢（４６ｈｒ）
生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

生食　100mL　　　１瓶
デキサート注6.6mg　　1V
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

生食　100ｍＬ
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（2400mg/㎡）
全量１００ｍL　生食で調節

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（４６ｈｒ） day8は、休薬週

生食２５０ｍＬ　　　　　　　１袋
アービタックス　（250mg/㎡）
全量を250mLに

生食２５０ｍＬ　　　　　　　１袋
アービタックス　（250mg/㎡）
全量を250mLに

休薬完了day14

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（６０分） day8は、休薬週

生食　250mL　　　１袋 生食　250mL　　　１袋 休薬完了day14

持続点滴末梢（6０分） 持続点滴末梢（6０分）

day1から2週間ゼローダ内服 day1から2週間TS-1内服

休薬完了day２１ 休薬完了day２１
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消化器

コード
ナンパリング

プロトコール
名

投与順序 1 薬剤

手技

2 薬剤

手技

3 薬剤

手技

4 薬剤

手技

5 薬剤

手技

6 薬剤

手技

7 薬剤

手技

8 薬剤

手技

9 薬剤

手技

10 薬剤

手技

11 薬剤

手技

12 薬剤

手技

13 薬剤

手技

14 薬剤

手技
15 薬剤

手技

ge123-01 ge124-01 ge125-01 ge127-01 ge128-01,ge129-01 ge130-01,ge131-01
42 43 44 45 46 47

入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来 入院　　・　　外来
ケモセーフ(下ルート)
（メインフィルターなし）

ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ(LVは、ｼｰﾙ） ケモセーフ ケモセーフ ケモセーフ

アブラキサン+サイラムザ FOLFOXIRI FOLFOXIRI+Bev アバスチン+イリノテカン Her+S-1+CDDP療法 SOX+ハーセプチン

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　　１．５V

アロキシ注ﾊﾞｯｸﾞ　　１袋
デキサート注6.6mg　　１．５V

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（10mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

ハーセプチンは2回目以降
6mg/kg(３０分)

生食　２５０ｍL　　１袋
ハーセプチン
初回は、　　　　8mg/kg
２回目以降は、6mg/kg

day1,15 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（１５分） 持続点滴末梢（９０分） day1 持続点滴末梢（９０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし
Rp.1と同時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ５錠服
用

５％ブドウ糖250mL　１袋
イリノテカン　（165mg/㎡）
上ルートより

生食　100mL　１瓶
アバスチン　（5mg/kg)
認容性　良→６０分→３０分へ
短縮可

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

生食　２５０ｍL　　１袋
ハーセプチン
初回は、　　　　8mg/kg
２回目以降は、6mg/kg
投与中に経口補水液1L摂取
上ルートより

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（１５分）

生食250ｍL　　１袋
サイラムザ　（8mg/kg）
下ルートより

5%ブドウ糖250mL　　　１袋
レボホリナート　（200mg/㎡）
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝと同時に投与開始
下ルートより

５％ブドウ糖250mL　１袋
イリノテカン　（165mg/㎡）
上ルートより

生食　500mL　　　１袋
イリノテカン　（150mg/㎡）

アロキシ注バッグ　　1袋
デキサート注6.6mg　　1.5V
メインルート

5%ブドウ糖250mL　１袋
オキサリプラチン注　（130mg/
㎡）

持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分） 持続点滴末梢（９０分） 持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢（１２０分）

生食　５０ｍL　　　　　１瓶
全開で

5%ブドウ糖250mL　１袋
オキサリプラチン注　（85mg/
㎡）
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に投与開始
上ルートより

5%ブドウ糖250mL　　　１袋
レボホリナート　（200mg/㎡）
ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝと同時に投与開始
下ルートより

休薬完了day14
ソルデム３A　500mL　１袋
硫酸Mg　　８ｍEq
メインルート

day1から2週間TS-1内服

持続点滴末梢 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（６０分）
生食100mL　（20ｍL/㎡）
アブラキサン注（100mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残は、廃棄
上ルートより

生食　250ｍＬ
(入院ではｿﾙﾃﾞﾑ3A500mLもあ
り)
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（3200mg/㎡）
全量２３０ｍL　生食で調節

5%ブドウ糖250mL　１袋
オキサリプラチン注　（85mg/
㎡）
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時に投与開始
上ルートより

マンニットール　　　200mL
メインルート

持続点滴末梢（３０分） 持続点滴末梢(４８hr） 持続点滴末梢（１２０分） 持続点滴末梢（３０分） day8,15は、休薬週
生食　250ｍＬ
(入院ではｿﾙﾃﾞﾑ3A500mLもあ
り)
ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ（3200mg/㎡）
全量２３０ｍL　生食で調節

生食　500mL　　　　1袋
ランダ　　　　　（60mg/㎡）
全量を500mLに
上ルートより

休薬完了day２１

day8 day8は、休薬週 持続点滴末梢(４８hr） 持続点滴末梢（１２０分）

カイトリル注ﾊﾞｯｸﾞ3mg　　１袋
デキサート注6.6mg　　1V
フィルターなし

休薬完了day14
生食　500mL　１袋
メインルート

持続点滴末梢（３０分） day8は、休薬週 持続点滴末梢（６０分）
生食100mL　（20ｍL/㎡）
アブラキサン注（100mg/㎡）
生食２０ｍL/Vで溶解
生食の残は、廃棄

使用するインフューザーポ
ンプは
「ＬV５」

休薬完了day14 休薬完了day２１

day22は、休薬週

休薬完了day28 イメンド内服
使用するインフューザーポ
ンプは
「ＬV５」

イメンド内服

イメンド内服 day1から2週間TS-1内服
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