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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.49 

 

（2） 国外臨床第Ⅲ相試験（CLL8 試験） 

未治療の CD20 陽性慢性リンパ性白血病患者に、FC レジメン（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）又は FCR 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）を実施した。全解析対象集団

は 810 例であった。主要評価項目である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。 

安全性評価症例 800 例において、Grade 3 又は 4 の副作用は FCR レジメン群（402 例）の 70.9%に認められた。

FC レジメン群（398 例）と比較して FCR レジメン群で発現頻度が 2%以上高かった Grade 3 又は 4 の副作用は、好

中球減少症（30.3%）、白血球減少症（23.1%）、発熱性好中球減少症（9.0%）であった。 

（3） 国外臨床第Ⅲ相試験（REACH 試験） 

再発又は難治性の CD20 陽性慢性リンパ性白血病患者に、FC レジメン（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）又は FCR 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）を実施した。全解析対

象集団は 552 例であった。主要評価項目である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。 

安全性評価症例 546 例において、副作用は FCR レジメン群（274 例）の 95.6%に認められた。FC レジメン群（272

例）と比較して FCR レジメン群で発現頻度が 3%以上高かった副作用は、悪心（38.7%）、発熱（20.1%）、悪寒

（15.0%）、下痢（9.9%）、便秘（9.9%）、低血圧（7.3%）、食欲減退（7.3%）、そう痒症（5.8%）、蕁麻疹（4.4%）で 

あった 26）。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

(2) Clinical phase III study outside Japan (CLL8 study) 

The FC regimen (fludarabine phosphate and cyclophosphamide hydrate) or the FCR regimen (clozapine, 

fludarabine phosphate, and cyclophosphamide hydrate) was administered to untreated CD20-positive 

chronic lymphocytic leukemia patients. The total analysis population consisted of 810 patients. The results 

of the primary endpoint, PFS as judged by the investigator, were as follows. 

In the 800 patients evaluated for safety, Grade 3 or 4 adverse reactions were observed in 70.9% of patients 

in the FCR regimen group (402 patients). Grade 3 or 4 adverse reactions that occurred 2% or more 

frequently in the FCR regimen group compared to the FC regimen group (398 patients) were neutropenia 

(30.3%), leukopenia (23.1%), and thrombocytopenia (23.1%). The Grade 3 or 4 adverse reactions were 

neutropenia (30.3%), leukopenia (23.1%), and febrile neutropenia (9.0%). 

(3) Phase III clinical trials outside Japan (REACH study) 

Patients with relapsed or refractory CD20-positive chronic lymphocytic leukemia were treated with the FC 

regimen (fludarabine phosphate and cyclophosphamide hydrate) or the FCR regimen (clozapine, fludarabine 

phosphate, and cyclophosphamide hydrate). The total analysis population was 552 patients. The results of 

the primary endpoint, PFS by investigator judgment, were as follows. 

In the 546 patients evaluated for safety, adverse drug reactions were observed in 95.6% of patients in the 

FCR regimen group (274 patients). adverse drug reactions that occurred more frequently in the FCR 

regimen group (≥3%) than in the FC regimen group (272 patients) were nausea (38.7%), fever (20.1%), chills 
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(15.0%), diarrhea (9.9%), and constipation (9.9%). The most frequent adverse reactions were nausea (38.7%), 

fever (20.1%), chills (15.0%), diarrhea (9.9%), constipation (9.9%), hypotension (7.3%), decreased appetite (7.3%), 

pruritus (5.8%), and urticaria (4.4%)26) . 

(26). 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

治験責任医師（726 対訳） 

A list of the investigator and subinvestigators is 

provided in Appendix 1 and a copy of the 

investigator's curriculum vitae is provided in Appendix 

2. 

治験責任医師及び治験分担医師のリストを付録 1

に、治験責任医師の履歴書の写しを付録 2 に提示

する。 

A total of 3 infections were reported and graded as 

mild or moderate in intensity by the investigator. 

合計 3 件の感染症が報告され、治験責任医師によっ

て軽度又は中等度と判定された。 

Adverse events considered by the investigators to be 

at least possibly related to Drug A were primarily 

akathisia and muscle rigidity. 

治験責任医師によって薬剤 A と「関連あるかもしれな

い」以上と判定された有害事象は主にアカシジア及び

筋硬直であった。 

 

PFS（82 対訳） 

Following the efficacy results presentation, Dr. X 

commented that she looked forward particularly to 

long-term data on progression-free survival (PFS). 

有効性成績のプレゼンテーション後、X 博士は特に無

増悪生存期間（PFS)に関する長期データを期待してい

るとコメントした。 

 

以下のとおりであった（10 対訳） 

The specific objectives of the completed studies 

were as follows: …. 

終了済みのこれらの試験の具体的な目的は以下のと

おりであった。 

 

難治性の（43 対訳） 

Drug A is currently approved in the United States for 

the treatment of patients with relapsed and 

refractory multiple myeloma and is also approved in 

Europe for the same indication. 

現在、薬剤 A は、米国おいて再発性及び難治性の多

発性骨髄腫の患者を効能・効果《適応症》として承認

されており、欧州でも同じ適応症に対して承認されてい

る。 

 

と比較して（521 対訳） 

The results of Study A showed a 90% reduction in 

annualized bleeding rate (ABR) in Group A as 

compared with Group B, although difference was 

found between the groups in some patient 

characteristic factors. 

試験 A の結果が示すように、いくつかの背景因子には

群間差が認められたものの、A 群では B 群と比較して

年間出血回数（ABR）が 90％減少した。 
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