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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.51 

 

〈難治性のネフローゼ症候群〉 

17.1.5 国内臨床第Ⅲ相試験 

18 歳未満で特発性ネフローゼ症候群を発症した 3 歳以上の難治性のネフローゼ症候群（頻回再発型あるいはス

テロイド依存性を示す場合）の患者に、本剤 1 回量 375mg/m2（最大量 500mg/回）（リツキシマブ群）又はプラセボ

（プラセボ群）を 1 週間間隔で 4 回投与注 7）した二重盲検プラセボ対照無作為化比較試験での有効性（中間解

析時）は以下のとおりであった。 

注 7） 本剤又はプラセボの初回投与時の注入速度は、最初の 1 時間は 25mg/時とし、次の 1 時間は 100mg/時、

その後は最大 200mg/時として投与した。また、2 回目以降の注入開始速度は、初回投与時に発現した副作用が

軽微であった場合、100mg/時まで上げて開始した。［7.3 参照］ 

安全性評価症例 54 例中、副作用は全例に認められ、主な副作用は上気道感染等の感染症（90.7%）、結膜炎

（22.2%）、血圧上昇（22.2%）であり、主な臨床検査値異常は、CRP 上昇（40.7%）、ALT 上昇（25.9%）、好酸球増

多（20.4%）であった。また infusion reaction は 63.0%に認められた。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Refractory nephrotic syndrome 

17.1.5 Phase III clinical trials in Japan 

 The efficacy (at the time of interim analysis) in a double-blind, placebo-controlled, randomized controlled 

trial of Clozapine or placebo was as follows 

(Note 7) The infusion rate for the first dose of Clozapine or placebo was 25 mg/hr for the first hour, 100 

mg/hr for the next hour, and up to 200 mg/hr thereafter. The infusion rate for the second and subsequent 

doses was increased to 100 mg/hr if the adverse reactions occurring during the first dose were minor. (See 

Section 7.3). 

The major adverse reactions were infection such as upper respiratory tract infection (90.7%), conjunctivitis 

(22.2%), and elevated blood pressure (22.2%), and the major laboratory abnormalities were elevated CRP 

(40.7%), ALT (25.9%), and eosinophilia (20.4%). Infusion reactions were observed in 63.0% of patients. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

週間間隔（7 対訳） 

Blood pressure will be monitored at 3-week intervals 

in the two short-term safety and efficacy studies and 

at least every 6 weeks in the long-term safety study. 

血圧は、2 つの短期安全性・有効性試験において 3 週

間間隔で経過観察し、長期安全性試験において少な

くとも 6 週間毎に経過観察する。 

 

週間間隔→週間毎に（47 対訳） 
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Patients underwent endoscopies every 4 weeks to 

give information on ulcer risk over time. 

患者は、経時的な潰瘍リスクに関する情報収集の

ため、4 週間毎に内視鏡検査を受けた。 

 

中間解析（67 対訳） 

Then, when 100 deaths had been reported, safety 

and efficacy interim analysis was performed. 

その後、100 例の死亡が報告された時点で、安全性及

び有効性の中間解析を実施した。 

 

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

18 歳未満で特発性ネフローゼ症候群を発症した 3 歳

以上の難治性のネフローゼ症候群（頻回再発型あるい

はステロイド依存性を示す場合）の患者に、本剤 1 回量

375mg/m2（最大量 500mg/回）（リツキシマブ群）又はプ

ラセボ（プラセボ群）を 1 週間間隔で 4 回投与注 7）した

二重盲検プラセボ対照無作為化比較試験での有効性

（中間解析時）は以下のとおりであった。 

この二重盲検プラセボ対照無作為化試験では、3 歳以

上の難治性のネフローゼ症候群（頻回再発型あるいは

ステロイド依存性を示す場合）の患者のうち、特発性ネフ

ローゼ症候群を 18 歳未満で発症した患者に対して、本

剤 375mg/m2（最大量 500mg/回）（リツキシマブ群）又

はプラセボ（プラセボ群）を 1 週間間隔で 4 回投与した。

有効性成績（中間解析時）は以下のとおりであった。 

The efficacy (at the time of interim analysis) in a 

double-blind, placebo-controlled, randomized 

controlled trial of Clozapine or placebo was as 

follows 

In this double-blind, placebo-controlled, randomized 

trial, patients aged 3 years or older with refractory 

nephrotic syndrome (frequently recurrent or 

steroid-dependent) who developed idiopathic 

nephrotic syndrome at less than 18 years of age 

received either 375 mg/m2 (maximum dose 500 

mg/dose) (rituximab group) Patients were given 

either 375 mg/m2 (maximum dose 500 mg/dose) 

(rituximab group) or placebo (placebo group) four 

times at weekly intervals. Efficacy results (at the 

time of interim analysis) were as follows. 

 

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

安全性評価症例 54 例中、副作用は全例に認められ、 副作用は安全性評価の対象とした 54 例全例に認めら

れた。 

 Adverse effects were observed in all 54 patients 

included in the safety evaluation. 

 

上気道感染（6 対訳） 

Adverse events judged by the investigator to be 

related to Drug A included rash, erythema, throat 

irritation, upper respiratory infection, and flushing, all 

of which were of Grade 1 or 2. 

治験責任医師によって薬剤 A との関連ありと判断され

た有害事象は、皮疹、紅斑、咽喉刺激感、上気道感

染、潮紅で、それらのすべてがグレード 1 又は 2 であっ

た。 
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好酸球増多→好酸球増加（6 対訳） 

Increased eosinophils were reported in 2 subjects in 

the following groups: … 

好酸球増加が以下の群の被験者 2 例に報告された。 
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