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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最大 3 件まで提示します。 

※検索語の後ろの数値（XX 対訳）は該当する対訳の件数を意味します。 

 

●和文原稿 No.35 

 

16. 薬物動態 

16.1 血中濃度 

〈B 細胞性非ホジキンリンパ腫〉 

16.1.1 国内の CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫患者に、375mg/m2 を週 1 回 4 週又は 8 週投与、

CHOP レジメン（シクロホスファミド水和物、ドキソルビシン塩酸塩、ビンクリスチン硫酸塩及びプレドニゾロン）との併用

による寛解導入療法後に本剤維持療法、及び寛解導入療法の第 2 サイクル以降に 90 分間投与を実施した時の

薬物動態パラメーターは以下のとおりであった 15）。 

〈慢性リンパ性白血病〉 

16.1.2 国内の臨床試験において、未治療の CD20 陽性の慢性リンパ性白血病患者に、FC レジメン（フルダラビンリ

ン酸エステル、シクロホスファミド水和物）との併用により、第 1 サイクルでは本剤 375mg/m2、第 2 サイクル以降は本

剤 500mg/m2 を、28 日毎に 6 サイクル投与した時の薬物動態パラメーターは以下のとおりであった 16）。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

16.1 Pharmacokinetics 

16.1 Blood concentration 

B-cell non-Hodgkin's lymphoma 

16.1.1 The following pharmacokinetic parameters were obtained in domestic patients with CD20-positive 

B-cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL) during remission induction therapy with 375 mg/m2 once weekly for 

4 or 8 weeks in combination with a CHOP regimen (cyclophosphamide hydrate, doxorubicin hydrochloride, 

vincristine sulfate, and prednisolone) followed by maintenance therapy and 90 minutes after the second 

cycle of remission induction therapy The pharmacokinetic parameters of Clozapine maintenance after 

remission induction therapy in combination with doxorubicin hydrate, vincristine sulfate, and prednisolone, 

and after 90 minutes of administration after the second cycle of remission induction therapy were as 

follows) 

Chronic lymphocytic leukemia 

16.1.2 In a clinical study in Japan, the pharmacokinetic parameters of Clozapine in combination with the FC 

regimen (fludarabine phosphate and cyclophosphamide hydrate) in untreated CD20-positive chronic 

lymphocytic leukemia patients were as follows: 375 mg/m2 of Clozapine in the first cycle and 500 mg/m2 

of Clozapine in the second and subsequent cycles every 28 days for 6 cycles. The pharmacokinetic 

parameters were as follows) 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

Pre-edit 前の DeepL による英訳 Pre-edit 後の DeepL による英訳 

国内の CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫患者に、 国内の CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫患
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375mg/m2 を週 1 回 4 週又は 8 週投与、CHOP レジメン

（シクロホスファミド水和物、ドキソルビシン塩酸塩、ビンクリスチ

ン硫酸塩及びプレドニゾロン）との併用による寛解導入療法

後に本剤維持療法、及び寛解導入療法の第 2 サイクル以

降に 90 分間投与を実施した時の薬物動態パラメーターは以

下のとおりであった 15）。 

者に以下の投与を行ったときの薬物動態パラメーターは

以下のとおりであった：（1）375mg/m2 を週 1 回 4 週又

は 8 週投与、（2）CHOP レジメン（シクロホスファミド水和

物、ドキソルビシン塩酸塩、ビンクリスチン硫酸塩及びプ

レドニゾロン）との併用による寛解導入療法に続いて本

剤による維持療法、（3）前記寛解導入療法の第 2 サイ

クル以降に本剤を 90 分間投与。 

The following pharmacokinetic parameters were 

obtained in domestic patients with CD20-positive 

B-cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL) during 

remission induction therapy with 375 mg/m2 once 

weekly for 4 or 8 weeks in combination with a CHOP 

regimen (cyclophosphamide hydrate, doxorubicin 

hydrochloride, vincristine sulfate, and prednisolone) 

followed by maintenance therapy and 90 minutes 

after the second cycle of remission induction 

therapy The pharmacokinetic parameters of 

Clozapine maintenance after remission induction 

therapy in combination with doxorubicin hydrate, 

vincristine sulfate, and prednisolone, and after 90 

minutes of administration after the second cycle of 

remission induction therapy were as follows) 

The pharmacokinetic parameters of CD20-positive 

B-cell non-Hodgkin's lymphoma patients in Japan 

were as follows: (1) 375 mg/m2 once weekly for 4 or 

8 weeks, (2) remission induction therapy with CHOP 

regimen (cyclophosphamide hydrate, doxorubicin 

hydrochloride, vincristine sulfate and prednisolone) 

followed by maintenance therapy with the drug, and 

(3) 90 minutes of the drug after the second cycle of 

remission induction therapy. 

 

未治療（51 対訳） 

All children were protease inhibitor treatment naïve 

at the time Drug A therapy was initiated. 

すべての小児が薬剤 A の投与開始時にプロテアーゼ阻

害薬の投与を受けたことがなかった《未治療であった》。 

Approximately 60% of untreated patients begin to 

have brief, intermittent attacks of arthritis. 

未治療の患者の約 60％は短時間かつ間欠的な関節

炎発作を示すようになる。 

Drug A is currently being evaluated in subjects who 

are treatment-naïve  and infected with HCV 

genotype 1, 2, 3, or 4 in a dose-ranging, active-

controlled phase IIa study. 

現在、薬剤 A は、未治療で、HCV ジェノタイプ 1、2、3

又は 4 に感染している被験者を対象に第 IIa 相用量

設定実薬対照試験で評価されているところである。 

 

第 1 サイクル→第 1 クール（31 対訳） 

In Cycle 1, the predefined dose-limiting toxicity 

assessment period, dose-limiting toxicity was 

observed in 1 subject each in the 1, 15, and 30 

mg/m2 groups (Grade 3 fatigue/AST increased, 

Grade 3 renal failure, and Grade 3 hypoxia, 

respectively). 

事前に定められた用量規制毒性評価期間である第 1

クールにおいては、用量規制毒性が 1、15、30mg/m2

群の各 1 例に認められた（それぞれグレード 3 の疲労・

AST 増加、グレード 3 の腎不全、グレード 3 の低酸素

症）。 
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サイクル投与→クール 投与（87 対訳） 

A cycle was 30 days, and Drug A was administered 

for up to 10 cycles. 

1 クールは 30 日間とし、薬剤 A を 10 クールまで投与

した。 

All patients received 3 courses of Drug A. すべての患者が 3 クールの薬剤 A 投与を受けた。 

 

薬物動態パラメーター→薬物動態パラメータ（96 対訳） 

Tables 1 and 2 summarize the plasma pharmacokinetic 

parameters of the unchanged Drug A and Metabolite A 

in Japanese and non-Japanese subjects on Days 1 

and 10. 

表 1 及び表 2 には日本人被験者及び外国人被験

者における 1 日目及び 10 日目の薬剤 A 未変化体

及び代謝物 A の血漿中薬物動態パラメータの概要を

示す。 

The interpatient variability in pharmacokinetic 

parameters for Drug A was high, as seen with other 

drugs. 

他剤と同様に、薬剤 A の薬物動態パラメータは患者

間のばらつきが大きかった。 
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