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※個々の用語・表現につき、イートモ検索で得られた対訳を 1 件のみ提示します。 

※実際にはたくさんのイートモ対訳がヒットしますので、文脈に応じて対訳を選択して適当に改変して利用してくださ

い。 

 

和文原稿 

10.特定の背景を有する患者 

(1) 小児 

健康小児 5 例にプレドニゾロン 25～55 mg/m2（体表面積）単回経口投与したときの血漿中濃度を図Ⅶ－2、薬物

動態パラメータを表Ⅶ－2 に示す。 

血漿中濃度は、投与 1 時間後にピーク値を示し、8 時間後には 10 µg/dL 程度に減少した [33]。 

(2) 肝機能障害患者及び腎機能障害患者 

〔参 考〕 

健康成人 16 例、慢性肝疾患患者 20 例及び慢性腎不全患者 16 例にプレドニゾロン 1 mg をエタノール 0.25 

mL で溶解し、生理食塩液 30 mL を加えて単回静注したときの薬物動態パラメータを表Ⅶ－3 に示す [34]。

（「Ⅷ. 6. (2) 腎機能障害患者」及び「Ⅷ. 6. (3) 肝機能障害患者」の項参照） 

(3) 高齢者 

〔参 考〕 

健康成人 19 例と高齢者 12 例にプレドニゾン※ 0.8 mg/kg を単回経口投与したときのプレドニゾロンの薬物動

態パラメータを表Ⅶ－4 に示す。高齢者における非結合型血漿中プレドニゾロン濃度は健康成人よりも高値であっ

た。これは腎及び腎外クリアランスの低下によると考えられた [35]（外国人によるデータ）。（「Ⅷ. 6. (8) 高齢者」の

項参照） 

(4) 甲状腺機能亢進症患者 

〔参 考〕 

甲状腺機能亢進症患者 8 例の治療前及びカルビマゾール注で治療し甲状腺機能が正常化した後にそれぞれプ

レドニゾン※0.8 mg/kg を単回経口投与したときのプレドニゾロンの薬物動態パラメータを表Ⅶ－5 に示す [36]

（外国人によるデータ）。 
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Drug A at a daily dose of 100 mg/kg (5 times the maximum 

recommended human dose based on body surface area) 

suppressed the colonic carcinogenic effect of another 

known carcinogen Compound A. 

薬剤 A を 100mg/kg（体表面積換算でヒトに対する最

大推奨用量の 5 倍）で連日投与したところ、別の既知

発現物質である化合物 A の結腸癌誘発作用が抑制

された。 

 

Following a single oral dose of 14C-Drug A in 10 healthy adult 

male subjects, the blood-to-plasma ratio of total 

radioactivity was 0.5 to 0.7 up to 168 hours post-dose. 

健康成人男性被験者 10 例に 14C 標識薬剤 A を単

回経口投与したとき、投与 168 時間後までの総放射

能の血液中濃度／血漿中濃度の比は 0.5～0.7 であ

った。 

 

Figure 1 shows the predicted plasma and effect-site 

concentrations after intravenous and inhaled administration 

of 1 mg morphine. 

図 1 にはモルヒネ 1mg の静脈内投与後及び吸入投

与後に予想される血漿中濃度及び作用部位濃度を

示す。 

 

Mean values for pharmacokinetic parameters are displayed 

in Table 1. 

薬物動態パラメータの平均値を表 1 に示す。 

 

After reaching a maximum plasma concentration, Drug A 

followed a monophasic decay to 8 hours post-dosing. 

最高血漿中濃度に達した後、薬剤 A は投与 8 時間

後まで一相性の消失を示した。 

 

Radioactivity levels peaked at 5 hours post-dose in the 

small and large intestines and at 3 hours post-dose in other 

tissues. 

放射能濃度は小腸及び大腸で投与 5 時間後にピー

クとなり、その他の組織で投与 3 時間後にピークとな

った。 

 

程度→前後 

Even under the best of conditions the protein can only be 

obtained in amounts of around 1 mg per liter. 

最適な条件下であっても、このタンパク質は 1 リットル

あたり 1mg 前後の量しか得ることができない。 

 

(2) 肝機能障害患者及び腎機能障害患者 

〔参 考〕 

健康成人 16 例、慢性肝疾患患者 20 例及び慢性腎不全患者 16 例にプレドニゾロン 1 mg をエタノール 0.25 

mL で溶解し、生理食塩液 30 mL を加えて単回静注したときの薬物動態パラメータを表Ⅶ－3 に示す [34]。（「Ⅷ. 

6. (2) 腎機能障害患者」及び「Ⅷ. 6. (3) 肝機能障害患者」の項参照） 

A caution recommending careful administration of Drug A to 

patients with hepatic or renal impairment will be provided in 

the package insert. 

肝機能障害又は腎機能障害の患者には薬剤 A を慎

重に投与するように添付文書で注意喚起する予定

である。 
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A moderate increase in total systemic exposure of up to 

1.5-fold was seen in patients with mild or moderate renal 

impairment and up to 2.0-fold in patients with severe renal 

impairment. 

軽度又は中等度の腎機能障害の患者では総全身曝

露量が 1.5 倍まで、重度の腎機能障害の患者では

2.0 倍までと中程度の増加がみられた。 

 

Staging of chronic liver disease was confirmed by a liver 

biopsy taken within 1 year prior to enrollment. 

慢性肝疾患のステージ分類《病期分類》は組み入れ

前の 1 年以内に行われた肝生検によって確認した。 

 

Drug A has been shown to stimulate erythropoiesis in 

anemic patients with chronic renal failure. 

薬剤 A は、慢性腎不全の貧血患者において赤血球

生成を刺激することが示されている。 

 

In most clinical studies, Drug A was administered in 250 mL 

to 500 mL of 5% Dextrose Injection, USP. 

ほとんどの臨床試験において、薬剤 A は米国薬局方

5％デキストロース注射液 250～500mL に溶解して投

与された。 

 

A single intravenous injection of Drug A up to 30.0 mg/kg 

did not induce any muscle relaxation. 

30.0mg/kg までの薬剤 A の単回静注は筋弛緩を誘発

しなかった。 

 

(3) 高齢者 

〔参 考〕 

健康成人 19 例と高齢者 12 例にプレドニゾン 0.8 mg/kg を単回経口投与したときのプレドニゾロンの薬物動態

パラメータを表Ⅶ－4 に示す。高齢者における非結合型血漿中プレドニゾロン濃度は健康成人よりも高値であった。

これは腎及び腎外クリアランスの低下によると考えられた [35]（外国人によるデータ）。（「Ⅷ. 6. (8) 高齢者」の項参

照） 

It is noteworthy that older individuals seem to be more 

susceptible to Drug A-induced cognitive impairment than 

younger people. 

特記されるのは、高齢者では若年者に比べて薬剤 A

による認知機能障害が起こりやすいと思われること

である。 

 

The concentration of unbound Drug A in the presence of 

concomitant drugs was 95% to 110% of that in their 

absence. 

併用薬の存在下における非結合型薬剤 A の濃度

は、非存在下の場合の 95～110％であった。 

 

The extrarenal clearance of oxalate in control rats and in 

5/6 nephrectomized rats with renal insufficiency was 

investigated. 

対照ラット及び 5/6 腎摘出した腎不全ラットにおける

シュウ酸の腎外クリアランスを検討した。 

 

(4) 甲状腺機能亢進症患者 

〔参 考〕 

甲状腺機能亢進症患者 8 例の治療前及びカルビマゾール注で治療し甲状腺機能が正常化した後にそれぞれプ

レドニゾン 0.8 mg/kg を単回経口投与したときのプレドニゾロンの薬物動態パラメータを表Ⅶ－5 に示す [36]（外



4 

国人によるデータ）。 

Anesthesiologists should be alerted to the possibility of the 

hypermetabolic state of thyroid storm <<thyroid crisis>> in 

patients with hyperthyroidism. 

麻酔科医には、甲状腺機能亢進症の患者において

甲状腺クリーゼによる代謝亢進が起こる可能性が

あることを注意喚起する。 

 

Patients with electrolyte abnormalities should have their 

electrolytes corrected before treatment. 

電解質異常の患者は、治療前に電解質を是正して

おく必要がある。 

 

Administration of live-attenuated vaccines must be avoided 

until B cell counts are normalized. 

弱毒生ワクチンの投与は B 細胞数が正常化するま

で避けなければならない。 

 

 


