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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.40 

 

17.1.2 他の抗悪性腫瘍剤との併用による寛解導入療法・維持療法 

（1） 国内臨床第Ⅱ相試験（IDEC-C2B8-6 試験） 

未治療の低悪性度又はろ胞性非ホジキンリンパ腫患者に、R-CHOP レジメン（本剤、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の併用）による寛解導入療法後、効果が認められた患

者に本剤維持療法（375mg/m2 を 8 週間隔で最大 12 回投与）を実施した。全解析対象集団は本試験に登録さ

れた 62 例であった。［7.5、7.7 参照］ 

寛解導入療法終了時の全解析対象集団における奏効率（95%信頼区間）は 95.2%（86.5%、99.0%）であった。本試

験登録日からの PFS について、全解析対象集団における 4 年 PFS 率（95%信頼区間）は 69.8%（55.9%、80.0%）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） 

 

17.1.2 Remission induction and maintenance therapy in combination with other antineoplastic agents 

(1) Phase II clinical trial in Japan (IDEC-C2B8-6) 

Patients with untreated indolent or cystic non-Hodgkin's lymphoma were treated with remission induction 

therapy using the R-CHOP regimen (a combination of clozapine, cyclophosphamide hydrate, doxorubicin 

hydrochloride, vincristine sulfate, and prednisolone) followed by maintenance therapy with clozapine (375 

mg/m2 every 8 weeks for up to 12 doses). (375 mg/m2 at 8-week intervals for a maximum of 12 doses). 

The total analysis population consisted of 62 patients enrolled in the study. ［See 7.5 and 7.7.] 

The response rate (95% confidence interval) in the overall analysis population at the end of remission 

induction therapy was 95.2% (86.5%, 99.0%). For PFS from the date of enrollment, the 4-year PFS rate (95% 

confidence interval) in the overall analysis population was 69.8% (55.9%, 80.0%). 

 

●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 

他の抗悪性腫瘍剤との併用による寛解導入療法・維

持療法 

他の抗悪性腫瘍剤との併用投与による寛解導入及び

本剤による維持療法 

Remission induction and maintenance therapy in 

combination with other antineoplastic agents 

Induction of remission by concomitant 

administration with other antineoplastic agents and 

maintenance therapy with this drug 

 

寛解導入療法（７対訳） 

Cyclophosphamide and glucocorticoids have been the 

cornerstone of remission-induction therapy for severe 

antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)−

シクロホスファミド及びグルココルチコイドが 40 年間にわ

たって重度の抗好中球細胞質抗体（ANCA）関連血

管炎の寛解導入療法の主体《中心》となってきた。 

http://i-honyaku.life.coocan.jp/iitomosite/index.htm
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associated vasculitis for 40 years. 

 

維持療法（55 対訳） 

In the double-blind study, fluticasone propionate 

cream or its base was used twice weekly in addition 

to maintenance treatment with emollients. 

この二重盲検試験では、皮膚軟化薬による維持療法

に加えて、プロピオン酸フルチカゾンクリーム又はその基

剤を週 2 回使用した。 

 

奏効率（188 対訳） 

Drug A produced high hematologic and cytogenetic 

response rates of 90% and 50%, respectively, in 

patients with chronic phase chronic myeloid leukemia, 

who were resistant to Drug B. 

薬剤 A は、薬剤 B に抵抗性である慢性期の慢性骨

髄性白血病患者において、血液学的奏効率及び細

胞遺伝学的奏効率がそれぞれ 90％及び 50％と高値

を示した。 

For the ITT population (primary efficacy population), 

the objective response rate according to the IRC 

assessment was 20.0% in the combination group 

compared to 10.0% in the monotherapy group. 

ITT 集団（主たる有効性の解析対象集団）において、

IRC 評価による奏効率は単独投与群で 10.0％であっ

たのに対して、併用投与群では 20.0％であった。 

 

95%信頼区間→95％信頼区間（127 対訳） 

A 95% confidence interval for the difference in cure 

rates, adjusted for ABC, will be calculated. 

ABC で補正した治癒率の差に関する 95％信頼区間

を算出する。 

A 95% confidence interval of the changes from 

baseline will also be calculated. 

ベースラインからの変化量の 95％信頼区間も算出す

る。 

 

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

本試験登録日からの PFS について、全解析対象集団

における 4 年 PFS 率（95%信頼区間）は 69.8%（55.9%、

80.0%）であった。 

本試験登録日からの PFS の解析により、全解析対象

集団における 4 年 PFS 率（95%信頼区間）は 69.8%

（55.9%、80.0%）であることが示された。 

For PFS from the date of enrollment, the 4-year 

PFS rate (95% confidence interval) in the overall 

analysis population was 69.8% (55.9%, 80.0%). 

Analysis of PFS from the date of study enrollment 

showed that the 4-year PFS rate (95% confidence 

interval) for the entire analysis population was 69.8% 

(55.9%, 80.0%). 

 

 

 


