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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.50 

 

〈多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎〉 

17.1.4 国外臨床第Ⅲ相試験 

多発血管炎性肉芽腫症又は顕微鏡的多発血管炎の初発例又は再発例を対象として、「大量副腎皮質ホルモン

剤注 4）と本剤 375mg/m2 を 1 週間間隔で 4 回投与する併用療法」（リツキシマブ群）と「大量副腎皮質ホルモン

剤注 4）とシクロホスファミド水和物の併用療法」（シクロホスファミド群）との非劣性第Ⅲ相試験における有効性は以

下のとおりであった。 

注 4） 静注メチルプレドニゾロン（1,000mg/body/日）を 1～3 回投与。また、両群ともに経口プレドニゾン（1mg/kg/

日、国内未承認）を連日投与し、寛解例においては適宜減量することと設定された。 

 

注 5） 治療開始から 6 ヵ月後の BVAS/WG スコアが 0 となり、さらに併用する経口プレドニゾン（国内未承認）の投

与を中止できた場合と定義した。 

注 6） 下限値が非劣性マージンとして設定した-20%を上回っており（-3%＞-20%）、非劣性が示された。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Granulomatosis with polyangiitis, microscopic polyangiitis 

17.1.4 Phase III clinical trials outside Japan 

A non-inferiority study was conducted to evaluate the efficacy of a combination of high-dose 

corticosteroid*4 and 375 mg/m2 of rituximab (rituximab group) versus a combination of high-dose 

corticosteroid*4 and cyclophosphamide hydrate (cyclophosphamide group) in patients with first-episode or 

recurrent cases of polyangiitis granulomatosa or microscopic polyangiitis. The efficacy in the non-inferiority 

phase III study of "combination therapy with high-dose corticosteroidsNote 4) and cyclophosphamide 

hydrate" (cyclophosphamide group) was as follows 

(Note 4) Intravenous methylprednisolone (1,000 mg/body/day) administered 1 to 3 times. In addition, oral 

prednisone (1 mg/kg/day, not approved in Japan) was administered daily in both groups, and the dose was 

set to be reduced accordingly in patients in remission. 

(Table) 

(Note 5) This was defined as a BVAS/WG score of 0 at 6 months after the start of treatment and 

discontinuation of concomitant oral prednisone (not approved in Japan). 

(Note 6) The lower limit was higher than the non-inferiority margin of -20% (-3% > -20%), indicating non-

inferiority. 
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●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

多発血管炎性肉芽腫症（15 対訳） 

Other forms of ANCA-associated vasculitis include 

eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA) 

and granulomatosis with polyangiitis (GPA). 

ANCA 関連血管炎には他に、好酸球性多発血管炎

性肉芽腫症（EGPA）及び多発血管炎性肉芽腫症

（GPA）がある。 

In Study A, patients with granulomatosis with 

polyangiitis (GPA) and microscopic polyangiitis (MPA) 

received Drug A as two 500 mg intravenous infusions 

separated by two weeks, followed by a 500 mg 

intravenous infusion at Month 6, 12, and 18. 

試験 A では、多発血管炎性肉芽腫症（GPA）及び顕

微鏡的多発血管炎（MPA）の患者に対して薬剤 A 

500mg を 2 週間の間隔で 2 回点滴静注し、続いて

6、12、18 カ月目に 500mg を 1 回点滴静注した。 

 

顕微鏡的多発血管炎（115 対訳） 

A tissue biopsy may be needed to make the diagnosis 

of microscopic polyangiitis and is taken from an organ 

that seems to be involved at the time. 

顕微鏡的多発血管炎の診断を下すには組織生検が

必要となることがあり、当該時点に侵襲が疑われる臓

器から生検標本を採取する。 

Microscopic polyangiitis is known as an ANCA-

associated vasculitis, referring to a blood protein 

(anti-neutrophil cytoplasmic antibody) that attacks 

the body’s own cells and tissues. 

顕微鏡的多発血管炎は、自分自身の細胞や組織を

攻撃する血液中のタンパク質（抗好中球細胞質抗体）

にちなんで ANCA 関連血管炎と呼ばれる。 

Microscopic polyangiitis is the most common cause of 

pulmonary-renal syndromes. 

顕微鏡的多発血管炎が肺腎症候群の最大の原因で

ある。 

 

初発例（8 対訳） 

A total of 30,000 patients reported were divided into 

two groups: initial onset cases (25,000 patients) and 

recurrent cases (5000 patients). 

報告された計 30,000 例の患者を、初発例（25,000 例）

と再発例（5000 例）の 2 群に分けた。 

 

再発例（5 対訳） 

Giant coronary aneurysms were twice as likely in 

men in whom the disease was recurring than in initial 

onset cases, and 1.5 times more likely in women in 

whom the disease was recurring than in initial onset 

cases. 

巨大冠動脈瘤の頻度は、男性の再発例で初発例の 2

倍、女性の再発例で初発例の 1.5 倍であった。 

 

非劣性第Ⅲ相試験→非劣性試験（2 対訳） 

The approach proposed by Doctor X will be used for この非劣性試験には X 博士によって提案されたアプロ
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the non-inferiority study. ーチが用いられる。 

 

寛解例→寛解状態（17 対訳） 

The proportion of patients in remission at Week 48 in 

the full analysis set. 

最大の解析対象集団のうち 48 週目に寛解状態にあっ

た患者の割合。 

 

適宜減量する（2 対訳） 

The dosage should be reduced, as appropriate, 

according to the patient's condition. 

投与量は患者の状態に応じて適宜減量する。 

 

BVAS/WG スコア（1 対訳） 

The mean (± SD) BVAS/WG scores at entry were 

8.5 ± 3.2 in the rituximab group and 8.2 ± 3.2 in 

the control group. 

移行時の BVAS/WG スコアの平均（±SD）は、リツキシ

マブ群で 8.5±3.2、対照群で 8.2±3.2 であった。 

 

下限値（75 対訳） 

The lower limit of 95% CI of the difference in mean 

change from baseline in the maximum urinary flow 

rate (Qmax) in the 50 mg and 100 mg groups was -

0.6 and -0.4, respectively, falling within the 

predefined non-inferiority margin (-3 mL/s). 

50mg 群及び 100mg 群における最大尿流率（Qmax）

のベースラインからの平均変化量の差の 95％信頼区間

下限値はそれぞれ−0.6 及び−0.4 で、事前に定めた非

劣性マージン（−3mL/s）の範囲内であった。 

 

非劣性マージン（17 対訳） 

As the reduction of 40 mL (-40 mL) was greater than 

the non-inferiority margin of -60 mL, the study 

demonstrated that the Drug A group was non-inferior 

to the Drug B group. 

40mL という減少幅（-40mL）は非劣性マージンである−

60mL よりも大きかったので、本試験により薬剤 A 群は

薬剤 B 群に対する非劣性が示された。 

 

非劣性（75 対訳） 

Assuming a 10% dropout rate, we calculated that we 

would need to enroll 100 patients in each group for an 

83% statistical power to demonstrate noninferiority. 

脱落率を 10％と仮定したとき、非劣性の証明に必要

な 83％の検出力を得るには、各群に患者 100 例を組

み入れる必要があると計算した。 
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