
No. 対象 レジメン名
1サイクル

(日)

1 食道がん S1 + CDDP (2hr) (80/70) (TS-1) (食道がん) 28

2 食道がん Weekly PTX (100) (6投1休) 49

3 胃がん S1 + CDDP (80/60) (TS-1) 35

4 胃がん CDDP + ハーセプチン (ゼローダ) (80/8→6) 21

5 胃がん・大腸がん XELOX (130/2000) (ゼローダ) 21

6 胃がん S1 + DOC (80/40) (TS-1) 21

7 胃がん サイラムザ + PTX (8/80) 28

8 胃がん CPT-11 (150) 14

9 胃がん オプジーボ (240) 14

10 大腸がん mFOLFOX6 (インフューザー) 14

11 大腸がん FOLFIRI (インフューザー) 14

12 大腸がん mFOLFOX6 (インフューザー) + BV (5) 14

13 大腸がん FOLFIRI (インフューザー) + BV (5) 14

14 大腸がん XELOX (130/2000) (ゼローダ) + BV (7.5) 21

15 大腸がん mFOLFOX6 (インフューザー) + Cet (400→250) 14

16 大腸がん FOLFIRI (インフューザー) + Cet (400→250) 14

17 大腸がん bw mFOLFOX6 (インフューザー) + Cet (500) 14

18 大腸がん bw FOLFIRI (インフューザー) + Cet (500) 14

19 大腸がん mFOLFOX6 (インフューザー) + Pan (6) 14

20 大腸がん FOLFIRI (インフューザー) + Pan (6) 14

21 大腸がん FOLFIRI (インフューザー) + サイラムザ (8) 14

22 大腸がん FOLFIRI (インフューザー) + ザルトラップ (4) 14

23 大腸がん mFOLFOXIRI (インフューザー) + BV (5) 14



No.1

順序 投与時間 1日目 ・・・ 8日目

生理食塩液 約30分

プロイメンド 150mg 10:00〜10:30

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 12mg 10:30〜11:00

生理食塩液 約1.5時間

硫酸マグネシウム 8mEq 11:00〜12:30

生理食塩液 約2時間

シスプラチン 70mg/m
2 12:30〜14:30

生理食塩液 約2.5時間

フロセミド 20mg 14:30〜17:00

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

治療内容 ・・・・・

内服  ティーエスワン 80mg/m2 化学療法薬 内服
●●●●●●●●●●●●●●

・・・・・
1日目〜14日目に内服

・・・・・・

4週間ごとに治療を繰り返します。

ソルデム３Ａ

または生理食塩液

約30分

輸液

利尿薬

1 輸液 任意速度 ・・・・・ ●

・・・・・・

3 吐き気止め ・・・・・ ● ・・・・・・

2 吐き気止め ・・・・・ ●

輸液

腎障害予防
・・・・・

・・・・・・

6 ・・・・・ ● ・・・・・・

5 化学療法薬 ・・・・・ ●

● ・・・・・・4

無色

無色

S1 + CDDP (2hr) (80/70) (TS-1) (食道がん)

1コース (28日間)

無色

無色

無色

無色



No.2

順序 投与時間 1日目 ・・・ 8日目 ・・・ 15日目 ・・・ 22日目 ・・・ 29日目 ・・・ 36日目 ・・・

生理食塩液

デキサート 8mg

ファモチジン 20mg 10:00〜10:30

約30分

10:30〜11:00

5%糖液 約1時間

パクリタキセル 100mg/m2 11:00〜12:00

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

・・・

治療内容

ソルデム３Ａ

または生理食塩液
輸液 任意速度 ● ・・・ ● ・・・

・・・・・

● ・・・・・

アレルギー予防

吐き気止め
● ・・・ ● ・・・ ● ・・・

● ・・・ ● ・・・ ●

● ・・・ ● ・・・ ●

・・・・・グラニセトロン 3mg 吐き気止め ● ・・・ ● ・・・ ● ・・・ ● ・・・ ● ・・・ ●

化学療法薬 ● ・・・ ● ・・・

約30分

※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

7週間ごとに治療を繰り返します。

1

2

3

4 ● ・・・・・● ・・・ ● ・・・ ● ・・・

Weekly PTX (100) (6投1休)

1コース (49日間)

無色

無色

無色

無色



No.3

順序 投与時間 1日目 ・・・ 8日目

生理食塩液 約30分

プロイメンド 150mg 10:00〜10:30

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 12mg 10:30〜11:00

生理食塩液 約1.5時間

硫酸マグネシウム 8mEq 11:00〜12:30

生理食塩液 約2時間

シスプラチン 60mg/m
2 12:30〜14:30

生理食塩液 約2.5時間

フロセミド 20mg 14:30〜17:00

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

化学療法薬 ・・・・・ ●

5週間ごとに治療を繰り返します。

6
輸液

利尿薬
・・・・・ ● ・・・・・・

・・・・・・5

・・・・・・

4
輸液

腎障害予防
・・・・・ ● ・・・・・・

3 吐き気止め
約30分

・・・・・ ●

● ・・・・・・

2 吐き気止め ・・・・・ ● ・・・・・・

1
ソルデム３Ａ

または生理食塩液
輸液 任意速度 ・・・・・

治療内容 ・・・・・

内服  ティーエスワン 80mg/m2 化学療法薬 内服
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

・・・・・
1日目〜21日目に内服

無色

無色

S1 + CDDP (80/60) (TS-1)

1コース (35日間)

無色

無色

無色

無色



No.4

順序 投与時間 1日目

生理食塩液 約1.5時間

ハーセプチン

 初回8mg/kg、以降6mg/kg
10:00〜11:30

生理食塩液 約30分

プロイメンド 150mg 11:30〜12:00

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 12mg 12:00〜12:30

生理食塩液 約1.5時間

硫酸マグネシウム 8mEq 12:30〜14:00

生理食塩液 約2時間

シスプラチン 80mg/m2 14:00〜16:00

生理食塩液 約1.5時間

フロセミド 20mg 16:00〜17:30

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

3週間ごとに治療を繰り返します。

2 化学療法薬 ● ・・・・・

7
輸液

利尿薬
● ・・・・・

6 化学療法薬 ● ・・・・・

・・・・・

5
輸液

腎障害予防
● ・・・・・

4 吐き気止め
約30分

●

● ・・・・・

3 吐き気止め ● ・・・・・

1
ソルデム３Ａ

または生理食塩液
輸液 任意速度

治療内容 ・・・・・

内服  ゼローダ 2000mg/m
2 化学療法薬 内服

●●●●●●●●●●●●●●
・・・・・

1日目〜14日目に内服

無色

無色

CDDP + ハーセプチン (ゼローダ) (80/8→6)

1コース (21日間)

無色

無色

無色

無色

無色



No.5

順序 投与時間 1日目

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 10:00〜10:30

５%糖液 約2時間

エルプラット 130mg/m2 10:30〜12:30

内服  ゼローダ 2000mg/m2 化学療法薬 内服

治療内容

●●●●●●●●●●●●●●
・・・・・

1日目〜14日目に内服

・・・・・

・・・・・

●1 生理食塩液 輸液 任意速度

3週間ごとに治療を繰り返します。

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

・・・・・

3 化学療法薬 ● ・・・・・

●
約30分

2 吐き気止め

無色

無色

1コース (21日間)

無色

XELOX (130/2000) (ゼローダ)



No.6

順序 投与時間 1日目

グラニセトロン 3mg 約30分

デキサート 4mg 10:00〜10:30

5%糖液 約1時間

ドセタキセル 40mg/m2 10:30〜11:30

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

3週間ごとに治療を繰り返します。

●

●

●3 化学療法薬

2 吐き気止め

1
ソルデム３Ａ

または生理食塩液

治療内容

内服  ティーエスワン 80mg/m2 化学療法薬
●●●●●●●●●●●●●●

・・・・・
1日目〜14日目に内服

輸液 任意速度

内服

無色

S1 + DOC (80/40) (TS-1)

1コース (21日間)

無色

無色



No.7

順序 投与時間 1日目 ・・・ 8日目 ・・・ 15日目 ・・・・・

生理食塩液

デキサート 8mg

ファモチジン 20mg 10:00〜10:30

生理食塩液 約1時間

サイラムザ 8mg/kg 10:30〜11:30

約30分

11:30〜12:00

約30分

12:00〜12:30

生理食塩液 約1時間

パクリタキセル 80mg/m2 12:30〜13:30

生理食塩液

※パクリタキセルのアレルギー予防としてレスタミン 10mg 5錠を内服します。

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4週間ごとに治療を繰り返します。

4 輸液 ● ・・・・・ ● ・・・・・

・・・ ● ・・・・・6

3 化学療法薬 ● ・・・・・ ・・・・・

● ・・・ ● ・・・・・

化学療法薬 ● ・・・ ●

● ・・・ ● ・・・・・

5 グラニセトロン 3mg 吐き気止め ● ・・・

2
アレルギー予防

吐き気止め

約30分
● ・・・

●

・・・・・

治療内容

1 生理食塩液 輸液 任意速度 ● ・・・ ● ・・・ ●

サイラムザ + PTX (8/80)

1コース (28日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.8

順序 投与時間 1日目 ・・・・・

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 10:00〜10:30

生理食塩液 約1.5時間

イリノテカン 150mg/m2 10:30〜12:00

治療内容

1
ソルデム３Ａ

または生理食塩液
輸液 ● ・・・・・

2 吐き気止め
約30分

● ・・・・・

任意速度

2週間ごとに治療を繰り返します。

3 化学療法薬 ● ・・・・・

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

無色

CPT-11 (150)

1コース (14日間)

無色

無色



No.9

順序 投与時間 1日目 ・・・・・

生理食塩液 約30分

オプジーボ 240mg 10:00〜10:30

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

● ・・・・・

2 化学療法薬 ● ・・・・・

任意速度

治療内容

1 生理食塩液 輸液

無色

オプジーボ (240)

1コース (14日間)

無色



No.10

順序 投与時間 1日目 ・・・・・

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 10:00〜10:30

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 10:30〜12:30

５%糖液 約2時間

エルプラット 85mg/m2 10:30〜12:30

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m
2 12:30〜12:35

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 12:30〜翌々日10:30

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

1

2

3

4

5

6

約30分

・・・・・

吐き気止め ● ・・・・・

●

治療内容

生理食塩液 輸液 任意速度

化学療法薬 ● ・・・・・

化学療法薬 ● ・・・・・

化学療法薬 ● ・・・・・

化学療法薬 ● ・・・・・

無色

mFOLFOX6 (インフューザー)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色



No.11

順序 投与時間 1日目 ・・・・・

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 10:00〜10:30

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 10:30〜12:30

５%糖液 約1.5時間

イリノテカン 150mg/m2 10:30〜12:00

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m2 12:30〜12:35

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 12:30〜翌々日10:30

● ・・・・・

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

5 化学療法薬 ● ・・・・・

6 化学療法薬 ● ・・・・・

4 化学療法薬 ● ・・・・・

● ・・・・・

2 吐き気止め
約30分

● ・・・・・

任意速度

3 化学療法薬

治療内容

1 生理食塩液 輸液

無色

FOLFIRI (インフューザー)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色



No.12

順序 投与時間 1日目 ・・・・・

生理食塩液 約1.5時間

アバスチン 5mg/kg 10:00〜11:30

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 11:30〜12:00

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 12:00〜14:00

５%糖液 約2時間

エルプラット 85mg/m
2 12:00〜14:00

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m2 14:00〜14:05

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 14:05〜翌々日12:05

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

2 化学療法薬 ● ・・・・・

6 化学療法薬 ● ・・・・・

7 化学療法薬 ● ・・・・・

4 化学療法薬 ● ・・・・・

5 化学療法薬 ● ・・・・・

● ・・・・・

3 吐き気止め
約30分

● ・・・・・

任意速度

治療内容

1 生理食塩液 輸液

無色

mFOLFOX6 (インフューザー) + BV (5)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.13

順序 投与時間 1日目 ・・・・・

生理食塩液 約1.5時間

アバスチン 5mg/kg 10:00〜11:30

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 11:30〜12:00

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 12:00〜14:00

５%糖液 約1.5時間

イリノテカン 150mg/m2 12:00〜13:30

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m2 14:00〜14:05

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 14:05〜翌々日12:05

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

6 化学療法薬 ● ・・・・・

7 化学療法薬 ● ・・・・・

5 化学療法薬 ● ・・・・・

3 吐き気止め
約30分

● ・・・・・

4 化学療法薬 ● ・・・・・

● ・・・・・

2 化学療法薬 ● ・・・・・

任意速度

治療内容

1 生理食塩液 輸液

無色

FOLFIRI (インフューザー) + BV (5)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.14

順序 投与時間 1日目

生理食塩液 約1.5時間

アバスチン 7.5mg/kg 10:00〜11:30

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 11:30〜12:00

５%糖液 約2時間

エルプラット 130mg/m2 12:00〜14:00

3週間ごとに治療を繰り返します。

2 化学療法薬 ● ・・・・・

4 化学療法薬 ● ・・・・・

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

・・・・・

3 吐き気止め
約30分

● ・・・・・

1 生理食塩液 輸液 任意速度 ●

治療内容 ・・・・・

内服  ゼローダ 2000mg/m2 化学療法薬 内服
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

・・・・・
1日目〜14日目に内服

無色

無色

1コース (21日間)

無色

XELOX (130/2000) (ゼローダ) + BV (7.5)

無色



No.15

順序 投与時間 1日目 ・・・ 8日目 ・・・

生理食塩液

デキサート 8mg

ネオレスタール 10mg 10:00〜10:30

生理食塩液 約30分

アロキシ 0.75mg 10:30〜11:00

約30分

10:30〜11:00

生理食塩液 約2時間

アービタックス

 初回400mg/m2、以降250mg/m2
11:00〜13:00

約1時間

13:00〜14:00

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 14:00〜16:00

５%糖液 約2時間

エルプラット 85mg/m
2 14:00〜16:00

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m2 16:00〜16:05

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 16:05〜翌々日14:05

・・・・・

●

・・・

●

・・・・・

・・・・・

6 生理食塩液 輸液

●

8 化学療法薬 ●

● ・・・● ・・・

4 生理食塩液 輸液 ●

5 化学療法薬 ● ・・・

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

・・・

・・・

●

9 化学療法薬 ●

10 化学療法薬 ●

・・・・・

・・・・・

7 化学療法薬

● ・・・

3 吐き気止め ●

2
アレルギー予防

吐き気止め

約30分

任意速度

・・・・・

● ・・・ ・・・

治療内容

1 生理食塩液 輸液

無色

mFOLFOX6 (インフューザー) + Cet (400→250)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.16

順序 投与時間 1日目 ・・・ 8日目 ・・・

生理食塩液

デキサート 8mg

ネオレスタール 10mg 10:00〜10:30

生理食塩液 約30分

アロキシ 0.75mg 10:30〜11:00

約30分

10:30〜11:00

生理食塩液 約2時間

アービタックス

 初回400mg/m2、以降250mg/m2
11:00〜13:00

約1時間

13:00〜14:00

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 14:00〜16:00

５%糖液 約1.5時間

イリノテカン 150mg/m
2 14:00〜15:30

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m2 16:00〜16:05

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 16:05〜翌々日14:05

2週間ごとに治療を繰り返します。

8 化学療法薬 ● ・・・・・

9 化学療法薬 ● ・・・・・

10 化学療法薬 ● ・・・・・

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

● ・・・

7 化学療法薬 ● ・・・・・

6 生理食塩液 輸液 ● ・・・

● ・・・

4 生理食塩液 輸液 ・・・・・ ●

5 化学療法薬 ● ・・・

3 吐き気止め ● ・・・・・

・・・

● ・・・ ● ・・・

2
アレルギー予防

吐き気止め

約30分
● ・・・

任意速度

● ・・・

治療内容

1 生理食塩液 輸液

無色

FOLFIRI (インフューザー) + Cet (400→250)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.17

順序 投与時間 1日目

生理食塩液

デキサート 8mg

ネオレスタール 10mg 10:00〜10:30

生理食塩液 約30分

アロキシ 0.75mg 10:30〜11:00

生理食塩液 約2時間

アービタックス 500mg/m2 11:00〜13:00

約1時間

13:00〜14:00

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 14:00〜16:00

５%糖液 約2時間

エルプラット 85mg/m2 14:00〜16:00

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m2 16:00〜16:05

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 16:05〜翌々日14:05

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

9 化学療法薬 ● ・・・・・

6 化学療法薬 ● ・・・・・

・・・・・5 生理食塩液

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

7 化学療法薬 ● ・・・・・

8 化学療法薬 ● ・・・・・

輸液 ●

4 化学療法薬 ●

3 吐き気止め ● ・・・・・

●

2
アレルギー予防

吐き気止め

約30分
●

任意速度

治療内容

1 生理食塩液 輸液

無色

bw mFOLFOX6 (インフューザー) + Cet (500)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.18

順序 投与時間 1日目

生理食塩液

デキサート 8mg

ネオレスタール 10mg 10:00〜10:30

生理食塩液 約30分

アロキシ 0.75mg 10:30〜11:00

生理食塩液 約2時間

アービタックス 500mg/m2 11:00〜13:00

約1時間

13:00〜14:00

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 14:00〜16:00

５%糖液 約1.5時間

イリノテカン 150mg/m2 14:00〜15:30

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m2 16:00〜16:05

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 16:05〜翌々日14:05

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

8 化学療法薬 ● ・・・・・

9 化学療法薬 ● ・・・・・

7 化学療法薬 ● ・・・・・

5 生理食塩液 輸液 ● ・・・・・

6 化学療法薬 ● ・・・・・

3 吐き気止め ● ・・・・・

4 化学療法薬 ● ・・・・・

・・・・・

治療内容 ・・・・・

1 生理食塩液 輸液 任意速度 ● ・・・・・

2
アレルギー予防

吐き気止め

約30分
●

無色

bw FOLFIRI (インフューザー) + Cet (500)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.19

順序 投与時間 1日目

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 10:00〜10:30

生理食塩液 約1時間

ベクティビックス 6mg/kg 10:30〜11:30

約1時間

11:30〜12:30

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 12:30〜14:30

５%糖液 約2時間

エルプラット 85mg/m2 12:30〜14:30

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m2 14:30〜14:35

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 14:35〜翌々日12:35

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

7 化学療法薬 ● ・・・・・

8 化学療法薬 ● ・・・・・

6 化学療法薬 ● ・・・・・

4 生理食塩液 輸液 ● ・・・・・

5 化学療法薬 ● ・・・・・

3 化学療法薬 ● ・・・・・

・・・・・

治療内容 ・・・・・

1 生理食塩液 輸液 任意速度 ● ・・・・・

2 吐き気止め
約30分

●

無色

mFOLFOX6 (インフューザー) + Pan (6)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.20

順序 投与時間 1日目

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 10:00〜10:30

生理食塩液 約1時間

ベクティビックス 6mg/kg 10:30〜11:30

約1時間

11:30〜12:30

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 12:30〜14:30

５%糖液 約1.5時間

イリノテカン 150mg/m2 12:30〜14:00

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m2 14:30〜14:35

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 14:35〜翌々日12:35

2週間ごとに治療を繰り返します。

6 化学療法薬 ● ・・・・・

7 化学療法薬 ● ・・・・・

8 化学療法薬 ● ・・・・・

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

・・・・・

5 化学療法薬 ● ・・・・・

4 生理食塩液 輸液 ●

3 化学療法薬 ● ・・・・・

・・・・・

治療内容 ・・・・・

1 生理食塩液 輸液 任意速度 ● ・・・・・

2 吐き気止め
約30分

●

無色

FOLFIRI (インフューザー) + Pan (6)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.21

順序 投与時間 1日目

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg

ネオレスタール 10mg 10:00〜10:30

生理食塩液 約1時間

サイラムザ 8mg/kg 10:30〜11:30

約1時間

11:30〜12:30

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 12:30〜14:30

５%糖液 約1.5時間

イリノテカン 150mg/m2 12:30〜14:00

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m2 14:30〜14:35

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 14:35〜翌々日12:35

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

7 化学療法薬 ● ・・・・・

8 化学療法薬 ● ・・・・・

6 化学療法薬 ● ・・・・・

4 生理食塩液 輸液 ● ・・・・・

5 化学療法薬 ● ・・・・・

3 化学療法薬 ● ・・・・・

・・・・・

治療内容 ・・・・・

1 生理食塩液 輸液 任意速度 ● ・・・・・

2
アレルギー予防

吐き気止め

約30分
●

無色

FOLFIRI (インフューザー) + サイラムザ (8)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.22

順序 投与時間 1日目

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 10:00〜10:30

生理食塩液 約1時間

ザルトラップ 4mg/kg 10:30〜11:30

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m
2 11:30〜13:30

５%糖液 約1.5時間

イリノテカン 150mg/m2 11:30〜13:00

生理食塩液 約5分

5-FU 400mg/m
2 13:30〜13:35

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 13:35〜翌々日11:35

2週間ごとに治療を繰り返します。

5 化学療法薬 ● ・・・・・

6 化学療法薬 ● ・・・・・

7 化学療法薬 ● ・・・・・

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

4 化学療法薬 ● ・・・・・

3 化学療法薬 ● ・・・・・

2 吐き気止め ● ・・・・・
約30分

治療内容 ・・・・・

1 生理食塩液 輸液 任意速度 ● ・・・・・

無色

FOLFIRI (インフューザー) + ザルトラップ (4)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色



No.23

順序 投与時間 1日目 ・・・・・

生理食塩液 約1.5時間

アバスチン 5mg/kg 10:00〜11:30

生理食塩液

アロキシ 0.75mg

デキサート 8mg 11:30〜12:00

５%糖液 約1時間

イリノテカン 150mg/m2 12:00〜13:00

５%糖液 約2時間

エルプラット 85mg/m2 13:00〜15:00

５%糖液 約2時間

レボホリナート 200mg/m2 13:00〜15:00

生理食塩液 約46時間

5-FU 2400mg/m2 15:00〜翌々日13:00

＊投与時間は10時に開始した場合を示しています。

2週間ごとに治療を繰り返します。

4 化学療法薬 ● ・・・・・

7 化学療法薬 ● ・・・・・

6 化学療法薬 ● ・・・・・

5 化学療法薬 ● ・・・・・

3 吐き気止め
約30分

● ・・・・・

● ・・・・・

2 化学療法薬 ● ・・・・・

任意速度

治療内容

1 生理食塩液 輸液

無色

mFOLFOXIRI (インフューザー) + BV (5)

1コース (14日間)

無色

無色

無色

無色

無色

無色


