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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.38 

 

17. 臨床成績 

17.1 有効性及び安全性に関する試験 

〈B 細胞性非ホジキンリンパ腫〉 

17.1.1 単剤治療 

（1） 国内臨床第Ⅱ相試験（IDEC-C2B8-2 試験） 

低悪性度又はろ胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫に、本剤 1 回量 375mg/m2 を 1 週間間隔で 4 回

投与した臨床第Ⅱ相試験の有効性及び安全性は以下のとおりであった。 

安全性評価症例 90 例中、副作用は 97.8%に認められ、主な副作用は、発熱（66.7%）、悪寒（37.8%）、血圧上昇

（28.9%）、そう痒（27.8%）、頻脈（25.6%）、頭痛（23.3%）、発疹（21.1%）、ほてり（17.8%）で、血液障害は以下のとおり

であった。 

また、本剤が再投与された症例の有効性及び安全性は以下のとおりであった。 

再投与が行われた 16 例で発現した主な副作用は、発熱（50.0%）、そう痒（43.8%）、血圧上昇（37.5%）、発疹

（25.0%）、悪寒（12.5%）、頻脈（12.5%）であった。主な臨床検査値異常は白血球減少（68.8%、2,000/μL 未満の

白血球減少 6.3%）、好中球減少（68.8%、1,000/μL 未満の好中球減少 6.3%）であった。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Clinical Results 

17.1 Efficacy and safety studies 

B-cell non-Hodgkin's lymphoma 

17.1.1 Single-agent treatment 

(1) Phase II study in Japan (IDEC-C2B8-2 study) 

The efficacy and safety of the Phase II study, in which a single dose of 375 mg/m2 of the drug was 

administered four times at weekly intervals to patients with indolent or follicular non-Hodgkin's lymphoma 

and mantle cell lymphoma, were as follows. 

Of the 90 patients evaluated for safety, adverse reactions were observed in 97.8% of patients, and the 

major adverse reactions were fever (66.7%), chills (37.8%), increased blood pressure (28.9%), pruritus (27.8%), 

tachycardia (25.6%), headache (23.3%), rash (21.1%), and hot flashes (17.8%). The blood disorders were as 

follows. 

The efficacy and safety of Clozapine in patients who were re-dosed were as follows. 

The major adverse reactions that occurred in the 16 patients who were re-dosed were fever (50.0%), 

pruritus (43.8%), increased blood pressure (37.5%), rash (25.0%), chills (12.5%), and tachycardia (12.5%). The 

major laboratory abnormalities were leukopenia (68.8%, leukopenia of less than 2,000/μL, 6.3%) and 

neutropenia (68.8%, neutropenia of less than 1,000/μL, 6.3%). 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

http://i-honyaku.life.coocan.jp/iitomosite/index.htm
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臨床成績（28 対訳） 

1. Clinical Studies 

2. Pharmacology 

1. 臨床成績 

2. 薬効薬理 

Eligibility of patients for treatment with Drug A should 

be determined based on a good understanding of the 

Clinical Studies section of the package insert. 

添付文書の「臨床成績」の項を熟知した上で、薬剤

A による治療の患者の適格性を判断する必要があ

る。 

 

単剤治療→単剤療法（10 対訳） 

Company A is developing Drug A as a potential 

monotherapy for the treatment of major depressive 

episode (MDE) in patients with inadequate response 

to previous antidepressants. 

会社 A は、抗うつ薬による前治療が効果不十分であ

った患者の大うつ病エピソード（MDE）を効能・効果とす

る単剤療法として薬剤 A を開発しているところである。 

 

単剤治療→単独療法（48 対訳） 

Although the efficacy results for Drug A monotherapy 

are inferior to those for Drug A in combination with 

Drug B, Drug A monotherapy may be a beneficial 

treatment option for patients who are not able to 

receive Drug A in combination with Drug B. 

薬剤 A の単独療法の有効性成績は薬剤 A を薬

剤 B と併用投与した場合よりも劣るが、薬剤 A の

単独療法は薬剤 A を薬剤 B と併用投与すること

ができない患者にとって有益な治療選択肢と考え

られる。 

 

低悪性度（4 対訳） 

patients with refractory indolent non-Hodgkin's 

lymphoma 

難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫の患者 

 

ろ胞性→濾胞性（10 対訳） 

Additionally, in June 2020 Drug A received 

accelerated approval for two distinct follicular 

lymphoma indications: … 

また、2020 年 6 月に薬剤 A は濾胞性リンパ腫に関す

る以下の 2 つの適応症について迅速承認を受けた。 

 

1 週間間隔→週間間隔（7 対訳） 

Hematology and biochemistry assessments will be 

obtained at the Pre-Treatment Evaluation visit, at 

Weeks 4, 8, and 19, every 12 weeks thereafter, and at 

the End of Treatment visit for all subjects. 

すべての被験者について、投与前評価来院時、4、8、

19 週目、その後は 12 週間間隔、投与終了来院時に

血液学的検査及び生化学的検査を実施する。 

 

血液障害（6 対訳） 

A majority of blood disorders are caused by 

mutations in parts of specific genes and can be 

大半の血液障害は特定の遺伝子の部分的な突然変

異が原因であり、家族内で遺伝することがある。 
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passed down in families. 

Many blood disorders take their name from the 

component of the blood they impact. 

多くの血液障害は名称が影響を受ける血液の成分に

由来している。 

 

以下のとおりであった（10 対訳） 

Among these patients, the outcome at one year was 

as follows: …. 

これらの患者における 1 年後の転帰は以下のとおりであ

った。 

 

以下のとおりであった→以下の通りであった（5 対訳） 

Important deviations from the inclusion/exclusion 

criteria included the following: …. 

選択基準又は除外基準からの重大な逸脱は以

下の通りであった。 

 

再投与（19 対訳） 

This first large study focusing on relapsed/refractory 

chronic lymphocytic leukemia patients retreated with 

rituximab is still ongoing. 

リツキシマブが再投与された再発・難治性の慢性リン

パ性白血病患者に関するこの初めての大規模試験

は現在も進行中である。 

 

臨床検査値異常（58 対訳） 

Only abnormal laboratory values that are deemed 

clinically significant by the investigator will be 

documented in the adverse event section of the CRF. 

治験責任医師によって臨床的に問題ありと判定された

臨床検査値異常のみを症例報告書の有害事象欄に

記録する。 

 

 

 


