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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.43 

 

主要評価項目である第 2 サイクルに本剤を 90 分間で投与した時の Grade 3 以上の infusion reaction の発現率

は、0%（0/30 例）であった。副次評価項目であるろ胞性リンパ腫患者及びびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫患者

の奏効率（95%信頼区間）は、それぞれ 100%（63.1%、100%）（8/8 例）、91.7%（73.0%、99.0%）（22/24 例）であった。 

安全性評価症例 32 例中、副作用は 90.6%に認められ、主な副作用は、高血圧（15.6%）、そう痒症（15.6%）であっ

た。主な臨床検査値異常は、好中球数減少（78.1%、1,000/μL 未満の好中球減少 78.1%）、白血球数減少

（68.8%、2,000/μL 未満の白血球減少 68.8%）、発熱性好中球減少症（15.6%）であった 6）。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

The incidence of Grade 3 or higher infusion reaction was 0% (0/30 patients) when the drug was 

administered in 90 minutes in the second cycle, the primary endpoint. The response rates (95% confidence 

intervals) for patients with follicular lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma, the secondary endpoints, 

were 100% (63.1% and 100%) (8/8 patients) and 91.7% (73.0% and 99.0%) (22/24 patients), respectively. 

Among 32 safety evaluation cases, adverse drug reactions were observed in 90.6% of the patients, and the 

major adverse drug reactions were hypertension (15.6%) and pruritus (15.6%). The major laboratory 

abnormalities were neutropenia (78.1%, neutropenia less than 1,000/μL), leukopenia (68.8%, leukopenia less 

than 2,000/μL), and febrile neutropenia (15.6%).6) 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

主要評価項目（239 対訳） 

Among the patients who did not have B-cell 

depletion, 4 patients reached the primary endpoint 

and 1 patient did not. 

B 細胞枯渇を示さなかった患者のうち、4 例は主要評

価項目に到達し、1 例は未達であった。 

Bone mineral density of the spine was chosen as the 

primary endpoint on the basis of epidemiologic 

evidence demonstrating a strong and consistent 

relation between ABC and DEF. 

ABC と DEF の強力かつ一定した関係を示す疫学的エ

ビデンスに基づき、脊椎の骨密度が主要評価項目とし

て選択された。 

Response rates in the evaluable population at follow-

up, the primary endpoint, were 90.0% for Drug A and 

85.0% for Drug B. 

主要評価項目である追跡調査時の評価可能集団に

おける奏効率は薬剤 A で 90.0％、薬剤 B で 85.0％で

あった。 

 

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

主要評価項目である第 2 サイクルに本剤を 90 分間で

投与した時の Grade 3 以上の infusion reaction の発

第 2 サイクルに本剤を 90 分間で投与した時の Grade 3

以上の infusion reaction の発現率を主要評価項目と
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現率は、0%（0/30 例）であった。 し、その値は 0%（0/30 例）であった。 

The incidence of Grade 3 or higher infusion reaction 

was 0% (0/30 patients) when the drug was 

administered in 90 minutes in the second cycle, the 

primary endpoint. 

The incidence of Grade 3 or higher infusion reaction 

when the drug was administered in 90 minutes in the 

second cycle was the primary endpoint, and the 

value was 0% (0/30 patients). 

 

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

主要評価項目である第 2 サイクルに本剤を 90 分間で

投与した時の Grade 3 以上の infusion reaction の発

現率は、0%（0/30 例）であった。 

第 2 サイクルに本剤を 90 分間で投与した時の Grade 3

以上の infusion reaction の発現率（主要評価項目）は

0%（0/30 例）であった。 

The incidence of Grade 3 or higher infusion reaction 

was 0% (0/30 patients) when the drug was 

administered in 90 minutes in the second cycle, the 

primary endpoint. 

The incidence of Grade 3 or higher infusion reaction 

(primary endpoint) was 0% (0/30 patients) when 

Clozapine was administered over 90 minutes in the 

second cycle. 

 

副次評価項目（76 対訳） 

In addition, the least squares (LS) mean and 95% 

confidence interval (CI) for the change from Baseline 

to Weeks 1, 4 and 12 in the secondary endpoints 

were reported for each treatment group. 

また、副次評価項目についてベースラインから 1、4、12

週目までの変化量の最小二乗（LS）平均及び 95％信

頼区間（CI）を投与群別に報告した。 

Primary endpoint was overall survival (OS), and 

secondary endpoints were progression-free survival 

(PFS), response rate, and toxicity. 

主要評価項目は全生存期間（OS）、副次評価項目

は無増悪生存期間（PFS）、奏効率、毒性とした。 

 

奏効率（188 対訳） 

Hormone receptor-positive patients demonstrated an 

overall response rate (ORR) of 40.0% and triple 

negative patients demonstrated an ORR of 15.0%. 

ホルモン受容体陽性の患者は 40.0％の奏効率（ORR）

を示し、トリプルネガティブの患者は奏効率が 15.0％で

あった。 

In patients in risk classes IV and V, the response rate 

was 80.0% for Drug A versus 75.0% for Drug B. 

リスク分類 IV 及び V の患者における奏効率は薬剤 A

で 80.0％、薬剤 B で 75.0％であった。 

Response rate in evaluable subjects was 90% in the 

5-day group and 95% in the 10-day group. 

評価可能な被験者における奏効率は、5 日間群で

90％、10 日間群で 95％であった。 
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