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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.44 

 

（3） 国外臨床第Ⅲ相試験（PRIMA 試験） 

未治療の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ン（国内未承認）の併用）、R-CVP レジメン（本剤、シクロホスファミド水

和物、ビンクリスチン硫酸塩及びプレドニゾン（国内未承認）の併用）又は R-FCM レジメン（本剤、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及びミトキサントロン塩酸塩の併用）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）又は無治療観察を実施した。全解析対象集

団は 1,193 例であった。［7.5、7.7 参照］ 

881 例に R-CHOP レジメン、268 例に R-CVP レジメン、44 例に R-FCM レジメンが実施され、寛解導入療法終

了時の奏効率（95%信頼区間）は、それぞれ 92.8%（90.9%、94.5%）、84.7%（79.8%、88.8%）、75.0%（59.7%、86.8%）で

あった。維持療法について、治験責任医師判定による PFS の結果は以下のとおりであった。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

(3) Phase III clinical trial outside Japan (PRIMA study) 

Patients with untreated cystic non-Hodgkin's lymphoma (NHL) were randomized to receive either the R-

CHOP regimen (a combination of Clozapine, cyclophosphamide hydrate, doxorubicin hydrochloride, 

vincristine sulfate, and prednisone (not approved in Japan)), the R-CVP regimen (a combination of 

Clozapine, cyclophosphamide hydrate, vincristine sulfate, and prednisone (not approved in Japan)), or the 

R-FCM regimen (a combination of Clozapine, fludarabine phosphate, cyclophosphamide phosphate, 

vincristine sulfate, and prednisone (not approved in Japan)). (combination of Clozapine, cyclophosphamide 

hydrate, vincristine sulfate, and prednisone (not approved in Japan)) or R-FCM regimen (combination of 

Clozapine, fludarabine phosphate, cyclophosphamide hydrate, and mitoxantrone hydrochloride). Treatment 

observation was conducted. The total analysis population was 1,193 patients. ［The total analytic 

population was 1,193 patients. 7.5, 7.7] 

The response rates (95% confidence intervals) at the end of remission induction therapy were 92.8% (90.9%, 

94.5%), 84.7% (79.8%, 88.8%), and 75.0% (59.7%, 86.8%), respectively. 881 patients received the R-CHOP 

regimen, 268 patients received the R-CVP regimen, and 44 patients received the R-FCM regimen. .8%). For 

maintenance therapy, the results of PFS as judged by the investigator were as follows. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

国外臨床第Ⅲ相試験→海外臨床試験（31 対訳） 

In a foreign clinical study of Drug A, 10 subjects were 

tested for thrombin time and activated partial 

thrombin time, α2 antiplasmin, D-dimer, and platelet 

function. 

薬剤 A の海外臨床試験では、10 例を対象にトロンビ

ン時間及び活性化部分トロンビン時間、α2 アンチプラ

スミン、D-ダイマー、血小板機能が検討された。 
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無治療（17 対訳） 

It is recommended that treatment begin with a 100 

mg dose for 21 days, followed by seven days without 

treatment. 

投与は 100mg の用量で開始し、21 日間行った後、無

治療の 7 日間を設けることが望ましい。 

The proportion of subjects who sustained their 

response throughout 24 weeks of off-treatment 

follow-up was comparable between treatment groups. 

24 週間の無治療追跡調査期間を通じて効果が持続

した被験者の割合は各投与群とも同等であった。 

 

最大 12 回→最大 回（54 対訳） 

Maximum number of administrations is 5 times a day. 最大投与回数は 1 日 5 回である《上限》。 

 

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

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）

又は無治療観察を実施した。 

これらの寛解導入療法のいずれかで効果が認められた

患者に本剤による維持療法を実施するか（375mg/m2

を 8 週間隔で最大 12 回投与）、あるいは無治療のまま

観察した。 

Treatment observation was conducted. Patients who responded to any of these remission-

inducing therapies were given maintenance therapy 

with the drug (375 mg/m2 at 8-week intervals for 

up to 12 doses) or were observed without 

treatment. 

 

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

881 例に R-CHOP レジメン、268 例に R-CVP レジメ

ン、44 例に R-FCM レジメンが実施され、寛解導入療

法終了時の奏効率（95%信頼区間）は、それぞれ 92.8%

（90.9%、94.5%）、84.7%（79.8%、88.8%）、75.0%（59.7%、

86.8%）であった。 

881 例に R-CHOP レジメン、268 例に R-CVP レジメ

ン、44 例に R-FCM レジメンが実施された。これらの群に

おける寛解導入療法終了時の奏効率（95%信頼区間）

は、それぞれ 92.8%（90.9%、94.5%）、84.7%（79.8%、

88.8%）、75.0%（59.7%、86.8%）であった。 

The response rates (95% confidence intervals) at 

the end of remission induction therapy were 92.8% 

(90.9%, 94.5%), 84.7% (79.8%, 88.8%), and 75.0% (59.7%, 

86.8%), respectively. 881 patients received the R-

CHOP regimen, 268 patients received the R-CVP 

regimen, and 44 patients received the R-FCM 

regimen. .8%). 

Eighty-one patients received the R-CHOP regimen, 

268 patients received the R-CVP regimen, and 44 

patients received the R-FCM regimen. The 

response rates (95% confidence interval) at the end 

of remission induction therapy in these groups were 

92.8% (90.9%, 94.5%), 84.7% (79.8%, 88.8%), and 75.0% 

(59.7%, 86.8%), respectively. 

 

終了時（244 対訳） 

A 2-fold change in dose resulted in a 3-fold change in 

AUC and a 4-fold change in concentration at the end 

用量に 2 倍の変化があると、投与期間の終了時に

AUC に 3 倍の変化、濃度に 4 倍の変化があった。 
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of the dosing interval. 

The following will be documented every 12 weeks 

commencing 12 weeks after the follow-up visit 

performed 12 weeks after the last vaccination until 

death or the end of study: … 

最後のワクチン接種から 12 週間後に実施される追跡

調査来院の 12 週間後から、死亡時又は試験終了時

まで、12 週間毎に以下の項目を記録する。 
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