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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.45 

 

R-CHOP レジメン、R-CVP レジメン又は R-FCM レジメンによる寛解導入療法時の安全性評価症例 1,193 例に

おいて、重篤な副作用は、R-CHOP レジメン（881 例）で 16.7%、R-CVP レジメン（268 例）で 14.9%、R-FCM レジメ

ン（44 例）で 29.5%に認められ、主に発熱性好中球減少症（2.1%）、薬物過敏症（1.2%）、肺炎（1.2%）、発熱（0.9%）、

好中球減少症（0.8%）、注入に伴う反応（0.6%）及び便秘（0.6%）であった。維持療法群の安全性評価症例 501 例

において、重篤な副作用、Grade 3 以上の副作用又は本剤との因果関係が否定できない Grade 2 以上の感染症

のいずれかが 29.3%に認められ、主に気管支炎（5.2%）、好中球減少症（3.4%）、上気道感染（3.4%）、副鼻腔炎

（2.2%）、白血球減少症（1.6%）、口腔ヘルペス（1.4%）、尿路感染（1.4%）、感染（1.2%）及び肺炎（1.2%）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） 

 

In 1,193 patients evaluated for safety during remission induction therapy with the R-CHOP, R-CVP, or R-

FCM regimens, serious adverse reactions were observed in 16.7% of patients in the R-CHOP regimen (881 

patients), 14.9% in the R-CVP regimen (268 patients), and 29.5% in the R-FCM regimen (44 patients). The 

main symptoms were febrile neutropenia (2.1%), drug hypersensitivity (1.2%), pneumonia (1.2%), fever (0.9%), 

neutropenia (0.8%), reaction to injection (0.6%), and constipation (0.6%). In the 501 safety evaluation cases in 

the maintenance therapy group, serious adverse reactions, Grade 3 or higher adverse reactions, or Grade 2 

or higher infections with undeniable causal relationship to the drug were observed in 29.3%, mainly 

bronchitis (5.2%), neutropenia (3.4%), upper respiratory tract infection (3.4%), sinusitis (2.2%), and 

leukocytosis (2.2%). (2.2%), leukopenia (1.6%), oral herpes (1.4%), urinary tract infection (1.4%), infection (1.2%), 

and pneumonia (1.2%). 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

重篤な副作用（24 対訳） 

Drug A can cause discomfort and, rarely, more 

serious side effects such as ulcers and bleeding, 

which may result in hospitalization and even death. 

薬剤 A は不快感、そして稀に潰瘍及び出血のようなよ

り重篤な副作用を引き起こすことがあり、その結果、入

院や場合によっては死亡となることがある。 

 

発熱性好中球減少症（8 対訳） 

Febrile neutropenia occurred in 5 (5.0%) subjects, one 

of whom died of febrile neutropenia after the first 

week’s therapy. 

発熱性好中球減少症は被験者 5 例（5.0％）に発現

し、そのうち 1 例は 1 週間の投与後に発熱性好中球

減少症で死亡した。 

 

因果関係が否定できない（13 対訳） 
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In studies in patients with cancer, 2.0% of patients 

receiving Drug A had severe diarrhea for which a 

causal relationship to Drug A could not be ruled out, 

but these events resolved following treatment 

discontinuation. 

癌患者を対象とした試験では、薬剤 A の投与を受け

た患者の 2.0％が薬剤 A との因果関係が否定できな

い重度の下痢を示したが、これらの事象は投与中止

後に回復した。 

 

因果関係が否定できない→因果関係 否定（48 対訳） 

Both events were moderate in severity and a causal 

relationship to the study drug could not be ruled 

out, but the outcomes were reported as 

"recovered/resolved." 

両事象とも重症度は中等度で、治験薬との因果関

係を否定することはできなかったが、それらの転帰は

「回復（recovered/resolved）」と報告された。 

 

Grade 2 以上→グレード 2 以上（14 対訳） 

Medical events considered possibly related to 

treatment and of at least Grade 2 in intensity are 

listed below by body system. 

投与と「関連あるかもしれない」と判定され、重症度が

グレード 2 以上の医学的事象を器官別に以下に掲載

する。 

 

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

維持療法群の安全性評価症例 501 例において、重篤

な副作用、Grade 3 以上の副作用又は本剤との因果

関係が否定できない Grade 2 以上の感染症のいずれか

が 29.3%に認められ、主に気管支炎（5.2%）、好中球減

少症（3.4%）、上気道感染（3.4%）、副鼻腔炎（2.2%）、

白血球減少症（1.6%）、口腔ヘルペス（1.4%）、尿路感染

（1.4%）、感染（1.2%）及び肺炎（1.2%）であった。 

維持療法群の安全性評価症例 501 例において、重篤

な副作用、Grade 3 以上の副作用又は Grade 2 以上

の感染症（本剤との因果関係が否定できない）のいずれ

かが 29.3%に認められた。これらの患者で高頻度にみられ

た事象は、気管支炎（5.2%）、好中球減少症（3.4%）、

上気道感染（3.4%）、副鼻腔炎（2.2%）、白血球減少症

（1.6%）、口腔ヘルペス（1.4%）、尿路感染（1.4%）、感染

（1.2%）及び肺炎（1.2%）であった。 

In the 501 safety evaluation cases in the 

maintenance therapy group, serious adverse 

reactions, Grade 3 or higher adverse reactions, or 

Grade 2 or higher infections with undeniable causal 

relationship to the drug were observed in 29.3%, 

mainly bronchitis (5.2%), neutropenia (3.4%), upper 

respiratory tract infection (3.4%), sinusitis (2.2%), and 

leukocytosis (2.2%). (2.2%), leukopenia (1.6%), oral 

herpes (1.4%), urinary tract infection (1.4%), infection 

(1.2%), and pneumonia (1.2%). 

In the 501 safety evaluation cases in the 

maintenance therapy group, serious adverse 

reactions, Grade 3 or higher adverse reactions, or 

Grade 2 or higher infections (causal relationship 

with the drug could not be ruled out) were observed 

in 29.3%. The events that occurred most frequently 

in these patients were bronchitis (5.2%), neutropenia 

(3.4%), upper respiratory tract infection (3.4%), 

sinusitis (2.2%), leukopenia (1.6%), oral herpes (1.4%), 

urinary tract infection (1.4%), infection (1.2%), and 

pneumonia (1.2%). 
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