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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.46 

 

（4） 国外臨床第Ⅲ相試験（EORTC20981 試験） 

再発又は難治性のろ胞性非ホジキンリンパ腫患者に、CHOP レジメン（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）又は R-CHOP レジメンによる寛解導入療法を

実施した。全解析対象集団は 465 例であった。［7.5、7.7 参照］ 

231 例に CHOP レジメン、234 例に R-CHOP レジメンが実施され、寛解導入療法終了時の奏効率は、それぞれ

74.0%（95%信頼区間 67.9%、79.6%）、87.2%（95%信頼区間 82.2%、91.2%）であった。R-CHOP レジメンで奏効率が

有意に高かった（p=0.0003、カイ二乗検定）。 

R-CHOP レジメンによる寛解導入療法時の安全性評価症例 234 例において、副作用は 97.9%に認められた。

CHOP レジメンと比較して R-CHOP レジメンで発現頻度が 5%以上高かった副作用は、脱毛症（45.3%）、便秘

（26.9%）、過敏症（17.5%）及び悪寒（7.7%）であった。 

維持療法又は無治療観察時の安全性評価症例 332 例において、副作用は維持療法群（166 例）の 73.5%で認

められた。無治療観察群と比較し維持療法群で発現頻度が 5%以上高かった副作用は、無力症（25.3%）、関節痛

（9.0%）、咳嗽（7.8%）、口内炎（7.8%）及び上気道感染（6.0%）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） 

 

(4) Overseas Phase III clinical trial (EORTC20981) 

Patients with relapsed or refractory cystic non-Hodgkin's lymphoma were treated with remission induction 

therapy using the CHOP regimen (combination of cyclophosphamide hydrate, doxorubicin hydrochloride, 

vincristine sulfate, and prednisone (not approved in Japan)) or the R-CHOP regimen. The total analysis 

population consisted of 465 patients. ［See 7.5 and 7.7.] 

The response rate at the end of remission induction therapy was 74.0% (95% CI 67.9%, 79.6%) and 87.2% (95% 

CI 82.2%, 91.2%) in 231 patients treated with the CHOP regimen and 234 patients treated with the R-CHOP 

regimen. The response rate was significantly higher in the R-CHOP regimen (p=0.0003, chi-square test). 

In 234 patients assessed for safety during remission induction therapy with the R-CHOP regimen, adverse 

reactions were observed in 97.9% of patients. 5% or more of adverse reactions occurred more frequently 

with the R-CHOP regimen compared with the CHOP regimen: alopecia (45.3%), constipation (26.9%), 

hypersensitivity (17.5%), and chills (7.7%). (7.7%). 

In 332 safety assessment cases during maintenance therapy or treatment-free observation, adverse drug 

reactions were observed in 73.5% of the maintenance therapy group (166 cases). Adverse drug reactions 

that occurred more frequently in the maintenance group (≥5%) than in the treatment-free observation 

group were asthenia (25.3%), arthralgia (9.0%), cough (7.8%), stomatitis (7.8%), and upper respiratory tract 

infection (6.0%). 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 
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95%信頼区間→95％信頼区間（127 対訳） 

A major cardiovascular event (death, myocardial 

infarction, stroke, or hospitalization for congestive 

heart failure) occurred in 125 of the 715 patients 

(18%) in the higher hemoglobin group compared to 97 

of the 717 patients (14%) in the lower hemoglobin 

group [hazard ratio (HR) 1.34, 95% confidence interval 

(CI): 1.03, 1.74; p = 0.03]. 

重大な心血管事象（死亡、心筋梗塞、脳卒中、うっ

血性心不全による入院）は、高ヘモグロビン群で患者

715 例のうち 125 例（18％）に起こったのに対して、低ヘ

モグロビン群では 717 例のうち 97 例（14％）であった［ハ

ザード比（HR）1.34、95％信頼区間（CI）：1.03、1.74；p

＝0.03］。 

 

有意に高かった（43 対訳） 

As was true for the ITT population, Drug A was 

statistically significantly (p < 0.001) more effective 

than Drug B. 

ITT 集団の場合と同様、薬剤 A の効果は薬剤 B より

も統計学的に有意に高かった（p＜0.001）。 

 

カイ二乗検定（3 対訳） 

A two-sided chi square test, with 1 degree of 

freedom, was then performed at the 5% significance 

level. 

次に、自由度 1 の両側カイ二乗検定を 5％の有意水

準で行った。 

 

χ2 検定（6 対訳） 

A statistically significant difference was observed 

between the Drug A and placebo groups (P < 0.0001, 

χ2 test, two-sided significance level of 5%). 

薬剤 A 群とプラセボ群の間に統計学的な有意差が

認められた（p＜0.0001、χ2 検定、有意水準両側

5％）。 

 

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

R-CHOP レジメンによる寛解導入療法時の安全性評

価症例 234 例において、副作用は 97.9%に認められた。 

R-CHOP レジメンによる寛解導入療法の実施時に 234

例が安全性評価の対象となり、副作用はそれらの患者

の 97.9%に認められた。 

In 234 patients assessed for safety during remission 

induction therapy with the R-CHOP regimen, 

adverse reactions were observed in 97.9% of 

patients. 

During remission induction therapy with the R-

CHOP regimen, 234 patients were included in the 

safety evaluation, and adverse reactions were 

observed in 97.9% of those patients. 

 

発現頻度が 5%以上高かった→発現頻度 以上高かった（1 対訳） 

The adverse reactions with a reported incidence of ≥ 

5% in Drug A-treated patients and that occurred at a 

≥ 1% higher frequency than in placebo-treated 

patients are shown in the table below. 

薬剤 A 投与患者で 5％以上の発現率で報告され、発

現頻度がプラセボ投与患者よりも 1％以上高かった副

作用を下表に示す。 
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発現頻度が 5%以上高かった→発現率 以上高かった（2 対訳） 

These adverse events had a frequency that was at 

least 10% higher in the combination therapy group 

than in the monotherapy group. 

これらの有害事象は、発現率が併用投与群で単

独投与群よりも 10％以上高かった。 
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