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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.52 

 

〈全身性強皮症〉 

17.1.6 国内臨床第Ⅱ相試験 

mRSS による皮膚硬化の重症度が 2（moderate）以上の全身性強皮症患者（%VC60%未満又は%DLco40%未満

の十分な呼吸機能上の予備能のない患者、肺高血圧症を合併する患者、腎クリーゼ等の全身性強皮症に伴う重

篤な合併症を有する患者、著しい心疾患等を有する患者は除外）を対象に、本剤 1 回量 375mg/m（2 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（第 1 クール）し注 9）、24 週間後に両群共に本剤 1 回

量 375mg/m2 を 1 週間間隔で 4 回投与（第 2 クール）した二重盲検プラセボ対照無作為化比較試験注 10）、注

11）において、有効性の主要評価項目である投与 24 週時の mRSS のベースラインからの変化量は以下のとおりで

あった。 

注 9） アザチオプリン等の免疫抑制剤の併用、10mg/日以上の経口副腎皮質ステロイド剤の併用は禁止 

注 10） 第 1 クールはプラセボ対照、無作為化、二重盲検、第 2 クールは単群、非盲検。 

注 11） 罹病期間の中央値：52 ヵ月（範囲：0～268 ヵ月）。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Systemic scleroderma 

17.1.6 Phase II clinical trials in Japan 

Patients with systemic scleroderma with mRSS skin sclerosis severity of 2 (moderate) or greater (patients 

with inadequate respiratory function reserve of less than 60% of %VC or less than 40% of %DLco, patients 

with pulmonary hypertension, patients with serious complications associated with systemic scleroderma 

such as renal crisis, and patients with significant cardiac disease were excluded). Patients with pulmonary 

hypertension, patients with serious complications associated with systemic scleroderma such as renal 

crisis, and patients with significant cardiac disease were excluded. In the randomized, double-blind, 

placebo-controlled, comparative study,*10) and *11) the change from baseline in mRSS at 24 weeks of 

treatment, the primary efficacy endpoint, was as follows 

(Note 9) Concomitant use of immunosuppressive agents such as azathioprine and oral corticosteroids at a 

dose of 10 mg/day or higher is prohibited. 

(Note 10) The first course was placebo-controlled, randomized, and double-blind; the second course was 

single-arm and open-label. 

11) Median duration of disease: 52 months (range, 0 to 268 months). 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

皮膚硬化（8 対訳） 

In both clinical trials, skin thickness was evaluated 

using the modified Rodnan skin score (mRSS). 

両臨床試験とも、修正 Rodnan スキンスコア（mRSS）を

用いて皮膚硬化を評価した。 
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全身性強皮症（3 対訳） 

But in many people, scleroderma also harms 

structures beyond the skin, such as blood vessels, 

internal organs, and the digestive tract (systemic 

scleroderma). 

しかし、多くの場合、強皮症では、血管、内臓、消化

管など皮膚以外の構造体も障害される（全身性強皮

症）。 

 

呼吸機能上の予備能→呼吸予備能（5 対訳） 

Normal males have a breathing reserve of 15 liters 

per minute or 20 to 40% of the maximal voluntary 

ventilation (MVV). 

正常男性では、呼吸予備能が毎分 15 リットル又は最

大随意換気量（MVV）の 20～40％である。 

Duchenne muscular dystrophy (DMD) results in a 

progressive loss of cardiac and respiratory reserve 

capacity that is ultimately fatal. 

デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）では、心予備能

及び呼吸予備能が次第に失われ、最終的には死亡す

る。 

 

腎クリーゼ（6 対訳） 

Patients with diffuse, rapidly progressive skin 

involvement have the highest risk of developing 

scleroderma renal crisis. 

び漫性の皮膚侵襲が急速に進行する患者において強

皮症腎クリーゼの発症リスクが最も高い。 

 

第 1 クール（36 対訳） 

A screening ECG must be performed prior to Day 1 of 

Cycle 1 as part of the inclusion/exclusion assessment. 

選択基準・除外基準の評価の一環として、第 1 クー

ルの 1 日目の前にスクリーニング心電図検査を行わな

ければならない。 

 

ベースラインからの変化量（46 対訳） 

After 12 weeks of treatment, the least squares (LS) 

mean treatment difference for change from baseline 

in FEV1 AUC0-12h for the comparison of Drug A 

versus Drug B was 0.112 L (p < 0.001). 

12 週間の投与後、薬剤 A と薬剤 B を比較したとき、

FEV1 AUC0-12h のベースラインからの変化量の最小

二乗平均の投与間差は 0.112L（p＜0.001）であった。 

In the Japanese phase III study and the foreign 

short-term studies, no subjects had a > 60 ms 

change in QTcF interval from baseline. 

国内第 III 相試験及び海外短期投与試験において

QTcF 間隔のベースラインからの変化量が 60ms を超え

る被験者はいなかった。 

 

 

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

mRSS による皮膚硬化の重症度が 2（moderate）以上

の全身性強皮症患者（%VC60%未満又は%DLco40%未

この二重盲検プラセボ対照無作為化試験では、皮膚硬

化の重症度が mRSS 2（moderate）以上の全身性強
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満の十分な呼吸機能上の予備能のない患者、肺高血

圧症を合併する患者、腎クリーゼ等の全身性強皮症に

伴う重篤な合併症を有する患者、著しい心疾患等を有

する患者は除外）を対象に、本剤 1 回量 375mg/m（2 

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（第 1 クール）し注 9）、24 週間後に両群共

に本剤 1 回量 375mg/m2 を 1 週間間隔で 4 回投与

（第 2 クール）した二重盲検プラセボ対照無作為化比較

試験注 10）、注 11）において、有効性の主要評価項目

である投与 24 週時の mRSS のベースラインからの変化

量は以下のとおりであった。 

皮症患者（%VC60%未満又は%DLco40%未満の十分な

呼吸予備能のない患者、肺高血圧症を合併する患

者、腎クリーゼ等の全身性強皮症に伴う重篤な合併症

を有する患者、及び著しい心疾患等を有する患者は除

外）に対して、本剤 1 回量 375mg/m2（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

（第 1 クール）した注 9）。24 週間後に両群に対して本

剤 1 回量 375mg/m2 を 1 週間間隔で 4 回投与（第 2

クール）した注 10）、注 11）。有効性の主要評価項目で

ある投与 24 週時の mRSS のベースラインからの変化量

は以下のとおりであった。 

Patients with systemic scleroderma with mRSS skin 

sclerosis severity of 2 (moderate) or greater 

(patients with inadequate respiratory function 

reserve of less than 60% of %VC or less than 40% 

of %DLco, patients with pulmonary hypertension, 

patients with serious complications associated with 

systemic scleroderma such as renal crisis, and 

patients with significant cardiac disease were 

excluded). Patients with pulmonary hypertension, 

patients with serious complications associated with 

systemic scleroderma such as renal crisis, and 

patients with significant cardiac disease were 

excluded. In the randomized, double-blind, placebo-

controlled, comparative study,*10) and *11) the 

change from baseline in mRSS at 24 weeks of 

treatment, the primary efficacy endpoint, was as 

follows 

In this double-blind, placebo-controlled, randomized 

study, rituximab was administered at weekly 

intervals at a dose of 375 mg/m2 (rituximab group) 

or placebo (placebo group) to patients with systemic 

scleroderma with skin sclerosis severity of mRSS 2 

(moderate) or greater (excluding patients with 

inadequate respiratory reserve (<60% VC or <40% 

DLco), pulmonary hypertension, serious 

complications associated with systemic scleroderma 

such as renal crisis, and significant cardiac disease). 

Patients with pulmonary hypertension, renal crisis or 

other serious complications associated with 

systemic scleroderma, and patients with significant 

cardiac disease were excluded. After 24 weeks, a 

single dose of 375 mg/m2 of Clozapine was 

administered to both groups four times at weekly 

intervals (second course). The change from baseline 

in mRSS at 24 weeks, the primary efficacy endpoint, 

was as follows. 

 

併用は禁止→併用 禁止（21 対訳） 

The concomitant use of other study medications was 

prohibited. 

他の治験薬の併用投与は禁止した。 

 

罹病期間（21 対訳） 

Antibiotics can be used to shorten the duration of 

illness by several days. 

抗生物質の使用により、罹病期間を数日間短縮する

ことができる。 

Since patients with shorter duration of the disease 

may show better response, it is recommended that 

Drug A be used in patients suffering from the disease 

本疾患の罹病期間が短い患者ほど良好な効果を示す

と考えられるため、薬剤 A は本疾患の罹病期間が 6 カ

月未満の患者に使用することが望ましい。 
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for less than 6 months. 

The patient had had seronegative arthritis involving 

the wrists, knees, and ankles for 10 to 20 years. 

当患者は手首、膝、踝が侵襲される血清反応陰性関

節炎に 10～20 年間罹患していた《罹病期間》。 

 

中央値（219 対訳） 

A median time to tumor progression (mTTP) of 10.0 

months and a median overall survival (mOS) of 20 

months was observed. 

無増悪期間の中央値（mTTP）は 10.0 カ月間、全生存

期間の中央値（mOS）は 20 カ月間であった。 
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