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イートモで「中止・中断・休止・停止等」を検索したときの対訳の整理（2021 年 6 月 12 日時点の対訳データに基

づく）。 
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abandonを使う用例 

Company A will abandon plans to launch a business to provide 

regenerated skin for burn victims, citing difficulty in recouping 

its investment. 

会社 A は、投資資金を回収することが困難であるとして、熱傷患

者に用いる再生皮膚の事業化計画を断念する予定である。 

In consideration of the future circumstances of ulcerative 

colitis treatment, Company A has decided to abandon the 

development. 

潰瘍性大腸炎の治療に関する将来の状況を考慮して、会社 A

はその開発をあきらめる判断をした。 

Since 2010, Company A has been forced to abandon the 

development of five drugs after finding serious side effects 

and other shortcomings. 

2010 年以来、会社 A は重篤な副作用やその他の欠点のために 5

つの医薬品の開発の断念を余儀なくされた。 
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arrestを使う用例 

A fatal cardiac arrest was reported in a patient taking Drug A. 薬剤 A を服用した患者 1 例に致死的な心停止が報告された。 

A larger number of patients who received cardiopulmonary 

resuscitation with the system survived cardiac arrest. 

心停止でも助かった患者数は、このシステムによる心肺蘇生を受

けた患者のほうが多かった。 

A life-threatening abnormal heart rhythm, referred to as 

ventricular fibrillation or ventricular tachycardia, is the most 

common cause of sudden cardiac arrest. 

心室細動又は心室頻拍と呼ばれる生命を脅かす異常な心リズム

が突然の心停止《心突然死》の最も多い原因である。 

A third death due to cardiopulmonary arrest, reported after 

database lock, occurred in a patient treated with Drug A on 

Day 100. 

心肺停止による 3 件目の死亡はデータベース固定後に報告された

もので、薬剤 A 投与患者に 100 日目に起こった。 

Although it is clear that Drug A blocks translational events, it 

remains elusive how exactly Drug A's interference with 

Protein A leads to the observed cell cycle arrest. 

薬剤 A が翻訳イベントを阻止することは明らかであるが、薬剤 A に

よる Protein A の阻害がどのような機序でこの細胞周期の停止に

つながるかについては不明のままである。 

Among these results, the rates of sudden cardiac death were 

1.0% in the Drug A group and 2.0% in the placebo group, and 

the rates of cardiac arrest were 0.5% and 1.0%, respectively. 

これらの結果のうち、心臓突然死の発生率は薬剤 A 群で 1.0％、

プラセボ群で 2.0％、心停止の発生率はそれぞれ 0.5％及び 1.0％

であった。 

An investigator reported that a 60-year-old male, enrolled in 

an open-label study for the treatment of non-small cell lung 

cancer, experienced a hypersensitivity reaction on Jan. 1, 

2015 and later experienced a cardiopulmonary arrest resulting 

in death on Jan. 10, 2015. 

ある治験責任医師が報告したことによると、非小細胞肺癌の治療

に関する非盲検試験に組み入れられた 60 歳の男性が 2015 年 1

月 1 日に過敏症反応を示し、その後心肺停止となり、その結果、

2015 年 1 月 10 日に死亡した。 

Around 0400 on Jan. 1, 2017, the patient experienced 

cardiopulmonary arrest and could not be resuscitated. The 

patient expired. 

2017 年 1 月 1 日の午前 4 時頃、当患者は心肺停止となり、蘇

生できず死亡した。 

As with all sympathomimetic medications, cardiac arrest and 

even death may be associated with abuse of Drug A. 

すべての交感神経刺激薬と同様、薬剤 A の乱用に伴い心停止

が起こり、死亡する可能性もある。 

Cardiac arrest developed abruptly. 心停止が突然起こった。 

Cardiopulmonary resuscitation is an emergency procedure 

that can be life-saving for people in cardiac arrest. 

心肺蘇生は心停止状態の人の命を救うことができる緊急処置で

ある。 

Cases of marked bradycardia, some of which have resulted in 

cardiac arrest, have been observed within minutes after the 

administration of Drug A. 

著しい徐脈の症例が薬剤 A の投与後から数分以内に認められ、

そのうち数例が心停止となった。 

Catecholamines, such as adrenaline or isoprenaline, should be 

avoided because they may cause adverse cardiovascular 

reactions (e.g., arrhythmia and cardiac arrest) due to 

increases in adrenergic nerve stimulation. 

アドレナリンやイソプレナリンなどのカテコールアミンは、アドレナリン作

動性神経の刺激亢進により有害な心血管反応（不整脈、心停

止など）を引き起こすことがあるため、避ける必要がある。 

Cells that do attach to fibronectin, another major constituent 

of the bone marrow microenvironment, stay alive and 

growth-arrested for many weeks. 

骨髄微小環境のもう 1 つの主要な構成要素であるフィブロネクチン

に付着する細胞は増殖を停止したまま何週間も生存し続ける。 

Defibrillation is performed to correct life-threatening 除細動は、心室細動や心停止など、生命を脅かす心臓の不整
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arrhythmias of the heart including ventricular fibrillation and 

cardiac arrest. 

脈を是正するために行われる。 

Despite cardiac arrest after induction of general anesthesia, 

the patient had a successful outcome. 

全身麻酔の導入後に心停止となったにもかかわらず、当患者の転

帰は良好であった。 

Drug A arrests bacterial cell growth and division by stabilizing 

the DNA-enzyme complex. 

薬剤 A は、DNA・酵素複合体の安定化により、細菌の細胞増殖

及び細胞分裂を停止させる。 

Drug A induced cell death in transformed cells while, under 

similar conditions, induced growth arrest in normal cells. 

薬剤 A は形質転換細胞に細胞死を誘導したのに対して、正常細

胞では同様の条件下で増殖停止を誘導した。 

Drug A induces apoptosis of colon carcinoma cell lines at low 

nanomolar concentrations, while normal human diploid 

fibroblasts only undergo reversible cell cycle arrest when 

treated with micromolar concentrations of Drug B. 

薬剤Aはナノモルという低い濃度で結腸癌細胞株にアポトーシスを

誘導するのに対して、正常なヒト二倍体線維芽細胞は、マイクロ

モル濃度の薬剤 B で処理したとき、可逆的な細胞周期停止を示

すにすぎない。 

During sinus arrest, the normal pacemaker cells in the sinus 

node stop firing. 

洞停止の間、洞結節の正常なペースメーカー細胞は興奮を止め

る。 

During the 10th week of the study, one patient in the Drug A 

group died suddenly of cardiac arrest, presumably caused by 

an acute myocardial infarction. 

本試験の 10 週目、薬剤 A 群の患者 1 例が急性心筋梗塞によ

ると考えられる心停止で急死した《突然死した》。 

During the reporting period of Periodic Safety Update Report 

(PSUR), there were 10 reports of cardiac arrest, 2 reports of 

myocardial infarction, and 2 reports of angina pectoris from 

the spontaneous reporting system. 

定期的安全性最新報告（PSUR）の報告期間中、自発報告シス

テムからの報告件数は心停止が 10 件、心筋梗塞が 2 件、狭心

症が 2 件であった。 

Five subjects died as a result of serious adverse events 

(SAEs): 

• A 57-year old subject died due to a cardiorespiratory arrest. 

• A 44-year old subject died due to pulmonary embolism 

secondary to DVT due to paresis. 

• A 46-year old subject died due to acute respiratory failure. 

• An 83-year old subject died because of a general 

deterioration in health due to the disease under study. 

• A 68-year old subject died due to respiratory failure. 

被験者 5 例が重篤な有害事象（SAE）により死亡した。 

- 57 歳の被験者は心肺停止により死亡した。 

- 44 歳の被験者は麻痺による DVT に伴う二次的な肺塞栓症に

より死亡した。 

- 46 歳の被験者は急性呼吸不全により死亡した。 

- 83 歳の被験者は対象疾患による全般的な健康状態の悪化の

ため死亡した。 

- 68 歳の被験者は呼吸不全により死亡した。 

Four patients who experienced cardiac arrest received an 

electroshock that successfully restored a life-sustaining 

heartbeat. 

心停止を示した患者 4 例が電気ショックを受け、生命維持に必要

な心拍の復活に成功した。 

If provided immediately after cardiac arrest, this 

cardiopulmonary resuscitation procedure increases a patient’

s chance of survival. 

心停止の直後に行われるならば、この心肺蘇生処置は患者が生

き延びるチャンスを高める。 

In addition, transient cardiac arrest was induced to avoid any 

cardiac disturbance during stent release. 

また、ステントリリース時における心臓障害を避けるため、一時的な

心停止を誘発した。 

In rare cases, angina pectoris, myocardial infarction, or cardiac 

arrest has been observed. 

稀に狭心症、心筋梗塞、心停止が認められている。 
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In rare cases, myocardial infarction and cardiac arrest have 

been observed. 

稀に心筋梗塞及び心停止が認められている。 

Inducible knockdown of fibroblast growth factor (FGF) 

receptor in human bladder carcinoma cells arrested cell-cycle 

progression in culture and markedly attenuated tumor 

progression in xenografted mice. 

ヒト膀胱癌細胞における線維芽細胞増殖因子（FGF）受容体の

誘導型ノックダウンにより、培養細胞の細胞周期進行が停止し、

異種移植マウスにおける腫瘍進行が著しく減弱した。 

Low doses of the drug combination caused cell cycle arrest, 

whereas high doses induced apoptosis in T24 bladder 

carcinoma cells. 

この合剤の低用量投与は細胞周期の停止を引き起こしたが、一

方、高用量投与は T24 膀胱癌細胞にアポトーシスを誘導した。 

Medical staff visited the patient’s room since the ECG 

monitor alarm had gone off. It was found that the patient was 

in respiratory arrest with cyanosis, due to the fact that the 

tracheal mask, which had been dislodged, was blocking the 

tracheostomy tube orifice. 

心電図モニタのアラームが鳴ったため訪室すると、トラキマスクがず

れ、気管切開チューブを塞いでおり、患者は呼吸停止、チアノーゼ

状態となっていた。 

Most people who suffer cardiac arrest outside of a hospital 

die. 

病院外で心停止《院外心停止》となったほとんどの人は死亡す

る。 

Of the patients who experienced life-threatening cardiac 

events, 1 experienced a sinus node arrest, and 1 experienced 

a primary cardiac arrest. 

生命を脅かす心臓イベントを示したこれらの患者のうち、1 例は洞

結節停止、1 例は原発性心停止を示した。 

On rare occasions, hypotension, cardiac arrest, and even 

death may occur. 

稀に低血圧や心停止があらわれることがあり、死に至ることもある。 

One subject (a 70-year-old male) died following pulmonary 

embolism and cardiac arrest on Day 10 of study drug 

treatment. 

被験者 1 例（70 歳男性）は、治験薬投与 10 日目に肺塞栓症及

び心停止の発現後に死亡した。 

Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is a leading cause of 

death among adults in the United States. 

院外心停止（OHCA）は米国における成人の死亡の主要な原因

である。 

Short periods of sinus arrest were seen in rats or dogs. ラット又はイヌでは短時間の洞停止がみられた。 

Shortly after the surgical incision, the pulse rate suddenly 

dropped from 45 to 20 bpm with the ECG showing a sinus 

node pacemaker pause/arrest. 

この切開術の直後、脈拍数が 45bpm から急に 20bpm に低下し、

心電図は洞結節ペースメーカーの休止・停止を示した。 

Some cases of cardiac arrest were reported during the 

studies. 

これらの試験の期間中に心停止の症例が数例報告された。 

Sudden bradycardia and cardiac arrest occurred, and the 

patient died. 

突然の徐脈と心停止が起こり、患者が死亡した。 

The Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

estimates that approximately 300,000 Americans experience 

an out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) each year. 

毎年、約30万人のアメリカ人に院外心停止（OHCA）が起こってい

ると疾病管理予防センター（CDC）は推計している。 

The hazard ratios were 0.84 for death from cardiovascular 

causes, 0.83 for resuscitated cardiac arrest, 0.91 for 

myocardial infarction, 0.26 for stroke, and 0.50 for urgent 

ハザード比は，心血管系に起因する死亡が 0.84、心停止からの

蘇生が 0.83、心筋梗塞が 0.91、脳卒中が 0.26、冠血行再建につ

ながった狭心症のための緊急入院が 0.50 であった． 
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hospitalization for angina leading to coronary 

revascularization. 

The patient died on Day 10 from a suspected cardiac arrest. 当患者は心停止の疑いで 10 日目に死亡した。 

The patient experienced a sudden cardiac arrest on the third 

post-operative day after standing up for the first time since 

surgery. 

術後3日目、当患者は術後初めて立ち上がった後に突然心停止

を示した。 

The patient received treatment with intravenous 

methylprednisolone and intramuscular epinephrine; however, 

she went into respiratory arrest, developed bradycardia 

(confirmed by electrocardiogram monitor) and became 

asystolic. 

当患者はメチルプレドニゾロンの静脈内投与及びエピネフリンの筋

肉内投与を受けたが、呼吸停止となり、徐脈が発現し（心電図に

より確認）、心停止となった。 

The patient suffered a cardiac arrest approximately 10 

minutes after the pericardiocentesis. 

当患者はこの心膜穿刺術の約 10 分後に心停止となった。 

The primary efficacy endpoint was a composite of death from 

cardiovascular causes, resuscitated cardiac arrest, myocardial 

infarction, stroke, or urgent hospitalization for angina leading 

to coronary revascularization. 

有効性の主要評価項目は、心血管系に起因する死亡、心停止

からの蘇生、心筋梗塞、脳卒中、冠血行再建につながった狭心

症のための緊急入院で構成される複合エンドポイントとした。 

The primary endpoint was the time to first occurrence of one 

of the following events: hospitalization for angina pectoris, 

coronary revascularization, myocardial infarction, 

cardiovascular death, resuscitated cardiac arrest, 

hospitalization for heart failure, stroke/TIA, or peripheral 

vascular disease. 

主要評価項目は、狭心症による入院、冠動脈血行再建術、心

筋梗塞、心血管死、心停止からの蘇生、心不全による入院、脳

卒中・TIA、末梢血管疾患のいずれかのイベントが最初に発生す

るまでの時間とした。 

The system consists of two devices that are used together to 

assist in performing cardiopulmonary resuscitation on adult 

patients with out-of-hospital, non-traumatic cardiac arrest. 

このシステムは 2 つのデバイスで構成されており、これらのデバイスが

一緒に使われ、非外傷性の院外心停止の成人患者の心肺蘇生

を支援する。 

The wearable cardioverter defibrillator is indicated for children 

who are at risk for sudden cardiac arrest <<sudden cardiac 

death>> but are not candidates for an implantable defibrillator 

due to certain medical conditions or lack of parental consent. 

この着用型電気除細動器が適応となるのは、心臓突然死のリス

クがあるが、特定の疾患があるため、あるいは親の同意が得られな

いため、植込み型除細動器の対象とはならない小児である。 

There is a risk of cardiac arrhythmia or, in certain cases, 

cardiac arrest. 

不整脈又はある特定の症例では心停止のリスクがある。 

There is increasing evidence that conventional lipid-lowering 

therapy can arrest the progression of coronary 

atherosclerosis. 

従来型の脂質低下療法により冠動脈硬化症の進行が止まること

を示すエビデンスが増えている。 

These inhibitors have been shown to induce differentiation, 

cell cycle arrest or apoptosis in cultured tumor cells, and to 

inhibit the growth of tumors in animal models. 

これらの阻害薬は、培養腫瘍細胞において分化、細胞周期の停

止、アポトーシスを引き起こし、動物モデルにおいて腫瘍の増殖を

阻害することが示されている。 

Tracheal intubation should be performed only in cases of 意識不明《意識消失》又は呼吸停止の場合にのみ気管挿管を
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unconsciousness or respiratory arrest. 実施する。 

Undiluted potassium solution being intravenously administered 

by single shot injection could cause arrhythmia and cardiac 

arrest, which is very dangerous. 

カリウム製剤は、希釈せずにワンショット静注してしまうと、不整脈

や心停止を起こすおそれがあり大変危険です。 

Vascular deaths among the patients were due to cardiac 

arrest in 7 patients and congestive heart failure in 3 patients. 

これらの患者における血管関連死亡は、7 例で心停止、3 例でうっ

血性心不全に起因するものであった。 
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ceaseを使う用例 

If extravasation occurs, administration through the blood 

vessel in question should be ceased immediately and resumed 

in a different place. 

血管外漏出が起こったならば、当該血管からの投与はすぐに中止

し、別の場所で投与を再開する。 

If the platelet count remains below 100 x 109/L, then Drug A 

or Drug B should be ceased or management with anticoagulant 

therapy re-evaluated at the discretion of the Investigator. 

血小板数が 100×109/L 未満で推移する場合、薬剤 A 又は薬

剤 B の投与を中止するか、抗凝固薬による治療を治験責任医師

の判断で見直す。 

Record the appropriate action. "Interrupted" means drug 

therapy has temporarily ceased and is expected to be 

reintroduced. "Discontinued" means drug therapy will not be 

reintroduced. 

該当する対応を記録する。「中断」とは、薬剤の投与を一時的に

中止しているが、再開が予定されている場合を指す。「中止」と

は、薬剤の投与を再開しない場合を指す。 

Safety is achieved through the ceaseless efforts of people 

who are involved in all stages of the life cycle of these 

products. 

安全は、これらの製品のライフサイクルのすべての段階に携わる

人々のたゆまぬ努力を通じて達成される。 

Since the effects of GLP-1 to increase insulin and inhibit 

glucagon secretion cease when blood glucose levels fall to 

normal, the incidence of hypoglycemia during treatment with 

drugs which enhance GLP-1 activity is expected to be low. 

GLP-1 のインスリン増加促進作用及びグルカゴン分泌抑制作用

は血糖値が正常値まで低下するとなくなるため、GLP-1 活性を増

強する薬剤の投与中は低血糖症の発生率が低くなると予想され

る。 

The bleeding soon ceased, general health visibly improved, and 

the pneumonia took a favorable course. 

出血はすぐに止まり、健康状態は明らかに改善し、肺炎は良好な

経過をたどった。 

Treatment was considered successful when all 

electroencephalographic seizure activity ceased within 20 

minutes after the beginning of the drug infusion and there was 

no return of seizure activity during the next 40 minutes. 

本剤の点滴静注を開始してから 20 分以内に脳波上のすべての

発作活動がなくなり、次の 40 分間に発作活動が再発しなかった

ならば、治療は成功とみなした。 

When female mice in a simulated menopausal condition were 

given estrogen alone, bone density decline and uterine atrophy 

both ceased. 

人工的に閉経状態とした雌マウスにエストロゲンを単独投与したと

き、骨密度低下と子宮委縮の両方が止まった。 
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cessationを使う用例 

A polymorphonuclear leukocyte count of less than 250 

cells/mL can be used as an index for cessation of therapy. 

多形核白血球数が 250 個/mL 未満を治療中止の目安にするこ

とができる。 

After cessation of dosing, blood lymphocyte counts begin to 

increase within 2 to 3 days. 

投与中止後、血中のリンパ球数は 2～3 日以内に増加しはじめ

る。 

After cessation of Drug A treatment, recovery was evident 

within 2 days after the last dose, with a trend towards 

complete recovery in all dose groups at the end of the study. 

薬剤 A の投与中止後、回復は最終投与から 2 日以内に認めら

れ、試験終了時にはすべての用量群で完全回復の傾向にあっ

た。 

After immediate cessation of dosing, mild signs of abstinence 

were noted, indicating that Drug A has a mild physical 

dependence. 

すぐに投与を中止した結果、軽度の離脱症状が認められたため、

薬剤 A には軽度の身体的依存性があることが示された。 

All patients having received radiation have had cessation of 

growth or shrinkage of the tumor. 

放射線療法を受けたすべての患者が腫瘍の増殖停止又は縮小

を示した。 

Although in a majority of the patients the event resolved 

following cessation of treatment, in nearly half of the cases, 

the event continued beyond 30 days. 

これらの患者の大多数において当該事象は投与中止後に回復し

たが、これらの症例のほぼ半数では当該事象が 30 日間経過後も

続いた。 

Cessation of smoking is typically associated with a gain of 3 to 

5 kg in the first one to two years, regardless of the cessation 

strategy used. 

一般に、禁煙に伴い、禁煙の手段を問わず、初めの 1～2 年間に

体重が 3～5kg 増える。 

Cessation of the use of tobacco may be followed by a 

withdrawal syndrome that varies in intensity from person to 

person. 

禁煙後に離脱症状が起こることがあり、その程度《重症度》は人に

よって異なる。 

Company A announced on June 1 that its smoking cessation 

aid has been listed on the National Health Insurance (NHI) 

Price List on a conditional basis. 

会社 A は、自社の禁煙補助薬が条件付で薬価基準に収載され

たと 6 月 1 日に発表した。 

Consideration should be given to designating a staff person as 

smoking-cessation coordinator to spend additional time with 

patients. 

禁煙コーディネーターとして患者に寄り添う担当者を任命することを

考慮する。 

Control of high blood pressure should be part of 

comprehensive cardiovascular risk management, including lipid 

control, diabetes management, antithrombotic therapy, 

smoking cessation, exercise, and limited sodium intake. 

高血圧のコントロールは、脂質制限、糖尿病治療、抗血栓療

法、禁煙、運動、塩分摂取制限などの包括的な心血管リスク管

理の一部であるべきである。 

Diagnosing dependence and determining whether previous 

attempts at smoking cessation have resulted in withdrawal 

symptoms can help the clinician provide individualized 

guidance to the patient and provide a basis for decisions. 

依存度を診断すること及び以前の禁煙で離脱症状《禁断症状》

が出たかどうかを確認することは、臨床医が患者に個別指導を行

うのに役立つとともに、決断するときの根拠にもなる。 

Efficacy in smoking cessation appears to be strongly 

determined by the type and amount of therapeutic support in 

conjunction with the medication. 

禁煙の成否は、投薬に組み合わされる治療サポートの種類と程

度によって大きく左右されると思われる。 

Following cessation of therapy, the number of patients with a 投与中止後、抗体反応陽性の患者数は後観察期間中に減少
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positive antibody response declined during post-treatment 

observation period. 

した。 

Human immunodeficiency viral load remained stable following 

cessation of anti-CMV medications. 

ヒト免疫不全ウイルスのウイルス量は抗 CMV 薬の投与中止後も

一定で推移した。 

In addition to smoking cessation, the use of short-acting 

bronchodilators is recommended when needed in order to 

alleviate symptoms. 

禁煙に加えて、症状の緩和に必要なとき、短時間作用性気管支

拡張薬の使用が推奨される。 

In both species, creatinine levels returned to baseline upon 

cessation of treatment. 

両動物種とも、クレアチニン値は投与中止してすぐにベースラインに

戻った。 

In some studies, weight gain was associated with successful 

smoking cessation. 

一部の試験では体重の増加に伴い禁煙が成功した。 

In studies in which this product was simply dispensed or was 

provided without extensive individualized guidance, the rates 

of cessation of smoking were similar to those of untreated 

patients. 

本品をただ単純に交付しただけの試験や詳細な個別指導を行わ

ずに本品を与えた試験では、禁煙率が未治療の患者の禁煙率と

同等であった。 

It is reported that a short three-minute period of smoking 

cessation advice from the clinician causes an increase in the 

rate of quitting smoking. 

医師による 3 分間の短い禁煙アドバイスにより禁煙率が高くなるこ

とが報告されている。 

Leukopenia, particularly granulocytopenia, may be severe in 

patients treated with interferons, including Drug A, and may 

necessitate dose reduction or temporary dose cessation. 

薬剤 A などのインターフェロンが投与されている患者では白血球減

少症、特に顆粒球減少症が重症化することがあるので、投与量

の減量又は一時的な投与中止が必要になることがある。 

Liver cell adenoma may disappear following cessation of oral 

contraceptive. 

肝細胞腺腫は、経口避妊薬の中止後に消失することがある。 

Liver histology was assessed by comparing the histology 

activity index (HAI) score of a pretreatment biopsy specimen 

with the HAI score from a specimen obtained 24 weeks after 

cessation of therapy. 

肝組織像は、投与前の生検標本の HAI スコアを投与中止から 24

週間後に採取した標本の HAI スコアと比較して評価した。 

Long- and short-term rates of cessation of smoking are 

generally lower in general medical practices than in 

smoking-cessation clinics. 

全般的に、長期的及び短期的な禁煙率は一般開業医のほうが

禁煙専門クリニックよりも低い。 

Most adverse events abated with cessation of therapy. ほとんどの有害事象が投与中止で軽減した。 

Most adverse events were mild-to-moderate in severity and 

abated with cessation of therapy. 

ほとんどの有害事象は重症度が軽度ないし中等度で、投与中止

で軽減した。 

On gestation days 18-20, the body weight gains in these 

groups were comparable to those of control animals, 

suggesting a recovery for the drug-treated animals following 

the cessation of dosing. 

妊娠 18〜20 日目におけるこれらの群の体重増加量は対照動物

の体重増加量と同等であったことから、薬剤投与動物では投与中

止後に回復したものと考えられた。 

Patients initially treated with 20 mg per day had higher rates 

of smoking cessation at all times than those treated with 10 

mg per day. 

初回投与量が 1 日 20mg の患者では 1 日 10mg の患者よりもす

べての時点で禁煙率が高かった。 
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Recovery may take a considerable amount of time after 

cessation of oral steroid therapy and hence oral 

steroid-dependent patients transferred to inhaled Drug A may 

remain at risk from impaired adrenal function for some 

considerable time. 

経口ステロイド療法の中止後、回復にはかなりの時間を要するた

め、ステロイド経口薬に依存している患者のうち薬剤 A の吸入投

与に移行した患者では、副腎機能障害のリスクが長期にわたって

持続することがある。 

Simply prescribing medications is not usually effective in 

achieving smoking cessation. 

通常、医薬品を単に処方するだけでは禁煙を成し遂げる効果は

ない。 

Six months after the cessation of therapy, the mean serum 

creatinine level in the Drug A-treated patients had returned to 

the baseline values. 

治療中止から 6 カ月後、薬剤 A 投与患者の平均血清クレアチニ

ン値はベースライン値に戻っていた。 

Smoking cessation is the most important and cost-effective 

method to reduce the risk of the occurrence of COPD and to 

hold back its progress. 

禁煙は、COPD の発生リスクを下げ、その進行を止める最も重要

かつ費用対効果の高い方法である。 

Smoking cessation is the most important intervention to 

prevent worsening of COPD. 

禁煙が COPD の悪化を防止するのに最も重要な治療介入であ

る。 

Sustained virologic response (SVR12), defined as HCV RNA 

less than lower limit of quantification at 12 weeks after the 

cessation of treatment, was the primary endpoint. 

HCV RNA が投与中止の 12 週後に定量下限値よりも低い場合と

定義されるウイルス学的著効（SVR12）を主要評価項目とした。 

Ten women had vaginal bleeding while receiving hormone 

therapy and 20 had vaginal bleeding after its cessation. 

女性 10 例がホルモン療法を受けている間に膣出血を示し、20 例

がその中止後に膣出血を示した。 

The effect was reversed following the cessation of treatment. この影響は投与中止後になくなった。 

The effects on triglycerides and others were reversed upon 

cessation of Drug A therapy. 

トリグリセリドなどに対するこれらの影響は薬剤 A の投与中止です

ぐになくなった。 

The first-pass effect of propoxyphene may be decreased by 

smoking cessation. 

プロポキシフェンの初回通過効果は禁煙によって減弱することがあ

る。 

The frequency of cessation of treatment for depression 

ranged from 5% to 10% in the four groups. 

うつ病のために投与中止となった頻度はこれら 4 群において 5～

10％の範囲であった。 

The incidence and clinical significance of rebound 

hypertension after abrupt cessation of clonidine therapy, and 

the profile of blood pressure responses to varying physical 

activity during therapy, remain to be evaluated. 

クロニジンの投与を急に中止したとき、リバウンド高血圧の発現率

及び臨床的意義、さらに投与中の様々な身体活動に対する血

圧反応の推移は今後の評価課題である。 

The purpose of this study is to assess the time of relapse 

after cessation of therapy with Drug A. 

本試験の目的は、薬剤 A の投与中止後の再発時期を評価する

ことである。 

The skin reactions generally resolve, without sequelae over 

time following cessation of treatment, if the recommended 

adjustments in dose regimen are followed. 

一般に、これらの皮膚反応は推奨される用量・用法の調節に従え

ば、投与中止後に経時的に回復し、後遺症は残らない。 

There are reports that the progression of decrease in 

pulmonary function can be delayed through smoking 

cessation. 

肺機能低下の進行は禁煙によって遅らせることができると報告され

ている。 
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There was less social support for abstinence from tobacco 

and a poorer understanding of how to enhance cessation 

therapy than when the studies of transdermal nicotine were 

conducted. 

経皮的ニコチン製剤の試験が行われたときと比べて、禁煙に対す

る社会的サポートは小さく、禁煙治療の強化方法についての理解

も乏しかった。 

These values returned to baseline levels over a 4-week 

washout period after cessation of Drug A administration. 

これらの値は、薬剤 A の投与中止後、4 週間の休薬期間中にベ

ースライン値に戻った。 

This form of myopathy tends to occur after prolonged 

administration only and is usually reversible after treatment 

cessation. 

このタイプのミオパチーは長期投与後にのみ起こる傾向があり、通

常、投与中止後に回復する。 

This may lead to moderate-to-severe adverse events 

requiring dose reduction, temporary dose cessation, or 

discontinuation of therapy. 

このことが、投与量の減量、一時的な投与中止、投与中止を必

要とする中等度ないし重度の有害事象につながることがある。 

This product is used as part of a smoking cessation program 

as a temporary aid to the cigarette smoker seeking to give up 

the smoking habit. 

本品は、喫煙習慣を止めようとしている喫煙者の一時的な補助と

して、禁煙プログラムの一環で用いられる。 

This product provides assistance with cessation of smoking. 本品は禁煙を補助する。 

Upon cessation the animals become severely paralyzed. 投与中止時、これらの動物は重度の麻痺を示した。 

Use of nicotine preparation can be eliminated in many patients 

by gradual dose reduction, abrupt cessation, or substitution of 

non-nicotine gum for the nicotine preparation. 

多くの患者において、投与量の漸減、即時中止、ニコチン製剤を

非ニコチンガムに切り替えることによって、ニコチン製剤の使用から

離れることができる。 

We expect that Drug A will help smokers struggling with 

smoking cessation. 

当社は、薬剤 A が禁煙に向けてがんばっている喫煙者に役立つこ

とを期待しています。 
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discontinueを使う用例 

“Non-compliance with study drug treatment”: select if the 

subject is discontinued due to significant noncompliance with 

study drug treatment requirements. 

「治験薬投与の不遵守」：被験者が治験薬投与の要件の重大な

不遵守のために中止となった場合に選択する。 

… until such time as it seems advisable to discontinue 

treatment. 

投与を中止することが賢明と思われる時点まで、～。 

…, with the exception of the patient who discontinued due to 

hepatic enzyme elevations. 

肝酵素高値のため中止となった患者 1 例を除いて、～。 

A decision should be made whether to discontinue 

breast-feeding or discontinue Drug A, taking into account the 

benefit of breast-feeding for the child and the benefit of 

therapy for the woman. 

授乳を中止するか、あるいは薬剤 A の投与を中止するかについて

は、子供に対する授乳のベネフィット及び母親に対する治療のベネ

フィットを考慮に入れて決定する。 

A decision should be made whether to discontinue nursing or 

to discontinue Drug A, taking into account the importance of 

Drug A to the mother. 

授乳を中止するか､あるいは薬剤 A の投与を中止するかについて

は、母親に対する薬剤 A の重要性を考慮に入れて決定する。 

A higher percentage of patients in the Drug A group 

discontinued the study compared to the placebo group. 

本試験が中止となった患者の割合《試験中止率》は薬剤 A 群の

ほうがプラセボ群よりも高かった。 

A significantly higher proportion of women than men 

discontinued the study (30.0% vs. 20.0%). 

本試験が中止となった割合《試験中止率》は女性のほうが男性よ

りも統計学的に有意に高かった（30.0％対 20.0％）。 

Accordingly, when an adverse drug reaction occurred after 

dose reduction to 10 mg/m2, Drug A treatment was to be 

discontinued to ensure safety. 

そこで、安全性の確保のため、10mg/m2 への減量後に副作用が

発現した場合、薬剤 A の投与を中止することとした。 

Action (none, concomitant medication given, medication 

delayed, medication discontinued, reduction of infusion rate, 

dose reduction, not applicable) 

対応《対策》（なし、併用薬投与、投与延期、投与中止、点滴

静注速度の減速、減量、該当なし） 

Action taken (no action taken; study drug dosage 

adjusted/temporarily interrupted; study drug permanently 

discontinued due to this adverse event; concomitant 

medication taken; non-drug therapy given; 

hospitalization/prolonged hospitalization) 

処置（無処置、治験薬の用量調節又は一時的な投与中断、当

該有害事象による治験薬の完全な投与中止、併用薬の投与、

非薬物治療の実施、入院又は入院期間の延長） 

Administration of this drug should be discontinued if 

autoimmune hemolytic anemia or autoimmune 

thrombocytopenia is observed. 

自己免疫性溶血性貧血又は自己免疫性血小板減少症が認め

られた場合、本剤の投与を中止する。 

After 8 weeks of therapy, if there is no response as measured 

by hemoglobin levels or if RBC transfusions are still required, 

discontinue Drug A. 

8 週間の投与後、ヘモグロビン値を指標としたときに効果がない場

合又は赤血球輸血が依然として必要とされる場合、薬剤 A を投

与中止する。 

After having developed radiographically documented PD, all 

study drugs should be discontinued (if still on therapy) and the 

final-tumor-assessment (FTA) visit should be performed. 

画像で確認される PD となった場合、すべての治験薬の投与を中

止し（投与継続中の場合）、最終腫瘍評価（FTA）来院を実施す

る。 
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After two years, the dose was tapered, with treatment for two 

weeks on alternate days followed by treatment for two weeks 

every third day, and then discontinued. 

2 年後、投与量を漸減し、2 週間は隔日投与し、次の 2 週間は 3

日毎の投与とし、その後、投与を中止した。 

All antibiotics were discontinued from the 10th to the 17th 

postoperative day to rule out drug fever. 

薬剤性発熱を否定するため、術後 10 日目から 17 日目まですべ

ての抗生物質の投与を中止した。 

All medications except oral contraceptives were discontinued 

at least 2 weeks before dosing. 

経口避妊薬を除くすべての薬剤を投与の 2 週間以上前に中止し

た。 

All patients in the Drug A group were discontinued from the 

study drug and switched to the standard of care after 

emerging evidence of under-immunosuppression resulting in 

acute rejection beyond Month 6. 

薬剤 A 群のすべての患者は、6 カ月目以降に急性拒絶反応の発

現に至る免疫抑制の減弱を示したことから、治験薬の投与が中

止され、標準治療に切り替えられた。 

All patients must complete this visit even if they have had to 

prematurely discontinue treatment with Drug A. 

薬剤 A の投与を早期中止しなければならない場合でも、すべての

患者がこの来院を完了する必要がある。 

All patients remained without interruption on their assigned 

treatment except for one patient with a CK elevation who 

discontinued prematurely. 

早期中止となった CK 高値の患者 1 例を除いて、すべての患者に

対して割り付けられた治療が中断なく続けられた。 

All patients who discontinue the treatment, including those 

who refuse to return for a final visit, should be contacted for 

safety evaluations. 

最終来院を拒否した患者を含め、投与中止となったすべての患者

に連絡をとり、安全性評価を行う。 

All requests to discontinue treatment for “response failure” 

will be reviewed by the SMC. 

「効果不十分」のために投与中止する旨の要請はすべて SMC に

よって審査される。 

All the oral medicines were discontinued. すべての内服薬を投与中止した。 

All treatments were well tolerated, and no patient 

discontinued the study prematurely due to an adverse event. 

すべての治療が忍容性良好で、有害事象のために早期に試験中

止となった患者はいなかった。 

Any patient experiencing severe rash should discontinue the 

drug and consult a physician. 

重度の皮疹を示した患者は、本剤を投与中止し、医師に相談す

る《受診する》。 

Any patient who discontinues from the study prematurely will 

be followed for survival every 3 months for up to 5 years after 

the patient’s start of study. 

本試験が早期に中止となった患者については、当該患者の試験

開始から 5 年後まで 3 カ月毎に生存確認する。 

Approximately 10% of patients in the Drug A group and 15% of 

patients in the placebo group discontinued the study due to 

adverse events. 

薬剤 A 群の患者の約 10％及びプラセボ群の患者の 15％は有害

事象のために本試験が中止となった。 

As of April 1, 2017, two subjects had either withdrawn 

informed consent or had discontinued from the study at the 

discretion of the Investigator. 

2017 年 4 月 1 日現在、被験者 2 例が同意を撤回するか、あるい

は治験責任医師の判断で試験中止されていた。 

As the itchy sensation and rash had spread to his back, face 

and lower limbs, Drug A therapy was discontinued. 

そう痒感及び発疹が背部、顔面、両下肢に広がったため、薬剤 A

の投与が中止された。 

Ask about the best way to discontinue the treatment. 投与を中止するための最善の方法について質問する。 
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At Week 2 and thereafter, if considered appropriate by the 

investigator, laxative agents were discontinued as a rule, and if 

bowel movements did not occur as expected, laxatives agents 

were resumed. 

2 週目以降、治験責任医師によって妥当と判断されたならば、原

則として緩下薬の投与を中止し、期待した排便が起こらなけれ

ば、緩下薬の投与を再開した。 

Be instructed that consent to participate in the experiment 

may be withdrawn at any time and the subject may 

discontinue participation without prejudice. 

実験への参加同意をいつでも撤回できること、そして被験者は不

利益を被ることなく参加を中止できる旨の説明を受ける権利。 

Because many drugs are excreted in human milk and because 

of the potential for serious adverse reactions in nursing 

infants from Drug A, a decision should be made whether to 

discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into 

account the importance of the drug to the nursing mother. 

多くの薬剤がヒト母乳中に移行すること、そして乳幼児に薬剤 A に

よる重篤な副作用が起こる可能性があるため、授乳婦に対する

本剤の重要性を考慮に入れて、授乳を中止するか、本剤の投与

を中止するかの決断を下す。 

Because of the potential for serious adverse reactions in 

nursing infants, a decision should be made whether to 

discontinue nursing or discontinue the drug, taking into 

account the importance of the drug to the mother. 

乳幼児に重篤な副作用が起こる可能性があるため、本剤の母親

に対する重要性を考慮に入れて、授乳を中止するか、あるいは本

剤を中止するかの決断を下すこととする。 

Because serious adverse events in nursing infants cannot be 

completely excluded, a decision should be made whether to 

discontinue the drug or to discontinue breast-feeding. 

乳幼児における重篤な有害事象を完全に除外することはできない

ため、本剤の投与を中止するか、あるいは授乳を中止するかにつ

いて決断を下すこととする。 

Because the number of rats that died increased, treatment 

was discontinued in males in the 50 mg/kg group on Day 100, 

in males in the 40 mg/kg group on Day 80, and in females in 

the 40 mg/kg group on Day 50. 

死亡したラット数が増加したため、50mg/kg 群の雄では 100 日目

に、40mg/kg 群の雄では 80 日目に、40mg/kg 群の雌では 50 日

目に、投与を中止した。 

Both hemoglobin concentrations and reticulocyte counts 

returned to baseline within 5 to 10 weeks after treatment was 

discontinued at 24 weeks. 

ヘモグロビン濃度及び網状赤血球数の両方とも、24 週後に投与

を中止してから 5～10 週間以内にベースラインに戻った。 

Company A discontinued marketing of Drug A internationally 

due to serious concerns regarding the drug's potential to 

cause life-threatening ventricular dysrhythmias. 

薬剤 A には生命を脅かす心室性律動異常を引き起こす可能性

があり、それに関する重大な懸念のため、会社 A は薬剤 A の世界

各国での販売を中止した。 

Company A has decided to discontinue the development of an 

ulcerative colitis treatment agent. 

会社 A は潰瘍性大腸炎治療薬の開発を中止することを決定し

た。 

Discontinue Drug A if an increase in hemoglobin is not 

achieved at a dose of 300 Units/kg for 8 weeks. 

300 単位/kg の用量で 8 週間投与してもヘモグロビンの上昇が達

成されなければ、薬剤 A を投与中止する。 

Discontinue Drug A immediately in patients with these 

symptoms. 

これらの症状の患者では薬剤 A を直ちに中止する。 

Discontinue Drug A therapy immediately if a severe cutaneous 

reaction is suspected. 

重度の皮膚反応が疑われる場合、直ちに薬剤Aの投与を中止す

る。 

Discontinue taking this drug immediately and consult your 

doctor, dentist, or pharmacist with this package insert if any of 

the following symptoms appear after taking this drug: …. 

本剤の服用後、以下の症状のいずれかがあらわれたならば、直ち

に本剤の服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師

または薬剤師に相談してください。 
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Discontinue treatment with Drug A if myopathy is diagnosed 

or suspected or if markedly elevated creatine kinase levels 

occur. 

ミオパチーと診断されるかミオパチーが疑われる場合あるいは著しい

クレアチンキナーゼ値の上昇がある場合、薬剤 A の投与を中止す

る。 

DNA levels rebounded to within 10% of baseline values in all 

patients when Drug A was discontinued. 

薬剤 A を投与中止すると、DNA 量はすべての患者でリバウンドし、

ベースライン値との差が 10％以内となった。 

Do not abruptly discontinue Drug A in patients who may be 

physically dependent on opioids. 

オピオイドに身体的に依存している可能性がある患者では、薬剤

A の投与を急に中止してはならない。 

Dosing was temporarily discontinued from Weeks 20 to 30 

(females only). 

20 週目から 30 週目にかけて投与を一時的に中止した（雌のみ）。 

Drug A or cyclosporine should be discontinued at least 24 

hours before initiating the other. 

薬剤 A 又はシクロスポリンは、一方の投与を開始する少なくとも 24

時間前に投与中止する。 

Drug A should be discontinued as soon as pregnancy is 

recognized. 

妊娠が確認されたならばすぐに薬剤 A を投与中止する。 

Drug A should be discontinued at the first appearance of skin 

rash, mucosal lesions, or any other sign of hypersensitivity. 

薬剤 A は、皮疹、粘膜病変、その他の過敏症の徴候の初回発

現時に投与中止する。 

Drug A should be discontinued if pregnancy is confirmed. 薬剤 A は、妊娠が確認されたならば投与中止する。 

Drug A should be discontinued if the biopsy shows prominent 

hepatic fibrosis or cirrhosis. 

薬剤 A は、生検で顕著な肝臓の線維化又は肝硬変がみられた

ならば投与中止する。 

Drug A should be discontinued if there is evidence of tumor 

growth. 

薬剤 A は、腫瘍増殖のエビデンスがあるならば投与中止する。 

Drug A should be discontinued; treatment should be 

reassessed and alternative therapy instituted if necessary. 

薬剤 A を投与中止し、治療を再評価するとともに、必要に応じて

代替治療を開始する。 

Drug A therapy should be discontinued when Drug A is 

suspected to be the cause of developing necrosis. 

薬剤 A が壊死発生の原因と疑われるとき、薬剤 A による治療を

中止する。 

Drug A was discontinued because of bradycardia in 3.0% of the 

patients. 

薬剤 A はこれらの患者の 3.0％において徐脈のため投与中止とな

った。 

Drug A was permanently discontinued after a total of 10 

weeks treatment when ALT was 1000 U/L and AST 500 U/L; 

at this time a slight increase in alkaline phosphatase was also 

noted. 

薬剤 A は、ALT が 1000U/L、AST が 500U/L となり、アルカリホス

ファターゼのわずかな上昇も認められた計 10 週間の投与後に完全

に投与中止となった。 

drug candidates for which pharmaceutical companies 

discontinued development 

製薬企業が開発を中止した医薬品候補《創薬シーズ》 

Due to increased deaths in male rats, treatment of males was 

discontinued on Day 100, and necropsies were performed. 

雄ラットにおける死亡増加のため、雄に対する投与は 100 日目に

中止し、剖検を実施した。 

During the first 6 months of follow-up, 5 patients discontinued 

the study prematurely. 

追跡調査の最初の 6 カ月間に患者 5 例が早期に試験中止となっ

た。 

Few patients discontinued therapy over the first 6 months of 

the study. 

この試験の最初の 6 カ月間に治療中止となった患者は少なかっ

た。 

Few patients in any treatment group discontinued for reasons 

other than unsatisfactory therapeutic effect or loss to 

治療効果不十分又は追跡調査不能以外の理由で中止となった

患者はいずれの投与群も少なかった。 
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follow-up. 

Fewer placebo patients discontinued because of adverse 

events. 

有害事象のために中止となった患者はプラセボ投与のほうが少な

かった。 

Five patients (10%) discontinued due to disease progression. 患者 5 例（10％）が病勢進行のために中止となった。 

For patients who discontinue the study after randomization, 

every effort should be made to complete all examinations and 

laboratory tests specified for the Week 12 visit. 

ランダム化後に本試験が中止となった患者については、12 週目の

来院時に規定されるすべての診察及び臨床検査が終了するよう

にあらゆる努力を払う。 

For patients whose status is unclear because they fail to 

appear for study visits without stating an intention to 

discontinue, the investigator must show "due diligence" by 

documenting in the source documents steps taken to contact 

the patient, e.g., dates of telephone calls, registered letters, 

etc. 

中止の意思表示を行うことなく来院しないため、状況が不明な患

者については、治験責任医師は患者と連絡するためにとった対策

（電話した日付、書留郵便の日付など）を原資料に記録し、しか

るべき対応をとったことを示す必要がある。 

For subjects who discontinue from the study for any reason, 

the procedures required for the Day 100 visit should be 

completed. 

何らかの理由で本試験が中止となった被験者については、100 日

目の来院で必要とされる処置を終えることとする。 

For subjects who switched to open-label concomitant therapy 

or discontinued study prior to Week 12, their last IOP 

measurements prior to the switch or study discontinuation 

was used to impute the IOP value at Week 12 using the Last 

Observation Carried Forward (LOCF) method. 

非盲検併用投与に切り替えた被験者又は 12 週目よりも前に試

験中止となった被験者については、Last Observation Carried 

Forward（LOCF）法を用い、切り替え前又は試験中止前の最終

眼圧測定値で 12 週目の眼圧測定値を補完した。 

Four patients had a grade 3 or 4 allergic reaction due to the 

first Drug A infusion and were discontinued from the study. 

患者 4 例が薬剤 A の初回点滴静注に起因するグレード 3 又は 4

のアレルギー反応を示し、本試験が中止となった。 

Four patients had the treatment discontinued because of local 

tissue reactions or increased blood pressure or hyperpyretic 

reactions. 

患者 4 例は局所的な組織反応あるいは血圧上昇又は高熱反応

のために投与中止となった。 

Furthermore, when Drug A therapy was continued in the 

presence of Drug A-resistant virus, an increased rate of flare 

was observed compared with subjects with Drug A resistance 

who discontinued therapy. 

さらに、薬剤 A 耐性ウイルスの存在下で薬剤 A の投与を継続した

とき、投与中止となった薬剤 A 耐性の被験者と比較してフレアの

発現率上昇が認められた。 

Grade 4 diarrhea (≥ 10 stools/day or grossly bloody diarrhea 

or the need for parenteral support) 

- Drug A treatment must be discontinued permanently. 

グレード 4 の下痢(1 日 10 回以上の排便、肉眼でわかる血便、非

経口的サポートを必要とするもののいずれか) 

- 薬剤 A 投与を完全に中止する。 

However, GnRH receptor agonists may be associated with 

mechanism-of-action limitations, including the initial surge in 

testosterone levels that can exacerbate clinical symptoms, 

which is known as clinical or hormonal flare, and delayed 

testosterone recovery after the drug is discontinued. 

しかし、GnRH 受容体作動薬《GnRH アゴニスト》には、臨床的フレ

ア又はホルモンフレアとして知られ、臨床症状を悪化させる可能性

があるテストステロンレベルの初期上昇が起こり、薬剤の投与中止

後にテストステロンの回復が遅れるなど、作用機序に関係する限

界があると考えられる。 
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However, if either cisplatin or capecitabine dosing must be 

permanently discontinued, dosing should be continued with 

the remaining compound according to the schedule. 

ただし、シスプラチン又はカペシタビンのどちらかの投与を完全に中

止する必要がある場合、もう一方の薬剤の投与はスケジュールに

従って継続する。 

However, Study A was discontinued due to a safety issue, and 

the development of the combination therapy of Drug A 10 

mg/kg and Drug B was discontinued. 

しかし、試験 A は安全性上の問題のため中止となり、薬剤 A 

10mg/kg と薬剤 B の併用療法の開発は中止された。 

If a delay of more than 2 weeks due to unresolved toxicity is 

necessary, one or both of the chemotherapeutic agents 

should be discontinued. 

未回復の毒性により 2 週間超の遅れが必要である場合、化学療

法薬の一方又は両方の投与を中止する。 

If a patient cannot tolerate a minimum dose of 400 mg/day of 

either study drug, he or she must be discontinued from the 

study. 

どちらかの治験薬の最低用量 400mg/日に忍容性のない患者に

ついては、試験を中止することとする。 

If a patient discontinued from the study prior to Day 7, a 

specimen was collected at study exit. 

7 日目よりも以前に試験中止となった患者については、試験中止

時に検体を採取した。 

If a patient discontinues from the study for any reason after 

having been assigned the subject number, the number will not 

be reassigned to another patient. 

被験者番号が割り当てられた後に何らかの理由で試験中止となっ

た患者がいても、その番号が別の患者に再び割り当てられることは

ない。 

If a patient discontinues the study drug or participation in the 

study, the reason must be recorded. 

治験薬を投与中止するか、本試験への参加を中止した患者につ

いては、その理由を記録することとする。 

If a patient is discontinued before the end of Cycle 1 and at 

the time of discontinuation the platelet count is ≥ grade 2, 

then the complete blood count must be repeated twice weekly 

until resolution to either grade 1 or baseline. 

クール 1 の終了前に中止となり、中止時に血小板数がグレード 2

以上の患者については、グレード 1 又はベースライン値に回復する

まで全血球計算を週 2 回繰り返すこととする。 

If a patient requires a dose delay due to treatment-related 

toxicity of > 21 days from the intended day of the next 

scheduled dose, then the patient should be discontinued from 

the study. 

投与に関連した毒性のため、次の投与が予定されている日よりも

投与を 21 日間超遅らせる必要がある患者については、本試験を

中止とする。 

If a patient requires a dose delay of > 14 days from the 

intended day of the next scheduled dose, then the patient 

should be discontinued from the study. 

次の投与が予定されている日よりも投与を 14 日間超遅らせる必

要がある患者については、本試験を中止とする。 

If a patient requires a dose delay of > 21 days due to a Drug 

A-related toxicity, then the patient must be discontinued from 

the study. 

薬剤 A に関連した毒性のため，投与を 21 日間超遅らせる必要が

ある患者については、本試験を中止しなければならない。 

If a serotonin syndrome is suspected, all substances 

potentially contributing to the syndrome should be 

discontinued. 

セロトニン症候群が疑われるならば、当該症候群に寄与している

可能性があるすべての物質を投与中止する。 

If a subject experiences a grade 3 or 4 infusion-related 

reaction (excluding fever) at any time, she/he must 

discontinue Drug A immediately but will be further treated 

with chemotherapy until radiographically documented PD. 

いずれかの時点にグレード 3 又は 4 の輸注反応（発熱を除く）を示

した被験者については、薬剤 A の投与を直ちに中止するが、画像

で確認される PD まで化学療法による治療は継続する。 
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If abnormalities are found, treatment should be discontinued 

and appropriate treatment should be taken. 

異常が認められたならば、投与を中止し、適切な処置を行う。 

If after a patient has been enrolled, he/she requires the 

concomitant use of any of the medications listed in Post-Text 

Supplement 1 which have a risk of prolonging the QT interval 

or inducing Torsades de Pointes, then the patient must be 

discontinued from the study. 

患者の組み入れ後、巻末付録 1 に掲載されている薬剤のうち QT

間隔を延長させるリスク又はトルサード・ド・ポアントを誘発するリス

クがある薬剤を併用投与する必要があるならば、当患者は本試

験中止としなければならない。 

If an adverse drug reaction recurs causing another dose 

suspension, treatment should be resumed at a reduced dose 

or discontinued according to the table below. 

副作用が再発し、再び休薬となったならば、下表を目安に減量し

て投与を再開するか、投与を中止する。 

If an anaphylactoid reaction occurs, Drug A should be 

immediately discontinued and appropriate therapy initiated. 

アナフィラキシー様反応があらわれたならば、すぐに薬剤 A を投与

中止し、適切な治療を開始する。 

If another glomerular filtration rate < 60 mL/min occurs 

despite the reduced dose, cisplatin must be permanently 

discontinued. 

減量しても糸球体濾過量が再度 60mL/分未満となったならば、

シスプラチン投与を完全に中止する。 

If any of these signs is observed, the drug should be 

discontinued immediately and appropriate measures, such as 

injecting epinephrine and maintaining the airway, must be 

taken. 

これらの徴候のいずれかが認められたならば、本剤を直ちに投与中

止し、エピネフリンの注射及び気道確保のような適切な処置を行う

こととする。 

If at Week 2 or 5 IOP was not adequately controlled (eg, IOP ≥ 

36 mmHg), the subject was discontinued. 

2 週目又は 5 週目に眼圧が十分にコントロールされていなければ

（眼圧 36mmHg 以上など）、当該被験者は中止とした。 

If Drug A is discontinued, taper the drug gradually over a 

minimum of 1 week. 

薬剤 A を投与中止するならば、最低でも 1 週間かけて次第に漸

減する。 

If Drug A must be withheld for a longer period of time, Drug A 

treatment will be permanently discontinued, with the 

exception of a subject who is benefiting from Drug A 

treatment; in this case, the investigator may request that 

Company A allows the subject to continue to receive Drug A. 

薬剤 A の投与中断《休薬》がより長期に及ぶ場合、薬剤 A 投与

は完全に中止となるが、薬剤 A 投与で効果が得られている被験

者は例外とする。その場合、治験責任医師は会社 A に当該被験

者に対する薬剤 A 投与継続の許可を要請することができる。 

If hepatitis is suspected during treatment with Drug A, the 

drug should be discontinued. 

薬剤 A の投与中に肝炎が疑われたならば、本剤を投与中止す

る。 

If interstitial lung disease is diagnosed, Drug A must be 

discontinued, and the subject be treated appropriately. 

間質性肺疾患と診断されたならば、薬剤 A を投与中止し、被験

者を適切に治療する。 

If it is discovered that an investigator is not complying with 

the signed agreement, the study plan, or any conditions of 

approval imposed by the IRB or FDA, Company A is required 

to discontinue shipments of the device to the investigator and 

terminate the investigator's participation in the study. 

署名入りの契約書、試験計画、IRB 又は FDA によって定められた

承認条件を遵守していない治験責任医師がいることがわかったな

らば、会社 A は当該治験責任医師に対する本デバイスの輸送を

中止し、本試験への当該治験責任医師の参加を中止することと

する。 

If no adequate response is achieved by 3 months or longer of 

treatment, it is preferable to discontinue this drug. 

3 カ月以上の投与によっても十分な効果が達成されなければ、本

剤を投与中止することが望ましい。 

If no clinical response is observed after 6 months, it is 6 カ月後に臨床効果が認められなければ、投与中止を考慮する。 
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considered that the treatment should be discontinued. 

If positive at baseline, repeat 48-72 hours after start of 

treatment. If positive, do another test within 48 hours and if 

positive again, discontinue patient from study. 

ベースライン時に陽性であるならば、投与開始から 48～72 時間

後に再度行う。陽性であれば、48 時間以内に再検査を行い、再

度陽性であれば、試験中止とする。 

If systemic manifestations occur, Drug A should be 

discontinued. 

全身所見がみられる場合、薬剤 A を投与中止する。 

If the event fails to meet any of these criteria, discontinue 

treatment. 

当該事象がこれらの基準のいずれにも該当しなければ、投与中止

する。 

If the following symptoms are observed after taking this drug, 

these may be adverse reactions, so immediately discontinue 

the use of this drug, and show this document to your 

physician, pharmacist, or registered salesperson for a 

consultation. 

服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの

で，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登

録販売者に相談すること 

If the hematocrit exceeds 40%, the dose should be 

discontinued until the hematocrit drops to 36%. 

ヘマトクリットが 40％を超えるならば、ヘマトクリットが 36％に低下す

るまで投与を中止する。 

If the sponsor discontinues the study prematurely for 

administrative reasons, reasonable and prorated expenses will 

be remitted. 

治験依頼者が管理上の理由で本試験を早期中止したならば、

比例配分された妥当な金額が支払われる。 

If the symptoms have not improved after use of this drug 5 to 

6 times, this drug should be discontinued and a specialist 

should be consulted because there may be other possible 

causes. 

本剤を 5～6 回使用してもこれらの症状が改善しなければ、他に

原因がある可能性があるため、本剤を投与中止し、専門医に相

談する《診察を受ける》。 

If there is no improvement within 60 minutes of initiating 

treatment with Drug A, treatment should be discontinued and 

appropriate measures taken. 

薬剤 A の投与開始から 60 分間以内に改善がないならば、投与を

中止し、適切な処置を行う。 

If this is not the case, cisplatin must be discontinued. これに該当しない場合、シスプラチンを投与中止する。 

If use of this drug is judged to be essential, breast feeding 

must be discontinued during treatment. 

本剤の使用が必要不可欠と判断されるならば、投与の間、授乳

を中止しなければならない。 

If, for any patient, study drug treatment is permanently 

discontinued, the patient will be considered to have completed 

treatment and the reason for treatment completion will be 

recorded. 

いずれかの患者で治験薬投与を完全に中止するならば、当患者

は投与を終了したものとみなされ、投与終了の理由を記録する。 

If, for any patient, the study drug is permanently discontinued, 

the primary reason for study completion will be recorded on 

the eCRF. 

いずれかの患者で治験薬投与を完全に中止するならば、試験終

了の主な理由を電子症例報告書に記録する。 

Immediately and permanently discontinue Drug A and 

administer appropriate therapy if a serious allergic or 

anaphylactic reaction occurs. 

重篤なアレルギー反応又はアナフィラキシー反応が発現したなら

ば、直ちに薬剤 A の投与を完全に中止し、適切な治療を行う。 
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In addition to these requirements for study drug 

discontinuation, the investigator should discontinue the study 

drug for a given patient if he thinks that continuation would be 

detrimental to the patient's well-being. 

これらの治験薬投与中止要件に加えて、治験責任医師は、投与

の継続が患者の健康にとって有害と判断したならば、当患者に対

する治験薬の投与を中止する。 

In addition, the patient must discontinue treatment with Drug 

A if, after treatment is resumed at a lower dose, the toxicity 

recurs with the same or worse severity. 

また、当患者は、低用量で《減量して》投与を再開した後、前回と

同じ重症度あるいはより重症度の高い毒性が再発したならば、薬

剤 A の投与を中止しなければならない。 

In addition, the study may be discontinued at the discretion of 

the Sponsor and the Coordinating Investigator in the event of 

any or all of the following: … 

- Inefficacy of the study drug. 

- Occurrence of adverse events unknown to date in respect 

of their nature, severity, and duration, or the unexpected 

incidence of known adverse events. 

また、以下のいずれか、もしくはすべてに該当する場合、治験依頼

者及び治験調整医師の判断で本試験を中止することがある。 

- 治験薬が効果不十分である場合。 

- 性質、重症度、持続時間の点でこれまで確認されていない有

害事象が発現した場合、もしくは既知の有害事象が予想外の発

現率であらわれた場合。 

In all groups, more than 95% of patients discontinued study 

drug treatment, the main reason being progressive disease, 

followed by adverse events. 

すべての群において、患者の 95％超が治験薬投与中止となり、そ

の主な理由は病勢進行で、次が有害事象であった。 

In conclusion, despite claims of low rates of adverse events 

with Drug A, a number of patients had the treatment 

discontinued due to systemic reactions. 

結論として、薬剤 A では有害事象の発現率が低いと言われている

にもかかわらず、多くの患者が全身性の反応のために投与中止と

なった。 

In patients with arterial blood flow disorders, the necessity of 

wearing compression stockings should be determined carefully 

with attending physicians. When use is deemed necessary, it is 

important to share this information with other healthcare 

professionals, to check if the patients’ blood flow disorder is 

not being aggravated while wearing the stockings, and to 

discontinue use of the stockings immediately if any 

abnormalities are observed. 

動脈血行障害患者の場合、着用の必要性について主治医と慎

重に検討しましょう。また、着用が必要な場合には、医療従事者

間で着用していることを共有し、着用中は血行障害が悪化してい

ないか確認のうえ異常が疑われた場合は直ちに使用を中止するこ

とが重要です。 

In patients with confirmed PML or in whom PML cannot be 

ruled out, Drug A should be discontinued. 

PML 確定の患者又は PML が否定できない患者では、薬剤 A を

投与中止する。 

In premarketing controlled studies of all adult populations 

combined, 14% of patients treated with Drug A and 7% of 

patients treated with placebo discontinued prematurely due to 

adverse reactions. 

すべての成人集団を併合した市販前対照試験では、薬剤 A が投

与された患者の 14％及びプラセボが投与された患者の 7％が副

作用のために早期中止となった。 

In reference to life science products, sales declined from 

those in 2000 since we discontinued sales of vitamin C and 

other products. 

ライフサイエンス製品に関しては、ビタミン C などの製品販売を中止

したため、売上高は 2000 年を下回った。 

In such a case, you should notify the Investigator or the 

Investigator's designee that you want to withdraw your 

consent and discontinue your participation in the research. 

そのような場合、同意を撤回し、この研究への参加を中止したい

旨を治験責任医師又は治験責任医師が指名した者に通知して

ください《知らせてください》。 
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In the event of adverse reactions, treatment should be 

suspended or discontinued according to the following criteria: 

… 

副作用の場合には、以下の基準に従って投与を中断又は中止す

る。 

In the event of severe peripheral neuropathy, Drug A 

treatment should be discontinued and not be resumed until 

the neuropathy returns to baseline. 

重度の末梢神経障害が起こった場合には、薬剤 A 投与を中止

し、この神経障害がベースラインに戻るまで再開してはならない。 

In the event of such symptoms, treatment should be 

discontinued and appropriate measures be taken. 

そうした症状がある場合には、投与を中止し、適切な対策を講じ

る。 

In the Japanese phase II study in previously untreated 

patients with unresectable malignant melanoma, 10 of 15 

patients exhibited a Grade ≥ 3 AST increased/ALT increased 

following the administration of Drug A 10 mg/kg with Drug B, 

and the enrollment of patients in this study was discontinued. 

治療歴のない切除不能な悪性黒色腫の患者を対象としたこの国

内第 II 相試験では、薬剤 A 10mg/kg と薬剤 B の併用投与後、

患者 15 例のうち 10 例がグレード 3 以上の AST 増加・ALT 増加

を示し、本試験における患者の組み入れが中止となった。 

In this protocol, study completion is defined as the time when 

Drug A administration is permanently discontinued due to any 

reason and a 28-day follow-up after the last dose of the study 

drug has been completed. 

本治験実施計画書では、試験終了は何らかの理由のために薬

剤 A の投与が完全に中止され、治験薬の最終投与から 28 日間

の追跡調査が終了した時点と定義される。 

Instruct patients to discontinue Drug A and immediately seek 

medical care if they experience these symptoms. 

患者がこれらの症状を示したならば、薬剤 A を中止し、直ちに医

師の診察を受けるよう患者に指示する。 

It is not known whether the effects of Drug A treatment will 

persist after Drug A is discontinued. 

薬剤 A の投与中止後、薬剤 A 投与の効果が持続するかどうかは

不明である。 

It is recommended that nursing be discontinued while Drug A 

is administered. 

薬剤 A を投与している間、授乳を中止することが望ましい。 

It will be stated in the package insert that patients should be 

closely monitored after initiating treatment with Drug A and if 

shortness of breath/dyspnoea or dry cough occurs, imaging 

studies such as chest X-ray or an appropriate work-up etc. 

should be performed and the dose should be reduced, the drug 

should be interrupted or discontinued, or other appropriate 

therapeutic measures should be taken, as needed. 

薬剤 A の投与開始後は患者を詳しく経過観察し、息切れ・呼吸

困難又は乾性咳嗽が発現したならば、胸部 X 線検査のような画

像検査や適切な精密検査等を行い、必要に応じて投与量の減

量、休薬又は投与中止等の適切な処置を行う旨を添付文書に

記載する予定である。 

Medications were temporarily discontinued in participants who 

had major injury involving hospitalization. 

入院を必要とする重大な損傷のある参加者では薬剤の投与を一

時的に中止した。 

Most of the subjects in both treatment groups discontinued 

the study due to non-treatment-related reasons categorized 

as “Other”. 

両投与群とも被験者のほとんどが、「その他」に分類される投与に

関連しない理由で試験中止となった。 

Nine patients discontinued Drug A due to adverse events; 5 

patients whilst on Drug A treatment and 4 patients whilst on 

placebo treatment. 

薬剤 A 投与時に 5 例、プラセボ投与時に 4 例の患者 9 例が有害

事象のために薬剤 A 投与中止となった。 

No patient discontinued from the study due to any reason. 何らかの理由のために本試験が中止となった患者はいなかった。 

No patient discontinued larotrectinib owing to drug-related 薬剤と関連した有害事象のためラロトレクチニブが投与中止となっ
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adverse events. た患者はいなかった。 

No patients discontinued as a result of hematologic toxicity. 血液毒性のため投与中止となった患者はいなかった。 

No studies have been prematurely discontinued. 早期中止となった試験はない。 

No subjects discontinued from the study due to an adverse 

event. 

有害事象のため本試験が中止となった被験者はいなかった。 

None of the subjects had their dose reduced or discontinued 

temporarily due to adverse events. 

有害事象のため投与量の減量又は投与中断となった被験者はい

なかった。 

Nursing mothers should discontinue breast feeding during 

treatment. 

投与中、授乳婦は授乳を中止することとする。 

Of 50 patients with moderate adverse events categorized as 

"skin and subcutaneous tissue disorders," 40 patients 

discontinued the treatment temporally or permanently. 

「皮膚および皮下組織障害」に分類された中等度の有害事象を

示した患者 50 例のうち 40 例において投与が一時中止又は完全

中止となった。 

Of the 100 patients who received Drug A, 10 discontinued 

from the study prior to its completion. 

薬剤 A の投与を受けたこれらの患者 100 例のうち、10 例が終了

前に本試験中止となった。 

Of the 100 subjects enrolled in the study, 99 subjects 

received Drug A, excluding 1 subject whose treatment had 

been discontinued at the patient’s request. 

本試験に組み入れられた 100 例のうち、患者の申し出により投与

中止となった 1 例を除く 99 例が薬剤 A の投与を受けた。 

Of the 4 patients who resumed Drug A at 1.0 mg, 2 had their 

dose increased to 2.0 mg and remained on 2.0 mg until the end 

of the study, 1 patient interrupted treatment again and then 

discontinued treatment, and only 1 patient remained on 1.0 mg 

Drug A until the end of the study. 

1.0mg で薬剤 A の投与を再開したこれらの患者 4 例のうち、2 例で

は投与量が 2.0mg に増量されて本試験の終了時まで 2.0mg で推

移し、1 例では再び投与中断となって、その後、投与中止となり、1

例でのみ本試験の終了時まで薬剤 A 1.0mg で推移した。 

On Day 10, the subject was discontinued from the study due 

to rectal hemorrhage. 

10 日目、この被験者は直腸出血のため本試験が中止となった。 

On the same day, Drug A was discontinued, and furosemide 

and digoxin were started for the treatment. 

同日、薬剤 A の投与が中止され、治療のためにフロセミド及びジゴ

キシンの投与が開始された。 

On the same day, infection and blood creatinine increased 

were reported, and Drug A was discontinued. 

同日、感染症及び血中クレアチニン増加が報告され、薬剤 A が

投与中止となった。 

Once assigned, numbers for any untreated, inevaluable, or 

discontinued patients will not be reused. 

一旦割り当てられたならば、非投与患者、評価不能患者、中止

患者の番号は再利用しない。 

Once it was known that the baseline pathogen was 

Gram-positive, gentamicin therapy was discontinued, and 

subjects were to continue with either intravenous or oral 

linezolid (600 mg every 12 hours) alone. 

ベースライン病原菌がグラム陽性であることが判明したならば、ゲン

タマイシン投与は中止し、被験者にはリネゾリド単独の静脈内投

与又は経口投与を継続することとした（600mg を 12 時間毎に投

与）。 

One female subject was discontinued and replaced prior to 

study start due to an inability to swallow the study drug. 

女性被験者 1 例は治験薬を飲み込むことができないため中止とな

り、試験開始前に交代となった。 

One of 30 patients with schizophrenia and 5 of 100 healthy 

subjects discontinued from the studies prematurely due to 1 

or more adverse events. 

統合失調症患者 30 例のうち 1 例及び健康被験者 100 例のうち

5 例は 1 件以上の有害事象のためこれらの試験が早期中止となっ

た。 
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One of the 10 subjects discontinued from the study for 

personal reasons before receiving Drug A. 

これら 10 例のうち 1 例は薬剤 A の投与を受ける前に個人的な理

由で《自己都合のため》試験中止となった。 

One of the patients with chest pain discontinued the study, as 

did a diabetic patient with bilateral swelling of hands and feet. 

胸痛のあるこれらの患者のうち 1 例は試験中止となり、同じく左右

手足の腫脹のある別の糖尿病患者も試験中止となった。 

One subject in the tolterodine ER group permanently 

discontinued the study due to adverse event of diarrhea. 

トルテロジン ER 群の被験者 1 例が有害事象である下痢のため完

全に試験中止となった。 

Only 7 patients discontinued due to adverse events belonging 

to the skin/appendages body system. 

皮膚・皮膚付属器系に属する有害事象のために投与中止となっ

たのは患者 7 例のみであった。 

Oropharyngeal Candida infection usually responds to topical 

antifungal treatment without the need to discontinue the 

inhaled corticosteroid (ICS). 

通常、中咽頭カンジダ感染は抗真菌薬の局所投与で効果を示

し、副腎皮質ステロイド吸入薬（ICS）を投与中止する必要はな

い。 

Participation of a subject in this clinical study may be 

discontinued for any of the following reasons: …. 

以下の理由のいずれかのため、この臨床試験への被験者の参加

が中止になることがある。 

Patient No. 10 in the Drug A group discontinued from the 

study due to increased IOP of moderate severity, which was 

not considered related to the study drug. 

薬剤 A 群の患者 No.10 は中等度の眼圧上昇のため本試験が中

止となったが、この眼圧上昇は治験薬と関連なしと判定された。 

Patients experiencing abdominal pain, rectal bleeding, or 

severe diarrhea should discontinue Drug A immediately. 

腹痛、直腸出血、重度の下痢を示した患者はすぐに薬剤 A を中

止することとする。 

Patients had an option to discontinue the double-blind phase 

and enter the open-label phase after 10 days. 

患者は 10 日後に二重盲検期を中止し、非盲検期に移行できる

こととした。 

Patients may continue treatment with Drug A until the patient 

experiences unacceptable toxicity that precludes any further 

treatment, disease progression, or treatment is discontinued 

at the discretion of the investigator or by patient refusal. 

許容できない毒性のためにさらなる投与が無理となるか、病勢進

行となるか、あるいは治験責任医師の判断又は患者の拒否によっ

て投与が中止されるときまで、患者は薬剤 A の投与を続けることが

できる。 

Patients may discontinue study drug treatment for any of the 

following reasons: …. 

以下のいずれかの理由で、患者に対する治験薬の投与が中止さ

れることがある。 

Patients on prolonged corticosteroid therapy should have 

their therapy tapered slowly if a decision is made to 

discontinue corticosteroids. 

副腎皮質ステロイドによる長期治療中の患者については、副腎皮

質ステロイドの投与中止が決まったならば、徐々に減量する《漸減

する》必要がある。 

Patients randomized to the Drug A group were discontinued 

from their Drug A treatment and put on each study center's 

standard of care. 

薬剤 A 群にランダム化された患者は薬剤 A 投与が中止となり、各

治験実施医療機関の標準治療が行われた。 

Patients should be carefully observed, and therapy 

discontinued, in the event of symptoms such as discomfort, 

paresthesias of the mouth, wheezing, vertigo, desire to 

defecate, or tinnitus. 

患者を慎重に観察し、不快感、口内異常感、喘鳴、眩暈、便

意、耳鳴のような症状があらわれた場合には投与を中止する。 

Patients should be informed that deterioration of liver disease 

may occur if treatment is discontinued, and that they should 

discuss any change in regimen with their physician. 

患者には、投与を中止すると肝疾患の悪化が起こることがあり、用

法・用量を変更する場合は医師と話し合うよう説明する。 

Patients treated with Drug A should have discontinued it for 薬剤 A が投与される患者では、少なくとも 1 年間はその投与が中
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at least one year. 止されていなければならない。 

Patients who discontinue from treatment during Cycle 1 

should have all the remaining evaluations performed prior to 

treatment completion. 

クール 1 に投与中止となる患者については、投与終了前に残りの

すべての評価が行われなければならない。 

Patients who discontinue study drug treatment for a 

study-related adverse event or an abnormal laboratory value 

must be followed up as described in Section 1. 

試験に関連した有害事象又は臨床検査値異常のために治験薬

が投与中止となった患者については、第 1 項に記述されるように追

跡調査しなければならない。 

Patients who require any other treatment for AMD should 

discontinue the study drug. 

AMD に対して他の治療を必要とする患者では治験薬の投与を中

止する。 

Patients whose treatment is interrupted or permanently 

discontinued due to a study-related adverse event or 

abnormal laboratory value must be followed up at least once a 

week until resolution or stabilization of the event. 

試験に関連した有害事象又は臨床検査値異常のために投与が

中断されたか、完全に中止された患者については、当該事象の回

復又は安定化まで、少なくとも週 1 回、追跡調査しなければなら

ない。 

Patients whose treatment is permanently discontinued due to 

a study drug-related adverse event or abnormal laboratory 

value must be followed at least once a week for 4 weeks, until 

resolution or stabilization of the event, whichever comes first. 

治験薬に関連した有害事象又は臨床検査値異常のために投与

が完全に中止された患者については、当該事象の回復又は安定

化までのどちらか早い方の時点まで、少なくとも週 1 回、4 週間追

跡調査しなければならない。 

Patients with colitis should discontinue NSAIDs or any other 

medications known to exacerbate colitis symptoms. 

結腸炎の患者では、NSAID あるいは結腸炎症状を悪化させるこ

とが知られている他の薬剤を中止する必要がある。 

Patients with unsatisfactory therapeutic effect will be 

discontinued according to the guidelines in Section 1. 

治療効果不十分な患者は、第 1 項のガイドラインに従って中止と

する。 

Platelet aggregation and bleeding time gradually return to 

baseline values after treatment is discontinued, generally in 

about 5 days. 

血小板凝集及び出血時間は、投与中止後、一般に約 5 日間で

徐々にベースライン値に戻る。 

Platelet counts, RBC, and WBC gradually declined until 

marked pancytopenia occurred, and administration of 

Rheumatrex Capsules was discontinued. 

血小板数、赤血球、白血球が徐々に減少し、その後、著明な汎

血球減少が発現し、リウマトレックスカプセルが中止となりました。 

Possible reasons that a patient may discontinue participation 

in a clinical study could include, but are not limited to, the 

following: …. 

患者が臨床試験に参加することを中止する理由として以下の理

由が想定されるが、これらに限定されない。 

Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) may occur. 

Patients should be carefully monitored during, and after, the 

treatment with this drug, and if symptoms such as disturbed 

consciousness, cognitive disorder, paralytic symptoms 

(hemiplegia or quadriplegia), dyslalia, and speech loss are 

observed, diagnostic imaging through MRI and cerebrospinal 

fluid test should be performed, administration should be 

discontinued, and appropriate measures should be taken. 

進行性多巣性白質脳症（PML）があらわれることがあるので、本

剤投与中及び投与終了後は患者を十分に経過観察し、意識障

害、認知機能障害、麻痺症状（片麻痺又は四肢麻痺）、構音

障害、失語などの症状が認められた場合、MRI による画像診断

及び脳脊髄液検査を行うとともに、投与を中止し、適切な処置を
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Record the appropriate action. "Interrupted" means drug 

therapy has temporarily ceased and is expected to be 

reintroduced. "Discontinued" means drug therapy will not be 

reintroduced. 

該当する対応を記録する。「中断」とは、薬剤の投与を一時的に

中止しているが、再開が予定されている場合を指す。「中止」と

は、薬剤の投与を再開しない場合を指す。 

See Section 1 for statistical handling of data from 

discontinued patients. 

投与中止患者のデータの統計上の取扱いについては第 1 項を参

照のこと。 

Shock or anaphylaxis may occur. Patients should be carefully 

monitored and if any abnormalities are observed, 

administration of this drug should be discontinued and 

appropriate measures should be taken. 

ショック又はアナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十

分に行い、異常が認められた場合には本剤の投与を中止し、適

切な処置を行う。 

Should a patient require the use of anticoagulants like heparin 

for an unplanned cardiac procedure after administration of 

Drug A, Drug A should be temporarily discontinued, and the 

treating physician should consider using anticoagulant agents 

at the lowest recommended therapeutic dose for the first 12 

hours following discontinuation of Drug A. 

薬剤 A の投与後に計画になかった心臓手術のためにヘパリンのよ

うな抗凝固薬の使用を必要とする患者については、薬剤Aの投与

を一時的に中止して、治療担当医は薬剤 A の投与中止後の最

初の 12 時間に抗凝固薬を最低の推奨治療用量で使用すること

について検討する。 

Should a woman become pregnant or suspect she is pregnant 

while participating in this study, she should discontinue the 

study drug and notify the investigator. 

本試験に参加している間に妊娠した女性あるいは妊娠が疑われ

る女性については、治験薬を投与中止し、治験責任医師に通知

する《知らせる》。 

Side effects were suspected, and Drug A tablets was 

discontinued, but the patient’s conditions did not improve. 

副作用が疑われ、薬剤 A 錠を中止したが、当患者の状態は改善

しなかった。 

Similar caution is required when administration of the drug is 

resumed if it has been discontinued once. 

一旦投与を中止して本剤の投与を再開するときにも同様の注意

が必要である。 

Since a certain time may require for Drug A to show its effect, 

treatment should not be discontinued too early. 

薬剤 A がその効果を発揮するには一定の時間が必要と考えられ

ることから、投与を中止するのが早すぎてはならない。 

Some patients experienced a grade 3 or 4 toxicity, which was 

manageable by delaying or discontinuing Drug A infusions or 

reducing the dose, as well as symptomatic therapy. 

一部の患者はグレード 3 又は 4 の毒性を示したが、対症療法に加

えて薬剤 A の点滴静注の延期又は中止、あるいは投与量の減

量によって対処できるものであった。 

Study drug treatment was discontinued on Day 100 and was 

not resumed. 

治験薬の投与は 100 日目に中止され、再開されることはなかっ

た。 

Subject A became pregnant during the second year of dosing 

and subsequently discontinued the study drug. 

被験者 A は投与 2 年目に妊娠し、その後、治験薬の投与を中止

した。 

Subjects are free to discontinue the study drug treatment at 

any time without giving their reason(s). 

被験者は、理由を示すことなく、いつでも治験薬投与を中止する

ことができる。 

Subjects eligible to enter the study, based on prospectively 

defined inclusion/exclusion criteria, will enter a screening 

period of up to 5 days, during which their current 

antipsychotic treatment will be discontinued, necessary 

evaluations will be performed, and eligibility for entry into the 

double-blind treatment phase of the study will be verified. 

事前に規定された選択基準・除外基準に基づき本試験に組み

入れることができる被験者は最長 5 日間のスクリーニング期間に組

み入れ、その間に現在用いられている抗精神病薬を中止し、必

要な診察を実施し、本試験の二重盲検投与期への組み入れに

関する適格性を確認する。 
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Subjects must be discontinued from study drug treatment 

upon documented disease progression. 

病勢進行が確認された時点で被験者に対する治験薬投与を中

止する。 

Subjects must discontinue Drug A if more than 2 consecutive 

infusions are withheld or grade 3 skin reactions occur for a 

fourth time despite appropriate dose reduction. 

点滴静注が 3 回以上連続して中断となるか、適切な投与量の減

量にもかかわらず 4 回目のグレード 3 皮膚反応が発現したならば、

被験者に対する薬剤 A の投与を中止する。 

Subjects who are uncontrolled by one additional drug will be 

discontinued from the study and switched to alternative 

therapy. 

追加薬剤によってもコントロールされない被験者は本試験を中止

とし、代替療法に切り替える。 

Subjects who discontinue the study due to worsening disease 

will be considered treatment failures and will not be counted 

as responders from that time on. 

疾患の悪化のために本試験が中止となった被験者は無効とみなさ

れ、それ以降、レスポンダーとしてカウントされない。 

Subjects who have never received systemic steroids or who 

have discontinued systemic steroid use at the time of 

randomization will comprise the second group. 

これまでにステロイドの全身投与を受けたことがないか、ランダム化

の時点にステロイドの全身投与を中止していた被験者で第 2 群を

構成する。 

Subjects who miss more than 2 consecutive scheduled visits 

or discontinue during the treatment phase will be terminated 

from the study. 

予定される来院が 3 回以上連続してなかった被験者あるいは投

与期に投与中止となった被験者では試験を終了する。 

Subjects who only discontinue study drug treatment should 

NOT be considered to have withdrawn consent. 

治験薬の投与を中止しただけの被験者は、同意を撤回したとはみ

なしてはならない。 

Table 1 is a guideline as to when treatment with the study 

drug is to be initiated, maintained, and discontinued. 

表 1 は、治験薬の投与開始時期、維持療法実施時期、投与中

止時期に関するガイドラインである。 

Ten Drug A-treated patients and 5 placebo patients 

discontinued the study early. 

薬剤 A 投与の患者 10 例及びプラセボ投与の患者 5 例は早期に

本試験が中止となった。 

Ten patients in the Drug A group discontinued treatment 

because of toxic effects. 

薬剤 A 群の患者 10 例は有害な影響のため投与中止となった。 

Ten subjects (7 in the placebo group, 3 in the Drug A group) 

discontinued study drug treatment: 8 subjects due to 

inadequate response and 2 subjects due to consent 

withdrawal. 

10 例の被験者が治験薬投与中止となった（プラセボ群で 7 例、薬

剤 A 群で 3 例）。理由は効果不十分が 8 例、同意撤回が 2 例で

あった。 

Ten subjects discontinued study drug treatment; common 

reasons for discontinuation were treatment interruption for ≥ 

7 consecutive days in 4 subjects and inadequate response in 3 

subjects. 

10 例の被験者が治験薬投与中止となった。中止の理由として多

かったのが連続 7 日以上の休薬が 4 例、効果不十分が 3 例であ

った。 

The administration of Drug A should be discontinued in case 

of Grade ≥ 2 eye disorders failing to respond to a local 

immunosuppressive therapy. 

薬剤 A の投与は、局所的な免疫抑制療法で効果が得られない

グレード 2 以上の眼障害が発現した場合に中止する。 

The aim of this study is to determine whether patients who 

are taking highly active antiretroviral therapy (HAART) and 

who had CMV retinitis can safely discontinue anti-CMV 

therapy without reactivation of their retinitis or increase in 

本試験の目的は、HAART 療法を受け、CMV 網膜炎のある患者

において、網膜炎の再活性化あるいは HIV ウイルス量の増加を伴

うことなく安全に抗 CMV 療法を中止することができるかを確認する

ことである。 
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HIV viral load. 

The blinded study drug treatment was discontinued on the 

same day. 

同日、盲検下の治験薬投与を中止した。 

The combination therapy was therefore not considered 

tolerable, and the study was discontinued. 

したがって、この併用投与には忍容性がないとみなされ、本試験は

中止となった。 

The completion of the Study Completion CRF will be required 

at any time a patient discontinues from the study. 

患者が試験中止となった時点に「試験終了」に関する症例報告

書への記入が求められる。 

The Data Safety Monitoring Board (DSMB) recommended to 

discontinue these trials due to an unfavorable risk-benefit 

ratio. 

リスク／ベネフィット比が好ましくないため、これらの治験を中止すべ

きとの勧告がデータ安全性モニタリング委員会（DSMB）から出され

た。 

The decision was made to discontinue clinical studies with the 

oral formulation. 

この内服薬についての臨床試験を中止するという決定が下された

《中止することとなった》。 

The dose of Drug A was reduced to 500 mg per day in patients 

whose hemoglobin concentrations fell below 10 g/dL, and it 

was discontinued if the concentration fell below 8.5 g/dL. 

薬剤 A の投与量は、ヘモグロビン濃度が 10g/dL 未満に低下した

患者では 1 日 500mg に減量され、濃度が 8.5g/dL 未満に低下し

たならば投与中止された。 

The dose-limiting toxicities resolved in all patients; however, 

one patient discontinued the study due to drug-induced liver 

injury. 

これらの用量制限毒性はすべての患者で消失したが、1 例は薬物

性肝損傷のために試験中止となった。 

The drug should be discontinued if there has not been a 

satisfactory response. 

本剤は満足できる《十分な》効果がないならば、投与中止すること

とする。 

The following events are considered disease progression and 

the patient must discontinue from the study: … 

以下の事象を病勢進行とみなし、当該患者は試験中止とする。 

The following symptoms may be observed after taking this 

drug. If these symptoms persist or worsen, discontinue the 

use of this drug, and show this document to your physician, 

pharmacist, or registered salesperson for a consultation. 

- Thirst, sleepiness, constipation, blurred vision 

服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の

持続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，この文書を

持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること 

・口のかわき，眠気，便秘，目のかすみ 

The Government purchasing system for smallpox vaccine has 

been discontinued upon WHO declaration of eradication of this 

disease. 

政府による天然痘ワクチン買い上げ制度は WHO によるこの疾患

の根絶宣言を機に中止となっている。 

The incidence of serious eye disorders associated with Drug A 

has been low to date, but 2 patients discontinued treatment 

due to eye disorder. 

これまでのところ薬剤 A に関連する重篤な眼障害の発現率は低

値であるが、患者 2 例が眼障害のために投与中止となった。 

The infusion was permanently discontinued for intravenous 

line extravasation or any signs of anaphylaxis. 

静脈ラインからの血管外漏出又はアナフィラキシーの徴候があるな

らば、点滴静注を完全に中止した。 

The investigator must discontinue the study drug for a given 

patient if he/she believes that continuation would negatively 

impact the risk/benefit of study participation. 

治験責任医師は、治験薬の投与継続が試験参加のリスク・ベネ

フィットに悪い影響を与えると判断したならば、当患者に対する治

験薬の投与を中止しなければならない。 
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The investigators studied former hard contact lens wearers 

who discontinued lens wear for an average of 5.0 years. 

これらの研究者は、以前にハードコンタクトレンズを装用していた

が、レンズ装用を平均 5.0 年間中止している人について検討した。 

The majority of patients discontinued study drug treatment 

due to progressive disease or symptomatic deterioration. 

患者の大多数が進行又は症状の悪化のために治験薬の投与中

止となった。 

The outcome of adverse events ongoing when the study 

medication is discontinued will be finally assessed at the 

end-of-study (EOS) visit. 

治験薬の投与中止時に持続中の有害事象の転帰は、試験終

了（EOS）来院時に最終評価する。 

The package insert will include cautions that Drug A should 

not be administered to nursing mothers and, if the 

administration is unavoidable, nursing mothers should 

discontinue breastfeeding. 

添付文書では、授乳婦に薬剤 A を投与しないこととし、やむを得

ず投与する場合は、授乳婦に授乳を中止するように注意喚起す

る予定である。 

The phase II study in Japanese patients designed to assess 

the efficacy and safety of 10 mg/kg Drug A plus Drug B was 

discontinued because of serious hepatic dysfunction. 

この第 II 相試験は日本人患者を対象に薬剤 A 10mg/kg と薬剤

B の併用投与の有効性及び安全性を評価するために計画された

ものであるが、重篤な肝機能障害のために中止となった。 

The remaining 5 subjects discontinued from the study; 3 

subjects withdrew due to non-compliance and 2 subjects were 

lost to follow up. 

残りの被験者 5 例は本試験中止となり、その内訳は 3 例が服薬

遵守不良のために中止、2 例は追跡調査不能であった。 

The results of the second interim analysis indicated significant 

prolongation of progression-free survival in the Drug A group; 

therefore, the study was discontinued prematurely as 

recommended by independent data monitoring committee 

(IDMC). 

2 回目の中間解析の結果から、薬剤 A 群において無増悪生存期

間の有意な延長が認められたため、独立データモニタリング委員会

（IDMC）の提言により、本試験は早期中止となった。 

The severity of adverse events was graded as mild, moderate, 

severe, or life-threatening; therapy was discontinued after 

life-threatening events. 

有害事象の重症度は軽度、中等度、重度、生命を脅かす事象

のいずれかにグレード分けされ、生命を脅かす事象の場合には投

与を中止した。 

The six initial patients will continue to receive the study drug 

as scheduled, unless in the opinion of the Investigator that 

treatment should be discontinued. 

投与を中止する必要があると治験責任医師が判断しない限り、こ

れら最初の患者 6 例にはスケジュール通りに治験薬の投与が継続

される。 

The Sponsor may discontinue shipments of devices and 

terminate the investigator’s participation if determination has 

been made that the investigator is not compliant with the 

signed agreement, the protocol, conditions imposed by the 

IRB, or the applicable regulations. 

治験依頼者は、治験責任医師が自ら署名した契約書、治験実

施計画書、施設内審査委員会によって規定される条件、適用規

制のいずれかを遵守していないと判断されたならば、デバイスの搬

送を中止し、当該治験責任医師の参加を打ち切ることがある。 

The sponsor reserves the right to discontinue the study prior 

to inclusion of the intended number of patients. 

治験依頼者は、予定される数の患者が組み入れられる前に本試

験を中止する権限を有する。 

The sponsor reserves the right to discontinue this study 

under the conditions specified in the clinical trial agreement. 

治験依頼者は、治験契約書に規定された条件下で本試験を中

止する権限を有する。 

The study doctor will instruct you when you can reduce the 

dose or discontinue any of these medications. 

治験担当医師から、これらの薬剤の投与量を減量する時期ある

いは投与を中止する時期について指示があります。 
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The study drug must be discontinued for a given patient if the 

investigator determines that continuing it would result in a 

significant safety risk for that patient. 

治験薬の投与継続が患者にとって重大な安全性上のリスクになる

と治験責任医師が判断したならば、治験薬の投与を中止しなけ

ればならない。 

The study drug must be discontinued for any patient whose 

treatment code has been broken inadvertently or for any 

non-emergency reason. 

割付コードが不注意で開鍵された患者あるいは緊急ではない理

由のために開鍵された患者においては、治験薬の投与を中止しな

ければならない。 

The study drug was discontinued and therapy switched to 

low-molecular-weight heparin for 3 days. 

治験薬の投与を中止し、低分子量ヘパリンを 3 日間投与すること

に治療を切り替えた。 

The study drug was discontinued because the patient 

withdrew consent to the study. 

当患者が本試験に関する同意を取り下げたので、治験薬の投与

が中止となった。 

The study drug was discontinued for a certain period of time 

and then restarted to find out if the event would recur. 

治験薬の投与を一定期間中止し、その後再開して当該事象が

再発するかどうかを調べた。 

The study may be discontinued at the discretion of Company 

A and the coordinating investigator in the event of any or all of 

the following: … 

- Inefficacy of the study medication 

- Occurrence of adverse events previously unknown in 

respect of their nature, severity, and duration, or unexpected 

incidence of known adverse events 

次のいずれか又はすべてに該当する場合、会社 A 及び治験調整

医師の判断で本試験を中止することができる。 

- 治験薬が無効の場合 

- 性質、程度、持続時間の点で未知の有害事象が発現した場

合あるいは予測できない発現率で既知の有害事象がみられた場

合 

The study will be discontinued in the event of new findings 

that indicate that a relevant deterioration of the risk-benefit 

relationship is probable. 

リスク・ベネフィット関係の重大な悪化を示す新たな所見があった

場合、本試験を中止する。 

The subject must be discontinued from all study drug 

treatment (Drug A and chemotherapy) in the event of any of 

the following: … 

以下のいずれかに該当する場合、被験者に対するすべての治験

薬投与（薬剤 A 及び化学療法）を中止する。 

The subject must be discontinued from chemotherapy (one or 

both compounds) but might be further treated with Drug A 

alone (Group A subjects) in the event of any of the following: 

… 

以下のいずれかに該当する場合、被験者に対する化学療法（一

方又は両方の薬剤）を中止することとするが、薬剤 A 単独投与は

継続可とする（A 群の被験者）。 

The symptoms subsided, and the EEG normalized after the 

antidepressant was discontinued, suggesting a noxious 

response to mianserin. 

これらの症状は鎮静化し、この抗うつ薬の投与中止後に脳波が正

常化したことから、ミアンセリンに対する有害反応と考えられた。 

The treatment cannot be either discontinued or switched to a 

different medication prior to starting the study drug. 

この治療は、治験薬の投与開始前に中止することも、別の薬剤に

切り替えることも不可とする。 

The treatment had to be discontinued more often in patients 

who were treated with combination therapy. 

併用療法を受けた患者のほうが投与中止が必要になることが多か

った。 

Therapy was permanently discontinued for this reason in only 

one patient. 

この理由で完全に治療中止となったのは患者 1 例のみであった。 

These patients discontinued from the study because they 

withdrew consent or were lost to follow-up. 

これらの患者は同意の撤回又は追跡調査不能のために本試験が

中止となった。 
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These patients should be told to discontinue Drug A 

immediately and be referred to a neurologist for further 

diagnosis and care. 

これらの患者には薬剤 A をすぐに中止するように指示し、詳しい診

断と治療のために神経専門医に紹介する。 

These studies were discontinued on March 1, 2019, following 

the results of a pre-specified futility analysis which relied on 

an earlier and smaller dataset. 

これらの試験は、早期かつ比較的小規模なデータセットに基づき

事前に設定された無益性解析の結果を受けて、2019 年 3 月 1

日に中止となった。 

Thirty of these patients discontinued from the study (20 due 

to PD, 8 due to adverse events, 1 death, 1 withdrawal of 

consent). 

これらの患者のうち 30 例が試験中止となった（理由は PD が 20

例、有害事象が 8 例、死亡が 1 例、同意の撤回が 1 例）。 

This is a ten-month study in which efficacy will be assessed 

after all subjects complete five months of treatment or 

discontinue therapy. 

これは 10 カ月間試験で、すべての被験者が 5 カ月間の投与を終

了するか、投与中止になった後に有効性が評価される。 

This therapy was discontinued one month prior to study start. この治療は試験開始の 1 カ月前に中止した。 

Three patients discontinued treatment due to adverse events. 患者 3 例が有害事象のため投与中止となった。 

Three subjects discontinued the study due to nonocular 

adverse events assessed as related to therapy. 

被験者 3 例は投与と関連ありと判定された眼以外の有害事象の

ため試験中止となった。 

Treatment was discontinued at any time if either the patient 

or the investigator thought that it was not in the patient's best 

interest to continue. 

投与を続けることが患者にとって最大の利益にならないと患者又は

治験責任医師のどちらかが判断したならば、いつでも投与を中止

した。 

Treatment was discontinued if the patient was found to be 

pregnant. 

患者の妊娠が確認されたならば、投与を中止した。 

Treatment was discontinued in two of the patients, because of 

jaundice and hyperbilirubinemia in one and because of 

concomitant congestive heart failure in the other. 

これらの患者のうち2例において投与中止となったが、その理由は1

例が黄疸と高ビリルビン血症、別の 1 例がうっ血性心不全の合併

であった。 

Treatment with Drug A may have to be discontinued due to 

inconveniences relating to private import of the drug from 

abroad. 

薬剤 A の海外からの個人輸入に関わる不便さのため、薬剤 A の

投与を中止しなければならなくなることもある。 

Twenty patients in the combination therapy group 

discontinued Drug A early and continued Drug B as a single 

agent for a median duration of 6.0 weeks. 

併用投与群の患者 20 例は薬剤 A の投与を早期に中止し、薬剤

B の単独投与を 6.0 週間（中央値）継続した。 

Two of 20 Drug A and 7 of 20 placebo patients discontinued 

from the study due to lack of clinical improvement. 

薬剤 A 投与の患者 20 例中 2 例及びプラセボ投与の患者 20 例

中 7 例は、臨床的改善がなかったため試験中止となった。 

Two of these five subjects with serious adverse events 

discontinued study participation due to the adverse events. 

重篤な有害事象を示したこれらの被験者 5 例のうち 2 例は有害

事象のため試験参加が中止となった。 

Two patients discontinued treatment due to adverse events, 1 

patient each with an infusion-related reaction and a small 

bowel obstruction. 

患者 2 例が有害事象のために投与中止となり、輸注反応と小腸

閉塞がそれぞれ 1 例《各 1 例ずつ》であった。 

Two subjects (one in the 5.0 mg Drug A treatment group and 

one in the 1.0 mg Drug A treatment group) discontinued due to 

personal reasons and investigator discretion, respectively. 

被験者 2 例（薬剤 A 5.0mg 投与群の 1 例及び薬剤 A 1.0mg 投

与群の 1 例）がそれぞれ個人的な理由《自己都合》及び治験責

任医師の判断で中止となった。 
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Two subjects discontinued during the study: 1 due to an 

out-of-range baseline hematology value and 1 due to a Day 1 

dosing error. 

血液学的検査のベースライン値が設定範囲を逸脱したことによる

1 例と 1 日目の投与エラーによる 1 例の被験者 2 例が試験中に

中止となった。 

Using a test system designed to evaluate the effects of Drug 

A on mitochondrial biogenesis, Drug A was compared with 

“Drug B, a nucleotide inhibitor whose development was 

recently discontinued due to clinical toxicity.” 

ミトコンドリア生合成に対する薬剤Aの影響を評価するために設計

された試験系を用い、薬剤 A が「最近、clinical toxicity のために

開発が中止となったヌクレオチド阻害薬である薬剤 B」と比較され

た。 

Was either study drug (Drug A/Placebo or Drug B/Placebo) 

discontinued for more than 2 consecutive doses in preparation 

for a procedure? 

- Mark “No” or “Yes” as appropriate. 

- If “Yes”, record the date of the procedure. 

手術に備えて、どちらかの治験薬（薬剤 A・プラセボ又は薬剤 B・プ

ラセボ）を 3 回以上連続して中止となったか？ 

- 「いいえ」か「はい」の該当するものにチェックする。 

- 「はい」の場合、手術日を記録する。 

Was the primary reason for discontinuation from the 

treatment period of the study “Subject Request to 

Discontinue Treatment”? 

- Mark “No” or “Yes” as appropriate. 

- If “Yes”, mark “No” or “Yes” as appropriate for each 

question to indicate the reason for discontinuation. 

試験の投与期間中に中止となった主な理由は「被験者による投

与中止の要請」か？ 

- 「いいえ」か「はい」の該当するものにチェックする。 

- 「はい」の場合、各質問につき「いいえ」か「はい」の該当するもの

にチェックして、中止理由を示す。 

When any abnormalities such as decreasing tendency of 

granulocytes are observed, administration should be 

discontinued immediately, and appropriate measures should 

be taken. 

顆粒球の減少傾向等の異常が認められた場合、直ちに投与を中

止し、適切な処置を行う。 

When beginning treatment with Drug A, patients who have 

been taking oral or inhaled, short-acting beta2 agonists on a 

regular basis (e.g., 4 times a day) should be instructed to 

discontinue the regular use of these drugs. 

薬剤 A の投与を開始する際、短時間作用性β2 刺激薬を定期

的（1 日 4 回など）に経口投与又は吸入投与している患者には、

これらの薬剤の定期的な使用を中止するよう指示する。 

When combining the populations, 1% of Drug A-treated 

subjects and 4% of Drug B-treated subjects discontinued the 

study drug due to adverse events. 

これらの集団を合わせると、薬剤 A 投与被験者の 1％及び薬剤 B

投与被験者の 4％が有害事象のため治験薬投与中止となった。 

When the researchers excluded participants who discontinued 

the study for reasons other than virologic failure, the response 

rates were similar in women and men. 

これらの研究者がウイルス学的失敗《ウイルス学的応答の欠如》

以外の理由で試験中止となった被験者を除外したところ、奏効率

は男女とも同等であった。 

When the study is completed or discontinued, the results 

obtained must be compiled in a clinical study report. 

本試験が終了したとき又は中止となったとき、得られた結果は総

括報告書にまとめなければならない。 

When treatment was discontinued or dose was adjusted by 

Week 6, the rate of increase in hemoglobin by the time of 

discontinuation or dose adjustment was used. 

6 週目までに投与中止となるか、用量調節が行われた場合、中

止時又は用量調節時までのヘモグロビン上昇率を用いた。 

Wherever possible, visits were continued for the entire 

scheduled duration of follow-up for all surviving randomized 

subjects, including those who discontinued study drug 

可能な場合、何らかの理由で治験薬の投与が中止となった被験

者を含め、生存しているすべてのランダム化被験者については、予

定された追跡調査の全期間にわたって来院を継続した。 
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treatment for any reason. 

While 3 subjects in the timolol group discontinued due to lack 

of efficacy, no subject in the Drug A group discontinued for 

this reason. 

チモロール群の被験者 3 例が効果不十分のために中止となった

が、薬剤 A 群においてこの理由で中止となった被験者はいなかっ

た。 

While Drug A had been developed as a drug candidate for the 

treatment of osteoporosis based on its inhibitory effect on 

cathepsin K, its development in the osteoporosis area was 

discontinued comprehensively taking into consideration the 

competitive situation in the osteoporosis area and changes in 

the environment. 

薬剤 A はカテプシン K に対する阻害作用に基づき骨粗鬆症の治

療薬候補として開発されていたが、骨粗鬆症領域の競合状況及

び環境の変化を総合的に考慮して《踏まえて》、骨粗鬆症領域で

の開発を中止した。 

With Grade 3 or 4 left ventricular cardiac dysfunction or if left 

ventricular ejection fraction (LVEF) does not recover, Drug A 

should be permanently discontinued. 

グレード 3 又は 4 の左室機能不全であるか、左室駆出率（LVEF）

が回復しないならば、薬剤 A の投与を完全に中止する。 

With regard to Study A, the Group had decided to discontinue 

the study (due to a change in metastatic colorectal cancer 

treatment standards). 

試験Aに関しては、この研究グループは試験を中止することを決定

していた（転移性結腸直腸癌の治療基準の変更のため）。 

With the fourth occurrence, treatment was discontinued. 4 回目の発現をもって投与を中止した。 

Within each population, a greater number of Drug A-treated 

subjects compared with Drug B-treated subjects discontinued 

the study drug due to an adverse event. 

各集団とも、有害事象のために治験薬が投与中止となったのは薬

剤 B 投与被験者と比較して薬剤 A 投与被験者のほうが多かっ

た。 

Women should be advised to discontinue nursing during 

treatment with Drug A and for 60 days following the last dose 

of Drug A. 

女性には、薬剤 A の投与中並びに薬剤 A の最終投与後の 60

日間、授乳を中止するように助言する。 

You may withdraw this consent and discontinue your 

participation in the research at any time without affecting 

your participation in the clinical study of Drug A. 

いつでもこの同意を撤回し、この研究への参加を中止することがで

き、その際、この薬剤 A の臨床試験へのあなたの参加が影響を受

けることはありません。 
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discontinuingを使う用例 

Consistent with observations in the X population, the number 

of subjects discontinuing the study drug due to increased ALT 

was higher for Drug A than for Drug B. 

X 集団での観察結果と一致して、ALT 増加のために治験薬の投

与中止となった被験者の数は薬剤 A のほうが薬剤 B よりも多かっ

た。 

Hepatic impairment accompanied by increased levels of AST 

and ALT, etc., may occur. If any abnormalities are observed, 

appropriate measures should be taken such as discontinuing 

administration of this drug. 

AST 及び ALT の上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある

ので、異常が認められた場合には本剤の投与を中止するなど適

切な処置を行う。 

If perforations occurred in any subjects during the conduct of 

the study, the event will be monitored and treated according 

to standard of care, and holding and/or discontinuing the 

study drug will be considered. 

本試験の実施中に穿孔がいずれかの被験者に起こったならば、当

該事象を経過観察し、標準治療によって治療するとともに、治験

薬の投与中断及び投与中止又はいずれか一方を考慮する。 

If the patient has not recovered, consideration should be given 

to discontinuing therapy. 

当患者が回復していないならば、投与の中止を考慮に入れる。 

In patients for whom it becomes necessary to reduce or 

interrupt the Drug A dose, the investigator should consider 

increasing the dose of corticosteroids or permanently 

discontinuing Drug A and starting a standard of care. 

薬剤 A 投与量を減量すること又は投与を中断することが必要にな

った患者では、治験責任医師は副腎皮質ステロイドの投与量を

増量すること、あるいは薬剤 A の投与を完全に中止し、標準治療

を開始することを考慮する。 

It is important to consider whether the subject is 

discontinuing for reasons related to safety (e.g., adverse 

events, death) or reasons related to efficacy (e.g., lack of 

efficacy, disease progression, no longer requires treatment). 

被験者が安全性に関連する理由（有害事象、死亡など）で中止

になっているのか、あるいは有効性に関連する理由（効果不十

分、病勢進行、治療をこれ以上必要としないなど）で中止になって

いるのかを考慮することが大切である。 

Men wishing to father a child should consider discontinuing 

use of the study drug for a minimum of 16 weeks. 

子供をもうけたい男性は治験薬の使用を最低でも 16週間中止す

ることを検討してください。 

On November 1, 2018 (more than 30 days after discontinuing 

study drug treatment), the patient died due to disease 

progression. 

2018 年 11 月 1 日（治験薬の投与中止から 30 日超経過後）、

当患者は病勢進行のため死亡した。 

On October 1, 2017 (10 days after discontinuing the study 

drug treatment), the patient experienced Grade 2 asthenia and 

Grade 3 hypotension. 

2017 年 10 月 1 日（治験薬の投与中止から 10 日後）、当患者は

グレード 2 の無力症及びグレード 3 の低血圧を示した。 

One subject completed 1 treatment period (Treatment C) 

before withdrawing consent and discontinuing the study. 

被験者 1 例は 1 投与期間（投与 C）を終了した後に同意を撤回

し、本試験が中止となった。 

Patients should be carefully monitored and if any 

abnormalities are observed, appropriate measure should be 

taken such as discontinuing administration of this drug. 

患者の観察を十分に行い、異常が認められた場合には本剤の投

与を中止するなど適切な処置を行う。 

Patients who are currently taking Drug A should contact their 

doctors to discuss discontinuing use of Drug A and possible 

alternative treatments. 

薬剤 A を現在服用している患者さんは、担当医に連絡し、薬剤

A の使用中止と代替治療について話し合ってください。 

Should a patient develop a skin reaction with Drug A, 

consideration should be given to discontinuing Drug A and 

薬剤 A で皮膚反応が発現した患者については、薬剤 A の投与を

中止して、別の抗てんかん薬を処方することを考慮することとする。 
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prescribing another antiepileptic drug. 

Similar percentages of subjects completed Part 1 of the study 

in the Drug A and placebo groups with a slightly higher 

percentage of subjects in the placebo group discontinuing due 

to an adverse event. 

薬剤 A 群及びプラセボ群において同程度の割合の被験者が本試

験のパート 1 を終了したが、有害事象のために中止となった被験

者の割合はプラセボ群のほうがわずかに高かった。 

Some patients experienced a grade 3 or 4 toxicity, which was 

manageable by delaying or discontinuing Drug A infusions or 

reducing the dose, as well as symptomatic therapy. 

一部の患者はグレード 3 又は 4 の毒性を示したが、対症療法に加

えて薬剤 A の点滴静注の延期又は中止、あるいは投与量の減

量によって対処できるものであった。 

Subjects discontinuing early for any reason other than 

progression to cirrhosis should have an End of Treatment Visit 

performed if possible. 

肝硬変への進行以外の理由で早期中止となる被験者は、可能

であれば投与終了時に来院することとする。 

Symptomatic hypotension should be managed by discontinuing 

the infusion of the study drug, placing the subject in the 

Trendelenburg position, and administering intravenous fluid. 

有症状の低血圧には、治験薬の点滴静注を中止すること、被験

者をトレンデレンブルグ体位にすること、輸液を行うことによって対応

する。 

Taper Drug A gradually over a minimum of 1 week rather than 

discontinuing the drug abruptly. 

薬剤 A は急に中止するのではなく、最低でも 1 週間かけて徐々に

漸減する。 

The toxicity was manageable by delaying or discontinuing Drug 

A infusions or reducing the dose. 

この毒性は、薬剤 A の点滴静注の延期又は中止、あるいは投与

量の減量によって対処できるものであった。 

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

recommends that patients should not be administered a live 

virus vaccination for at least 3 months after discontinuing high 

dose corticosteroid therapy. 

米国疾病管理予防センター（CDC）は、高用量副腎皮質ステロイ

ドの投与終了から少なくとも 3 カ月間は患者に生ワクチンを投与し

ないように勧告している。 

Values in excess of twice the upper limit of normal for a period 

of one month warrant withholding or discontinuing treatment. 

正常上限値の 2 倍を越える数値が 1 カ月間持続する場合には、

投与の中断あるいは中止が必要である。 

When discontinuing Drug A even for a short period of time, the 

benefits and risks should be strongly considered. 

短期間でも薬剤 A を投与中止するとき、そのベネフィットとリスクを

十分に考慮する。 

When discontinuing Drug A, taper gradually over a minimum of 

1 week. 

薬剤 A を中止するとき、最低でも 1 週間かけて漸減する。 
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discontinuationを使う用例 

“Protocol deviation”: select if the subject met protocol 

deviation criteria which warranted the subject's 

discontinuation in the study. 

「治験実施計画書の逸脱」：被験者の試験中止を必要とする治

験実施計画書の逸脱基準に被験者が該当した場合に選択す

る。 

… until two years following discontinuation of the 

development of the study drug. 

治験薬の開発中止後、2 年間が経過するまで、～。 

A delay of treatment with cisplatin or capecitabine for > 2 

weeks due to toxicity will lead to discontinuation of that 

component of the chemotherapeutic treatment. 

毒性のためシスプラチン又はカペシタビンの投与が 2 週間超遅れた

場合、この化学療法の当該薬剤の投与は中止となる。 

A higher discontinuation rate due to adverse events was 

observed in the Drug A group as well as a higher incidence of 

adverse events requiring dose adjustment/interruption. 

薬剤 A 群では用量調節又は投与中断を必要とした有害事象の

発現率が比較的高かっただけではなく、有害事象に起因する投

与中止率も比較的高かった。 

A higher percentage of subjects had adverse events leading to 

treatment discontinuation in the combination therapy group 

than in the Drug A monotherapy group. 

投与中止に至った有害事象を示した被験者の割合は、併用療

法群のほうが薬剤 A 単独療法群より高かった。 

A single 10-mg dose of Drug A was well tolerated without 

serious adverse event or discontinuation due to an adverse 

event. 

薬剤 A 10mg の単回投与の忍容性は良好で、重篤な有害事象

はなく、有害事象による中止もなかった。 

A Study Drug Discontinuation form should be completed, 

giving the date and primary reason for stopping the study drug. 

治験薬投与中止用紙には治験薬を投与中止した日付及び投

与中止となった主な理由を記入する。 

A total of 10 patients had a serious adverse event leading to 

study drug discontinuation. 

合計 10 例の患者が治験薬の投与中止に至る重篤な有害事象

を示した。 

A visit should be scheduled within 7 days after the 

determination of treatment discontinuation, at which time all 

of the assessments listed for the End of Treatment visit will 

be performed. 

投与中止の決定から 7 日以内に来院を計画し、その時点に投与

終了来院時に設定されている評価のすべてを実施する予定であ

る。 

Abrupt decrease in dose or discontinuation during 

consecutive use may cause withdrawal symptoms such as 

rebound insomnia and irritation. 

連続使用時《連用時》における投与量の急激な減量又は投与

中止は、反跳性不眠やいらいら感のような離脱症状を引き起こす

ことがある。 

Abrupt discontinuation of corticosteroids may lead to 

exacerbation of corticosteroid-responsive illness. 

副腎皮質ステロイドを急に投与中止すると、副腎皮質ステロイド

反応性疾患の悪化につながることがある。 

Action taken on study drug: 

- no change 

- temporary discontinuation 

- permanent discontinuation 

- other actions 

治験薬に対する措置《対策》 

- 変更なし 

- 一時中止 

- 完全中止 

- その他の措置 

Adverse events causing discontinuation of Drug A were 

reported for 20 patients, the most frequent being allergic 

reaction and dyspnea (3.0% each) and asthenia and abdominal 

pain (2.0% each). 

薬剤 A の投与中止の原因となった有害事象は患者 20 例に報告

され、最も高頻度であったのがアレルギー反応及び呼吸困難（各

3.0％）並びに無力症及び腹痛（各 2.0％）であった。 
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Adverse events leading to discontinuation of Drug A were 

reported in 20 patients of the combination therapy group and 

10 patients of the monotherapy group. 

薬剤 A の投与中止に至った有害事象は、併用投与群の患者 20

例及び単独投与群の患者 10 例で報告された。 

Adverse events leading to discontinuation of study drug 

occurred in 2 subjects from the 100 mg group and 1 subject 

from the 500 mg group. 

治験薬の投与中止に至った有害事象は 100mg 群の被験者 2

例、500mg 群の 1 例に起こった。 

Adverse events leading to study discontinuation were 

observed in 2 subjects of the Drug A group, and both events 

were assessed to be causally related to the study drug. 

試験中止に至った有害事象は薬剤 A 群の被験者 2 例に認めら

れ、両事象とも治験薬と因果関係ありと判定された。 

Adverse events leading to treatment discontinuation occurred 

in 10.0% (10 of 100) of subjects in the Drug A group and 15.0% 

(15 of 100) of subjects in the Drug B group. 

投与中止に至った有害事象は薬剤 A 群で被験者の 10.0％（100

例中 10 例）、薬剤 B 群で被験者の 15.0％（100 例中 15 例）に

発現した。 

Adverse events leading to treatment discontinuation were 

reported by 1 subject in the placebo group (aggression, visual 

hallucinations, delusion) and 1 subject in the Drug A group 

(dyskinesia). 

投与中止に至った有害事象はプラセボ群の被験者 1 例（攻撃

性、幻視、妄想）及び薬剤 A 群の被験者 1 例（ジスキネジア）から

報告された。 

Adverse events leading to treatment discontinuation were 

reported in < 10% of subjects treated with combination 

therapy. 

投与中止に至った有害事象は、併用療法を受けた被験者の

10％未満に報告された。 

After discontinuation of administration, Drug A concentrations 

in the central compartment decrease rapidly, resulting in rapid 

offset of effect 

投与中止後、中央コンパートメントにおける薬剤 A の濃度は急速

に低下し、その結果、作用が急速に消失する。 

After discontinuation of daily oral dosing, Drug A was slowly 

eliminated from the monkey brain with an apparent half-life of 

about 3 weeks. 

連日経口投与の中止後、薬剤 A はサルの脳から緩やかに消失

し、見かけの半減期は約 3 週間であった。 

After discontinuation of study drug treatment, all subjects will 

continue in the follow-up phase of the study, unless the 

subject refuses to (in this case this should be explicitly 

recorded in the subject’s medical records). 

治験薬の投与中止後も、被験者が拒否しない限り、すべての被

験者が本試験の追跡調査期への参加を継続する（拒否した場

合、その旨を被験者の診療録《カルテ》に明記する）。 

After discontinuation of the study drug, all adverse events and 

laboratory findings resolved. 

治験薬の投与中止後、すべての有害事象及び臨床検査所見が

回復した。 

All data on the patient prior to discontinuation will be made 

available to the sponsor. 

中止前の当患者に関するすべてのデータが治験依頼者に提供さ

れる。 

All documents pertaining to the conduct of the study must be 

kept on file by the investigator for a minimum of two years 

after being notified by the Sponsor of either PMA approval or 

discontinuation of the Sponsor’s IDE. 

PMA の承認又は治験依頼者の IDE 取り下げが治験依頼者から

通知されてから最低 2 年間、本試験の実施に係わるすべての文

書は治験責任医師によって保管されなければならない。 

All information that relates to the reason for discontinuation 

of study must be included on the CRF. 

試験中止の理由に関わる情報はすべて症例報告書に記載するこ

ととする。 
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All of the serious adverse events improved or resolved 

following the discontinuation of study drug or during continued 

study drug treatment. 

これらの重篤な有害事象のすべてが治験薬投与中止後又は治

験薬投与継続中に改善又は回復した。 

Allergic/anaphylactoid reactions attributable to Drug A were 

one of the most frequent adverse events causing 

discontinuation. 

薬剤 A に起因するアレルギー反応又はアナフィラキシー様反応が

投与中止の原因となった最も高頻度な有害事象の 1 つであった。 

Also to be done in the event of an early discontinuation. 早期中止の場合にも行うこととする。 

Although serious adverse events, e.g., agranulocytosis may 

develop following treatment with Drug A, the risk of 

agranulocytosis can be controlled by the introduction of a 

patient monitoring system that specifies regular hematological 

monitoring and the criteria for deciding treatment 

discontinuation based on the test results and the criteria for 

the frequency of monitoring etc. 

薬剤 A の投与後に無顆粒球症等の重篤な有害事象が発現する

ことがあるが、無顆粒球症のリスクは、定期的な血液学的検査並

びに検査結果に基づく投与中止に関する基準及び経過観察等

の頻度に関する基準を定めた患者モニタリングシステムを導入する

ことによって管理することができる。 

Although the rate of dose reductions and interruptions due to 

adverse events was higher in the Drug A group compared with 

the Drug B group, these events did not lead to an increased 

rate of permanent discontinuation of study drug in the Drug A 

group. 

有害事象に起因する投与量減量及び投与中断の比率は薬剤 A

群で薬剤 B 群と比較して高かったが、これらの事象により薬剤 A

群において治験薬の完全な投与中止につながる比率が高くなるこ

とはなかった。 

Among adverse drug reactions leading to treatment 

discontinuation, pruritus and dyspepsia resolved, while the 

other events remained unresolved. 

投与中止に至った副作用のうち、そう痒症及び消化不良は回復

したが、その他の事象は未回復のままであった。 

An analysis of plasma samples obtained after discontinuation 

of therapy with Drug A is planned. 

薬剤 A の投与中止後に採取される血漿検体の分析が計画され

ている。 

An earlier study discontinuation is at the discretion of 

Company A and may occur in any of the following events: 

- Medical or ethical reasons affecting the continued 

performance of the study 

- Difficulties in recruiting subjects 

- Cancellation of drug development 

試験の早期中止は会社 A が判断することであり、次のいずれかに

該当する場合に早期中止することができる。 

- 試験の継続実施に影響する医学的・倫理的理由がある場合 

- 被験者募集が困難な場合 

- 治験薬の開発を中止した場合 

An increase in QT to > 500 msec or an increase of > 60 msec 

over baseline is commonly used as a criterion for treatment 

discontinuation. 

QT の 500msec 超への延長あるいはベースラインと比較して

60msec 超の延長が投与中止の基準として多く用いられている。 

Any grade ≥ 2 ototoxicity and/or neurotoxicity should lead to 

a discontinuation of cisplatin until recovery to at least grade 1. 

グレード 2 以上の耳毒性又は神経毒性が発現したならば、グレー

ド 1 以下に回復するまでシスプラチン投与を中止する。 

Appropriate measures such as dose reduction or 

discontinuation of Drug A should be taken if these adverse 

events are observed. 

これらの有害事象が認められたならば、薬剤 A の減量や投与中

止など適切に処置を講ずる。 

Assessments of clinical response and adverse events were 

performed 3 to 5 days after the end of therapy or at the time 

臨床効果及び有害事象の評価は、投与終了から 3～5 日後又

は早期中止時《途中中止時》に行った。 
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of early discontinuation. 

At least 50% of patients treated with Drug A experience a dry 

mouth which is often severe enough to result in 

discontinuation of treatment. 

薬剤 A が投与された患者の少なくとも 50％が口渇を示し、多くの

場合、重度で投与中止となっている。 

Because the action of Drug A can be potentiated by 

monoamine oxidase inhibitors or tricyclic antidepressants, 

Product A should be used with extreme caution in patients 

concomitantly treated with or who are within 2 weeks of 

discontinuation of such agents. 

薬剤 A の作用はモノアミンオキシダーゼ阻害薬又は三環系抗うつ

薬によって増強されるため、これらの薬剤が併用投与されている患

者又はこれらの薬剤の投与中止後 2 週間以内の患者に Product 

A を使用する際には細心の注意が必要である。 

Both cases occurred within 10 weeks of starting Drug A 

therapy and resulted in discontinuation of the drug. 

両方の事例とも薬剤 A の投与開始から 10 週間以内に起こり、そ

の結果、本剤は投与中止となった。 

Bradycardia generally resolved after discontinuation of HCV 

treatment. 

徐脈は HCV 治療の中止後に概ね消失した。 

Clinical Trial Discontinuation Notification 治験中止届書 

Compared with placebo, Drug A and Drug B were associated 

with the highest odds of adverse event–related treatment 

discontinuation. 

プラセボと比較して、薬剤 A 及び薬剤 B では有害事象に関連する

投与中止のオッズが最も高かった。 

Consideration should be given to discontinuation of Drug A if 

any significant abnormality is found. 

重大な異常が認められたならば、薬剤Aの投与中止を考慮する。 

Criteria for dose suspension, reduction, or discontinuation of 

Drug A following the occurrence of an adverse event. 

有害事象が発現したときの薬剤 A の休薬、減量、中止の基準

《目安》。 

date of manufacturing (import) approval for the study drug 

(the date of its determination in the case of development 

discontinuation) 

治験薬の製造（輸入）承認日（開発を中止した場合はその決定

日） 

Discontinuation of a subject from a clinical study should be 

considered if …. 

～の場合、被験者の臨床試験中止を考慮する。 

Discontinuation of Drug A due to toxicity was uncommon. 毒性に起因する薬剤 A の投与中止は少なかった。 

Discontinuation of Drug A resulted in a loss of its treatment 

effect. 

薬剤 A を投与中止した結果、治療効果が低下した。 

Discontinuation of Drug A therapy is recommended when such 

phenomena are observed. 

このような現象がみられたときは、薬剤 A の投与を中止することが

望ましい。 

Discontinuation of Drug A was not associated with withdrawal 

symptoms in either the double-blind study or the open-label 

extension study. 

二重盲検試験又は非盲検継続試験のどちらにおいても薬剤 A の

投与中止に伴う離脱症状はなかった。 

Discontinuation of NSAID therapy is usually followed by 

recovery to the pretreatment state. 

通常、NSAID 投与の中止に続いて投与前の状態へ回復する。 

Discontinuation of the clinical trial is hereby notified as 

indicated above. 

上記により治験の中止を届け出ます。 

イ
ー

ト
モ



39 

Discontinuation of the drug should be considered if an 

arrhythmic event occurs. 

不整脈事象が起こったならば、本剤の投与中止を考慮する。 

Discontinuation of the drug should be considered if any 

evidence of significant bone marrow depression develops. 

重大な骨髄抑制のエビデンスがあるならば、本剤の投与中止を考

慮する。 

Discontinuation of the study drug due to ALT elevations 

occurred in only 1 Drug A-treated subject compared with 6 

Drug B-treated subjects. 

ALT 増加による治験薬の投与中止は、薬剤 B 投与の 6 例と比

較して、薬剤 A 投与では被験者 1 例のみであった。 

Discontinuation of therapy and transfusion were necessary in 

one patient with a hemoglobin concentration of less than 10 

g/dL. 

ヘモグロビン濃度が 10g/dL 未満の患者 1 例では投与中止及び

輸血が必要であった。 

Discontinuation of therapy is followed by immediate 

resumption of bone loss at a rate similar to that in untreated 

women. 

治療の中止に続いて、すぐに骨量減少が再発し、その速度は非

治療の女性の場合と同程度であった。 

Discontinuations due to adverse events were reported for 20 

(10.0%) patients who received Drug A in combination with Drug 

B. 

有害事象による投与中止は薬剤 A と薬剤 B の併用投与を受け

た患者 20 例（10.0％）に報告された。 

Discontinuations due to tumor progression were not recorded 

as discontinuations due to adverse events in accordance with 

the study protocols. 

腫瘍進行による投与中止は、治験実施計画書に従い、有害事

象による投与中止として記録しなかった。 

Discontinuations occurred more frequently in the Drug A 

group compared to the Drug B group. 

中止は薬剤 A 群で薬剤 B 群よりも高頻度に起こった。 

Disease progression, documented by imaging, was the primary 

reason for discontinuation in the majority of subjects. 

画像検査によって確認された病勢進行が被験者の大半における

主要な中止理由であった。 

Dose titration and discontinuation of other anti-PD 

medications and the use of additional medications were 

allowed during the first 4 weeks of the double-blind treatment 

period if symptoms were not controlled by levodopa or 

adverse events related to other anti-PD medications 

occurred. 

症状がレボドパによってコントロールされないか、他の抗パーキンソ

ン病薬に関連する有害事象が発現したならば、二重盲検投与期

間の最初の 4 週間に他の抗パーキンソン病薬の用量調節及び投

与中止を行うこと並びに別の薬剤を追加することを許可した。 

Drug A resulted in fewer discontinuations due to treatment 

failure than did Drug B dosed four times a day or vehicle. 

薬剤 A では無効による投与中止例が薬剤 B の 1 日 4 回投与あ

るいは溶媒よりも少なかった。 

Drug A was well tolerated at all of the administered doses 

without serious adverse events or discontinuation from the 

study due to adverse events. 

薬剤 A はすべての投与量で忍容性良好で、重篤な有害事象又

は有害事象による試験中止はなかった。 

During the study, 5 patients had an adverse event leading to 

discontinuation of the study drug or withdrawal from the 

study. 

試験中、患者 5 例が治験薬の投与中止又は試験中止に至った

有害事象を示した。 

eligibility and discontinuation criteria 適格基準及び投与中止基準 

Every month following discontinuation of the study drug, your 

doctor's research staff will call you. 

治験薬の投与中止後は、担当医の研究スタッフが毎月あなたに

連絡します。 
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Factors influencing frequency of monitoring include but are 

not limited to hepatic or renal dysfunction, the addition or 

discontinuation of potentially interacting drugs, and the 

post-transplant time. 

経過観察の頻度に影響する因子には肝機能障害又は腎機能

障害、相互作用する可能性がある薬剤の追加又は投与中止、

移植後の経過時間があるが、これらに限定されない。 

Fewer than 5% of patients experienced serious side effects 

that led to discontinuation of treatment. 

重篤な副作用のために投与中止に至ったのは患者の 5％未満で

あった。 

Following study discontinuation on Day 10, the subject's liver 

function test results decreased toward normal limits. 

10 日目の試験中止後、この被験者の肝機能検査値は正常値に

向かって低下した。 

For subjects who switched to open-label concomitant therapy 

or discontinued study prior to Week 12, their last IOP 

measurements prior to the switch or study discontinuation 

was used to impute the IOP value at Week 12 using the Last 

Observation Carried Forward (LOCF) method. 

非盲検併用投与に切り替えた被験者又は 12 週目よりも前に試

験中止となった被験者については、Last Observation Carried 

Forward（LOCF）法を用い、切り替え前又は試験中止前の最終

眼圧測定値で 12 週目の眼圧測定値を補完した。 

For the 120-day Safety Update, Company A proposes to 

provide a cumulative summary of deaths, serious adverse 

events, and discontinuations due to adverse events with a 

data cutoff of April 2017. 

120 日安全性最新情報について、会社 A は 2017 年 4 月をデー

タカットオフ日とする死亡、重篤な有害事象、有害事象による投

与中止についての累積集計表の提示を提案している。 

However, since all subjects with dyskinesia leading to Drug A 

discontinuation recovered upon discontinuation of Drug A, the 

risk of dyskinesia is acceptable. 

しかし、薬剤 A の投与中止につながったジスキネジアを示した被験

者はいずれも薬剤 A の投与中止後に回復したことから、ジスキネ

ジアのリスクは許容できる。 

However, these events did not lead to the discontinuation of 

treatment. 

しかし、これらの事象が投与中止に至ることはなかった。 

However, this number of reports is likely to be an 

underestimate, as discontinuations due to adverse events are 

not immediately notified to the sponsor. 

しかし、有害事象に起因する投与中止はすぐに治験依頼者に通

知されないので、この報告件数は過小評価されている可能性があ

る。 

Hypomagnesemia is a laboratory adverse event, which 

requires magnesium supplementation but rarely results in 

discontinuation of Drug A. 

低マグネシウム血症は臨床検査関連の有害事象で、マグネシウム

の補給を必要とするが、薬剤 A の投与中止に至ることは稀であ

る。 

Hypomagnesemia is reversible following discontinuation of 

Drug A. 

低マグネシウム血症は薬剤 A の投与中止後に回復する。 

If a patient does not experience disease progression or die 

before discontinuation of study drug treatment, censoring 

time will be the date of last assessment before the cut-off 

date for the analysis or the date of study discontinuation if the 

date of study discontinuation is earlier.  

治験薬投与中止前に病勢進行を示さないか、死亡していない患

者については、解析のカットオフ日の前の最終評価日又は試験中

止日（試験中止日のほうが早い場合）を打ち切り時点となる。 

If a patient had several courses of one therapy, the reason for 

the discontinuation of the last course should be reported. 

ある治療を複数クール受けた患者については、最終クールの中止

理由を報告する。 

If a patient is discontinued before the end of Cycle 1 and at 

the time of discontinuation the platelet count is ≥ grade 2, 

then the complete blood count must be repeated twice weekly 

クール 1 の終了前に中止となり、中止時に血小板数がグレード 2

以上の患者については、グレード 1 又はベースライン値に回復する

まで全血球計算を週 2 回繰り返すこととする。 
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until resolution to either grade 1 or baseline. 

If a rash occurs, a dermatologist should be consulted at an 

early stage, and temporary discontinuation or discontinuation 

of this drug should be considered. 

皮疹が発現したならば、早期に皮膚科医に相談し、本剤の休薬

又は投与中止を考慮する。 

If a subject experiences symptoms or ECG findings suggestive 

of an arrhythmia during a clinical study, immediate 

discontinuation of the suspect drug and evaluation by a 

cardiac specialist are recommended. 

被験者が臨床試験の期間中に不整脈が疑われる症状又は心電

図所見を示したならば、被疑薬の投与の速やかな中止並びに心

臓専門医による診察が望ましい。 

If an End of Study evaluation had been performed within 7 

days of study discontinuation, it does not need to be repeated. 

試験終了時の評価が試験中止の 7 日以内に行われていたなら

ば、それを再度繰り返す必要はない。 

If such marked changes occur, appropriate measures, such as 

reduction in dose or discontinuation of the treatment, should 

be taken. 

そのような著しい変化があらわれたならば、投与量の減量又は投

与中止のような適切な対策を講じる。 

If the subject's condition deteriorates rapidly after 

discontinuation of medication, …. 

被験者の状態が薬剤の投与中止後に急速に悪化したならば、

～。 

In a subject in the 500 mg group who had Grade 3 liver 

function test abnormalities, AST and ALT decreased to Grade 

1 by 10 days after treatment discontinuation, but γ-GTP 

remained at Grade 3. 

グレード 3 の肝機能検査異常を示した 500mg 群の被験者 1 例で

は、投与中止の 10 日後までに AST 及び ALT はグレード 1 に低

下したが、γ-GTP はグレード 3 で推移した。 

In a substudy, 50% of men treated with Drug A achieved 

normal testosterone levels (> 280 ng/dL) or returned to 

baseline within 90 days of treatment discontinuation. 

サブスタディにおいて薬剤 A が投与された男性の 50％は投与中止

から90日以内にテストステロンが正常値（280ng/dL超）になるか、

ベースラインに復帰した。 

In addition to these requirements for study drug 

discontinuation, the investigator should discontinue the study 

drug for a given patient if he thinks that continuation would be 

detrimental to the patient's well-being. 

これらの治験薬投与中止要件に加えて、治験責任医師は、投与

の継続が患者の健康にとって有害と判断したならば、当患者に対

する治験薬の投与を中止する。 

In addition, the subjects with serious adverse events leading 

to permanent discontinuation of the study drug will be 

summarized by the system organ class (SOC) and preferred 

term. 

また、治験薬の完全な投与中止に至った重篤な有害事象を示し

た被験者は、器官別大分類（SOC）別及び基本語別に集計す

る。 

In case of premature discontinuation of study drug treatment 

by a subject, the investigations scheduled for the End of 

Treatment visit should be performed, if possible. 

被験者が治験薬投与を早期中止する場合、可能であれば、投

与終了来院時に予定していた調査を実施する。 

In case of suspected hepatitis, discontinuation of Drug A 

should be considered. 

肝炎が疑われる場合、薬剤 A の投与中止を考慮する。 

In contrast, tumors rapidly recurred in all 8 animals following 

discontinuation of treatment with Drug A. 

対照的に、薬剤 A の投与中止後、腫瘍が 8 匹すべてで急速に再

発した。 
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In studies in patients with cancer, 2.0% of patients receiving 

Drug A had severe diarrhea for which a causal relationship to 

Drug A could not be ruled out, but these events resolved 

following treatment discontinuation. 

癌患者を対象とした試験では、薬剤 A の投与を受けた患者の

2.0％が薬剤 A との因果関係が否定できない重度の下痢を示した

が、これらの事象は投与中止後に回復した。 

In Study A, no serious skin disorders occurred, and no skin 

disorders led to the discontinuation or suspension of 

treatment. 

試験 A では、重篤な皮膚障害は発現せず、投与の中止又は中

断に至った皮膚障害もなかった。 

In the Drug A group, none of the 4 subject discontinuations 

were considered by the Investigator as being related to study 

drug treatment. 

薬剤 A 群では、4 例の被験者が中止となったが、いずれも治験責

任医師によって治験薬投与との関連ありとは判断されなかった。 

In the Drug A group, pyrexia was the most common adverse 

event leading to discontinuation of the study drug. 

薬剤A群では、発熱が治験薬の投与中止に至った最も高頻度の

有害事象であった。 

In the Drug A treatment group, the adverse reactions most 

frequently leading to discontinuation were dizziness (4%) and 

somnolence (4%). 

薬剤 A 投与群で最も高頻度に投与中止に至った副作用は浮動

性めまい（4％）及び傾眠（4％）であった。 

In the event of early discontinuation, the investigator should 

make every effort to perform all evaluations indicated for the 

End of Study visit. 

早期中止の場合には、治験責任医師は試験終了来院時に必

要とされるすべての評価を実施するようにあらゆる努力を払うことと

する。 

In the event of insufficient compliance, discontinuation of the 

study drug will be considered in mutual agreement between 

the investigator and Company A on a case-by-case basis. 

遵守不十分の場合、治験責任医師と会社 A の相互同意の下、

治験薬の投与中止を個別に検討する。 

In the event of such symptoms, appropriate measures, such as 

reduction in dose or discontinuation of the treatment, should 

be taken. 

このような症状がある場合には、投与量の減量又は投与中止の

ような適切な処置《対策》をとる。 

In the event that radiological confirmation cannot be obtained, 

time to progression (TTP) will be measured from the date of 

randomization to the date of discontinuation of study drug 

treatment. 

放射線検査による確認が不可能な場合、ランダム化の当日から

治験薬投与中止日までが無増悪期間（TTP）とされる。 

In view of the dose-dependent adverse reactions and the 

higher rate of treatment discontinuation due to adverse 

reactions, reserve dosing above 300 mg/day for those 

patients who have on-going pain and are tolerating 300 mg 

daily. 

用量依存性の副作用があり、副作用による投与中止率が高いこ

とを考慮して、300mg/日超の投与は疼痛が継続中で、1 日用量

300mg に忍容性のある患者に限定する。 

Incidence and type of adverse events (AEs) in terms of: 

- All AEs 

- Related AEs 

- SAEs 

- Related SAEs 

- NCI-CTC (Version 3.0) grade 3 and 4 AEs 

- Related NCI-CTC (Version 3.0) grade 3 and 4 AEs 

以下に分類される有害事象の発現率及び種類 

- すべての有害事象 

- 因果関係のある有害事象 

- 重篤な有害事象 

- 因果関係のある重篤な有害事象 

- NCI-CTC（第 3.0 版）グレード 3 及び 4 の有害事象 

- NCI-CTC（第 3.0 版）グレード 3 及び 4 の因果関係のある有害
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- AEs leading to treatment discontinuation 事象 

- 投与中止に至った有害事象 

Information on the subject’s completion or discontinuation of 

the study including the reason for discontinuation of the study 

and the last dose of study drug will be recorded on the Study 

Completion CRF. 

被験者の試験終了又は試験中止に関する情報は、試験の中止

理由及び治験薬の最終投与を含めて「試験終了症例報告書」

に記録する。 

Its biologic half-life is longer, and serum concentrations may 

not return to the baseline value for as long as two weeks after 

the discontinuation of Drug A. 

その生物学的半減期は比較的長く、血清中濃度は薬剤 A の投

与中止から 2 週間という長期にわたってベースライン値に戻らないと

考えられる。 

Levodopa/DCI and other anti-PD medications could not be 

altered until Week 16 (at the end of the follow-up period) or 4 

weeks after treatment discontinuation, unless adverse events 

that were strongly suspected of being related to these 

medications occurred. 

レボドパ・DCI 合剤及び他の抗パーキンソン病薬は、これらの薬剤

との関連が強く疑われる有害事象が発現しない限り、16 週目まで

（追跡調査期間の終了時）又は投与中止の 4 週後まで変更でき

ないこととした。 

Listings of deaths, serious adverse events, and adverse 

events leading to discontinuation of treatment in Study A 

involving chemotherapy-naive patients are provided in Table 1 

through Table 3. 

化学療法未治療の患者を対象とした試験 A において死亡例、重

篤な有害事象、投与中止に至った有害事象の一覧表を表 1～

表 3 に提示する。 

Liver function test abnormalities of Grade 3 or greater 

severity may be clinically manageable by appropriate 

measures following discontinuation or interruption of Drug A. 

グレード 3 以上の肝機能検査値異常は、薬剤 A の投与中止後

又は投与中断後、適切な処置によって臨床的に管理可能と考え

られる。 

Male or female patients of childbearing potential unwilling to 

use effective barrier contraceptives throughout the trial and 

for 3 months following discontinuation of study drug. 

生殖能を有する男女患者で、治験期間中及び治験薬の投与中

止後 3 カ月間に有効なバリア式避妊法を使用することに積極的で

ない場合。 

Medication entries should include the trade name, the start 

and discontinuation dates, and the reason for therapy. 

医薬品に関する記入事項は商品名、開始日及び中止日、使用

理由である。 

Modifications in the dose and discontinuation of treatment 

were required more often in patients who received Drug A and 

Drug B than in those who were treated with Drug A alone. 

薬剤 A と薬剤 B が併用投与された患者では薬剤 A が単独投与

された患者よりも用量の変更及び投与中止が必要となることが多

かった。 

More than 2 consecutively missed Drug A infusions due to 

toxicity would usually lead to discontinuation of Drug A . 

毒性のため薬剤 A 点滴静注が連続 2 回超なかったならば、通

常、薬剤 A は投与中止となる。 

Most of the adverse events were mild or moderate in severity, 

and all resolved or improved during treatment, or after 

temporary or permanent discontinuation of treatment. 

これらの有害事象のほとんどが軽度又は中等度で、すべてが投与

中あるいは投与の一時中止後又は完全中止後に回復又は改善

した。 

Narratives for deaths, serious adverse events, and adverse 

events which led to study drug discontinuation are provided in 

死亡、重篤な有害事象、治験薬の投与中止に至った有害事象

のナラティブは治験総括報告書に提示されている。 
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clinical study reports. 

Nearly all patients completed the 10-month study, and few 

required premature discontinuation of the study drug. 

ほぼすべての患者がこの 10 カ月間試験を終了し、治験薬の早期

中止を必要とした患者はわずかであった。 

Nine patients had an adverse event leading to treatment 

discontinuation. 

患者 9 例が投与中止に至る有害事象を示した。 

No adverse reactions required the discontinuation of 

treatment in any patient. 

いずれの患者においても投与中止を必要とする副作用はなかっ

た。 

No deaths, serious adverse events, or adverse events that 

resulted in the discontinuation of the study were observed. 

死亡、重篤な有害事象、本試験の中止に至った有害事象は認

められなかった。 

No deaths, serious adverse events, or discontinuations from 

the study due to adverse events were reported during the 

run-in period. 

観察期間中、死亡、重篤な有害事象、有害事象による試験中

止は報告されなかった。 

No discontinuation of prior therapy with lenalidomide or 

dexamethasone due to intolerance. 

不耐性が原因でレナリドミド又はデキサメタゾンによる前治療を中

止していないこと。 

No rebound of the heart rate was seen after discontinuation of 

the study drug. 

治験薬の投与中止後、心拍数のリバウンドはみられなかった。 

No serious adverse events were noted, nor was there any 

death during Drug A administration and within 30 days after 

discontinuation of Drug A. 

重篤な有害事象は認められず、薬剤 A 投与中又は薬剤 A 投与

中止後 30 日以内の死亡もなかった。 

No single adverse event was the cause of study 

discontinuation for more than 1 patient in any treatment 

group. 

いずれかの投与群において複数の患者の試験中止の原因となっ

た有害事象は 1 つもなかった。 

No subject with these laboratory abnormalities required 

intervention for the finding, study drug discontinuation, or 

dose reduction. 

これらの臨床検査値異常が認められたいずれの被験者も、当該

所見に対する処置、治験薬の投与中止、減量を必要としなかっ

た。 

No treatment discontinuations or modifications were made 

due to adverse events. 

有害事象による投与中止又は投与変更はなかった。 

None of the events were serious or resulted in dose change or 

discontinuation of Drug A. 

これらの事象のいずれも重篤ではなく、薬剤 A の用量変更又は投

与中止に至ったものもなかった。 

None of the severe cardiac events was considered related to 

Drug A treatment and resulted in discontinuation of Drug A. 

これら重度の心臓事象のいずれも薬剤 A と関連ありと判定された

ものはなく、薬剤 A の投与中止に至ったものもなかった。 

None of these adverse events led to the discontinuation of 

treatment. 

これらの有害事象のうち投与中止に至ったものはなかった。 

Occurrence of adverse events, if discontinuation is desired or 

considered necessary by the subject and/or investigator. 

有害事象が発現し、被験者本人又は治験責任医師により中止

が求められるか、中止が必要と判断された場合。 

Occurrence of adverse events, if discontinuation of study drug 

treatment is desired or considered necessary by the 

investigator and/or subject. 

有害事象が発現し、治験責任医師又は被験者によって治験薬

投与の中止が望ましいか、必要と判断された場合。 

イ
ー

ト
モ



45 

Occurrence of an exclusion criterion which is clinically 

relevant and affects subject's safety, if discontinuation of 

study drug treatment is considered necessary by the 

investigator and/or the Sponsor. 

臨床的に重要で、被験者の安全性に影響を及ぼす除外基準に

該当し、治験責任医師又は治験依頼者によって治験薬投与の

中止が必要と判断された場合。 

Occurrence of an exclusion criterion which is clinically 

relevant and affects the subject’s safety, if discontinuation is 

considered necessary by the investigator. 

臨床的に重大で、被験者の安全性に関わる除外基準に該当し、

治験責任医師により中止が必要と判断された場合。 

Occurrence of any criteria outlined in Section 10 leading to 

discontinuation of one or both chemotherapeutic compounds. 

第 10 項に規定する基準に抵触し、化学療法薬の一方又は両方

の投与中止に至った場合。 

Of these events, chest pain in 1 subject in the Drug A group 

led to treatment discontinuation. 

これらの事象のうち、薬剤 A 群の被験者 1 例の胸痛が投与中止

に至った。 

One case of Grade 4 QTc prolongation that occurred in a 

subject with baseline T wave abnormalities and associated 

symptoms of loss of consciousness, urinary incontinence, 

pale, and cold limbs and resolved after the study drug 

discontinuation. 

ベースライン時に T 波異常があり、それに伴う意識消失、尿失禁、

蒼白、四肢冷感の症状がある被験者で、治験薬の投与中止後

に回復したグレード 4 QTc 延長の 1 例。 

One case of status epilepticus required intervention; the four 

other seizures were self-limited and did not recur after study 

drug discontinuation. 

てんかん重積状態の 1 例は治療介入を必要としたが、他の 4 件の

発作は自然治癒し、治験薬の投与中止後に再発しなかった。 

One patient died on Day 100 (50 days after drug 

discontinuation) due to thrombotic thrombocytopenic purpura. 

患者 1 例が血栓性血小板減少性紫斑病のため 100 日目（投与

中止から 50 日後）に死亡した。 

One subject had hyperbilirubinemia that met 

protocol-mandated criteria for discontinuation. 

被験者 1 例は治験実施計画書に規定の中止基準に適合する高

ビリルビン血症を示した。 

Other adverse events causing discontinuation were mainly 

due to the underlying disease. 

投与中止の原因となったその他の有害事象は主に基礎疾患に起

因するものであった。 

Other adverse events leading to study drug discontinuation in 

> 2 subjects were: … 

2例超の被験者で治験薬の投与中止に至ったその他の有害事象

は～であった。 

Other adverse reactions that led to discontinuation from 

controlled studies more frequently in the Drug A group 

compared to the placebo group were ataxia, confusion, 

asthenia, thinking abnormal, blurred vision, incoordination, and 

peripheral edema (1% each). 

対照試験の中止に至ったその他の副作用のうち、薬剤 A 群でプラ

セボ群よりも高頻度であったのは、運動失調、錯乱、無力症、思

考異常、霧視、協調運動障害、末梢性浮腫（各 1％）であった。 

Other reasons for discontinuation from the studies, occurring 

with greater frequency in the Drug A group than in the placebo 

group, were asthenia, confusion, and peripheral edema. 

試験中止のその他の理由のうち、薬剤 A 群でプラセボ群よりも高

頻度に発現したのは無力症、錯乱、末梢性浮腫であった。 

Patients on Drug A had higher discontinuation rate due to lack 

of efficacy. 

薬剤 A 投与中の患者は有効性欠如《効果不十分》による中止

率が高かった。 

Patients should be asked to return all unused study drug on a 

regular basis, at the end of the study or at the time of study 

drug discontinuation. 

患者には、すべての未使用の治験薬を定期的に返却し、試験終

了時又は治験薬の投与中止時にも返却するように依頼する。 
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Patients should be followed up for 30 days after 

discontinuation of the study to record any serious adverse 

events. 

患者は、本試験の中止から 30 日間にわたって追跡調査し、重篤

な有害事象の有無を記録する。 

Patients will be asked to return all unused study drug and 

packaging at the end of the study or at the time of study drug 

discontinuation. 

患者には、試験終了時又は治験薬の投与中止時に未使用の治

験薬及び包装をすべて返却するよう依頼する。 

Patients will be asked to return all unused study drug at each 

visit and at the discontinuation of treatment (to check 

compliance). 

患者には、各来院時及び投与中止時に未使用の治験薬をすべ

て返却するよう指示する（服薬遵守状況のチェックのため）。 

Patients will be asked to return unused study drug and all 

empty packages at the end of the study or at the time of 

study drug discontinuation. 

患者には、試験終了時又は治験薬投与中止時に未使用の治

験薬及びすべての空のパッケージを返却するよう依頼する。 

Perioral involuntary movement may infrequently occur and 

persist even after discontinuation of the drug. 

口周囲の不随意運動が稀にあらわれ、本剤の投与中止後も持

続することがある。 

Permanent discontinuation of the study drug was required by 

the protocol for women who developed the event. 

この事象が発現した女性については、治験薬を完全に中止するよ

うに治験実施計画書で規定した。 

Persistence of proteinuria after its discontinuation may 

require a renal biopsy to rule out other renal diseases like 

amyloidosis. 

投与中止後もタンパク尿が持続する場合には、アミロイドーシスの

ような他の腎疾患を否定するために腎生検が必要になることがあ

る。 

Please explain how mitochondrial toxicity was involved in the 

adverse events that led to the discontinuation of Drug A 

development, and also explain in detail whether the same 

events may occur with Drug B. 

薬剤 A の開発中止につながったこれらの有害事象にミトコンドリア

毒性がどのように関与したかを説明し、薬剤 B で同じ事象が起こ

る可能性があるかどうかについても詳細に説明してください。 

Pneumonia was the primary reason for treatment 

discontinuation. 

肺炎が投与中止の主な理由であった。 

Possible reasons for premature discontinuation may include, 

but are not limited to, the following: … 

早期中止となる理由として以下の理由が想定されるが、これらに

限定されない。 

Protocol-required procedures for study discontinuation and 

follow-up must be performed on the subject unless 

contraindicated by pregnancy (e.g., X-ray examination). 

妊娠のために禁忌でなければ（Ｘ線検査など）、当被験者に対して

は治験実施計画書で要求される試験中止時及び追跡調査時の

作業を実施することとする。 

Rapid discontinuation of opioid analgesics in patients who are 

physically dependent on opioids has resulted in serious 

withdrawal symptoms, uncontrolled pain, and suicide. 

オピオイドに身体的に依存している患者では、オピオイド鎮痛薬の

急激な中止が重篤な離脱症状、コントロール不能の疼痛、自殺

に至っている。 

Recommended dosage modifications for dose interruption, 

dosage reduction, discontinuation of therapy at the onset of 

adverse reactions. 

副作用の発現時における休薬、減量、投与中止に係る用量変

更の目安。 

Repeated episodes should lead to consideration of 

discontinuation of the clinical study. 

繰り返し発症する場合、この臨床試験の中止を考慮することが必

要になってくる。 

Reported relapse and recurrence rates after cognitive therapy 

discontinuation vary widely. 

認知療法の中止後に報告されている再燃率及び再発率にはばら

つきが大きい。 
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Reviewed and assessed are AEs, SAEs, AEs leading to 

treatment discontinuation, and deaths. 

審査及び評価の対象としたのは、有害事象、重篤な有害事象、

投与中止に至る有害事象、死亡である。 

Sepsis was the primary reason for treatment discontinuation. 敗血症が投与中止の主な理由であった。 

Serious adverse events occurring more than 4 weeks after 

study discontinuation need only be reported to the sponsor if 

a relationship to the study drug is suspected. 

試験中止から 4 週間超の経過後に発現した重篤な有害事象

は、治験薬との因果関係が疑われる場合にのみ治験依頼者に報

告することとする。 

Serum electrolyte levels should be monitored during 

treatment, with prompt discontinuation of the drug in the 

event of an electrolyte abnormality. 

投与中、血清中の電解質濃度をチェックし、電解質異常がある

場合には本剤の投与をすぐに中止する。 

Should a patient require the use of anticoagulants like heparin 

for an unplanned cardiac procedure after administration of 

Drug A, Drug A should be temporarily discontinued, and the 

treating physician should consider using anticoagulant agents 

at the lowest recommended therapeutic dose for the first 12 

hours following discontinuation of Drug A. 

薬剤 A の投与後に計画になかった心臓手術のためにヘパリンのよ

うな抗凝固薬の使用を必要とする患者については、薬剤Aの投与

を一時的に中止して、治療担当医は薬剤 A の投与中止後の最

初の 12 時間に抗凝固薬を最低の推奨治療用量で使用すること

について検討する。 

Study discontinuation is at the discretion of the Sponsor in 

any of the following events: … 

- Medical or ethical reasons affecting the continued 

performance of the study. 

- Difficulties in the recruitment of subjects. 

- Cancellation of study drug development. 

以下のいずれかの場合、治験依頼者の判断で試験を中止する。 

- 試験の継続実施に影響を及ぼす医学的又は倫理的な理由が

ある場合。 

- 被験者募集が困難となった場合。 

- 治験薬の開発中止。 

study discontinuation requested by the patient 患者の申し出による試験中止 

Subject A completed Treatment A and was receiving 

Treatment B at the time of study discontinuation. 

被験者 A は治療 A を終了し、試験中止時には治療 B を受けて

いるところであった。 

Subjects experiencing adverse events that cause interruption 

or discontinuation of the study drug should receive follow-up 

as appropriate. 

治験薬の投与中断又は投与中止の原因となった有害事象を示

した被験者は、適宜追跡調査を受ける。 

Subjects with a global deterioration of health status requiring 

discontinuation of treatment without radiographically 

documented PD at that time should be classified as 

“symptomatic deterioration.” 

投与中止が必要になる総合的な健康状態の悪化を示したが、そ

の時点に画像で確認される PD がない被験者は「症状悪化」に分

類する。 

Such discontinuations will be recorded as "unsatisfactory 

therapeutic effect" in the CRF. 

このような中止例は症例報告書に「治療効果不十分」と記録され

る。 

Suspected drug-related adverse events and discontinuation 

due to adverse events will be summarized for the population. 

この集団における薬剤との関連性が疑われる有害事象及び有害

事象による投与中止について概要を示す。 

Ten subjects discontinued study drug treatment; common 

reasons for discontinuation were treatment interruption for ≥ 

7 consecutive days in 4 subjects and inadequate response in 3 

subjects. 

10 例の被験者が治験薬投与中止となった。中止の理由として多

かったのが連続 7 日以上の休薬が 4 例、効果不十分が 3 例であ

った。 
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The adverse events occurring in ≥ 2 subjects in the Drug A 

group or the Drug B group that led to the discontinuation of 

administration of the study drugs were colitis, diarrhoea, 

sepsis, and uveitis. 

薬剤 A 群又は薬剤 B 群の被験者 2 例以上に発現し、治験薬の

投与中止に至った有害事象は大腸炎、下痢、敗血症、ブドウ膜

炎であった。 

The clinical symptom may have occurred in association with 

liver function test abnormalities or discontinuation of Drug A. 

この臨床症状は肝機能検査値異常又は薬剤 A の投与中止に

関連して発現した可能性がある。 

The criteria for discontinuation of therapy are outlined in 

Section 5. 

投与中止基準の概略を第 5 項に示す。 

The current package insert of Drug A recommends that the 

cardiac function test be performed periodically, and measures 

such as dose reduction and treatment discontinuation be 

taken at the onset of bradycardia or hypotension when Drug A 

is administered for a long-term period. 

薬剤 A の現行の添付文書は、薬剤 A を長期投与するとき、心機

能検査を定期的に行い、徐脈又は低血圧の発現時には減量及

び投与中止などの処置をとるよう推奨している。 

The date and reason(s) for discontinuation of the subject from 

study drug treatment must be documented in the subject’s 

medical records. 

被験者の治験薬投与中止の日付及び理由を被験者の診療録

《カルテ》に記録する。 

The discontinuation rate due to adverse events was 10.0% for 

patients receiving Drug A and 5.0% for patients receiving 

placebo. 

有害事象による投与中止率は、薬剤 A 投与患者で 10.0％、プラ

セボ投与患者で 5.0％であった。 

The discontinuation rate due to lack of efficacy or adverse 

events with Drug A treatment in the current study (25%) was 

comparable to the rates of 30% and 31% reported with Drug B 

in placebo-controlled studies. 

本試験において薬剤 A の投与で認められた有効性の欠如《効果

不十分》又は有害事象による中止率（25％）は、プラセボ対照試

験において薬剤 B で報告されている中止率である 30％及び 31％

と同等であった。 

The discontinuation rates by treatment group were as follows: 

…. 

投与群別の中止率は以下の通りであった。 

The effects can be reversed upon Drug A discontinuation. これらの影響は薬剤 A の投与中止ですぐになくなる。 

The effects of hypothyroidism are familiar to physicians who 

have cared for patients requiring periodic discontinuation of 

thyroid hormone therapy for radioiodine scanning. 

甲状腺機能低下症による影響は、放射性ヨウ素スキャンのために

甲状腺ホルモン治療の定期的な中止を必要する患者を診察して

きた医師になじみがあるものである《見慣れたものである》。 

The events resolved without sequelae within 30 days after 

discontinuation of Drug A in half of the patients. 

これらの事象は半数の患者で薬剤 A の投与中止から 30 日以内

に後遺症なく回復した。 

The frequency of adverse events leading to discontinuation of 

the study drug was similar between the Drug A group and the 

Drug B group. 

治験薬の投与中止に至った有害事象の発現頻度は薬剤 A 群及

び薬剤 B 群とも同程度であった。 

The frequency of adverse events that led to discontinuation 

was consistent with what is reported in the current product 

label for Drug A. 

投与中止に至った有害事象の発現頻度は、薬剤 A の現行製品

ラベルに報告されているものと一致した。 

The frequency of discontinuations due to pyrexia was similar 

between the treatment groups. 

発熱のために中止となった頻度はこれらの投与群間で同程度であ

った。 

The general reagents business showed only a slight increase 一般試薬の業績は、現像用試薬の販売が中止となったため、微
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because of discontinuation of reagent sales for photo 

development. 

増にすぎなかった。 

The incidence and type of adverse events (AEs), serious 

adverse events (SAEs), study drug-related AEs and SAEs, 

study treatment-related AEs by NCI-CTC toxicity grade, Drug 

A-related SAEs, NCI-CTC grade 3 and 4 AEs, study 

treatment-related NCI-CTC grade 3 and 4 AEs, AEs leading 

to death, study drug-related AEs leading to death, Drug 

A-related AEs leading to death, AEs leading to discontinuation 

of study drug, AEs leading to delay of study drug, and AEs 

leading to dose reduction will be summarized in total and for 

each treatment group according to the MedDRA system organ 

class (SOC) and MedDRA preferred terms. 

有害事象、重篤な有害事象、治験薬に関連した有害事象及び

重篤な有害事象、NCI-CTC 毒性分類別の治験薬に関連した

有害事象、薬剤 A に関連した重篤な有害事象、NCI-CTC グレ

ード 3 及び 4 の有害事象、治験薬に関連した NCI-CTC グレード

3 及び 4 の有害事象、死亡に至った有害事象、死亡に至った治

験薬に関連した有害事象、死亡に至った薬剤 A に関連した有害

事象、治験薬投与中止の原因となった有害事象、治験薬投与

延期の原因となった有害事象、減量の原因となった有害事象につ

いては、全体として及び各投与群として発現率及び種類を

MedDRA 器官別大分類（SOC）別及び MedDRA 基本語別に集

計する。 

The incidence of all adverse events and Drug A-related 

adverse events leading to discontinuation was similar between 

the treatment groups. 

すべての有害事象の発現率及び投与中止に至った薬剤 A に関

連した有害事象の発現率は両投与群とも同程度であった。 

The incidences of adverse events in Drug A- and 

placebo-treated patients were similar (90.0% and 85.0%, 

respectively), as were the rates of discontinuations due to 

adverse events (5.0% and 4.5%, respectively). 

薬剤 A 投与患者及びプラセボ投与患者における有害事象の発

現率は同等であり（それぞれ 90.0％及び 85.0％）、有害事象によ

る中止率も同等であった（それぞれ 5.0％及び 4.5％）。 

The investigator must determine the primary reason for the 

premature discontinuation of the study drug and record this 

information on the Treatment Discontinuation CRF. 

治験責任医師は治験薬の早期投与中止の主たる理由を確認

し、その情報を「投与中止症例報告書」に記録しなければならな

い。 

The IOP of 1 patient in the Drug A group increased to 

moderate severity, which led to discontinuation from the 

study. 

薬剤 A 群の 1 例の眼圧が中等度に上昇し、これが本試験の中止

につながった。 

The laboratory parameters showed improvement relatively 

quickly after the discontinuation of the study drug, resolving 

to Grade 1 or lower mostly in 2 weeks and at latest in one 

month. 

これらの臨床検査パラメータは、治験薬の投与中止後、比較的

速やかに改善し、ほとんどは 2 週間以内に、遅くとも 1 カ月以内に

グレード 1 以下に軽快した。 

The liver function test values went down relatively rapidly 

after study drug discontinuation and recovered to Grade 1 

generally within about 2 weeks or a month at the latest. 

治験薬の投与中止後、肝機能検査値は比較的速やかに低下

し、全般的に約 2 週間以内あるいは遅くとも 1 カ月以内にグレード

1 に回復した。 

The main reasons for discontinuations were progressive 

disease, adverse events, and withdrawal of consent. 

中止の主な理由は、進行性疾患、有害事象、同意撤回であっ

た。 

The majority of discontinuations were due to progressive 

disease. 

投与中止のほとんどは進行性疾患によるものであった。 

The majority of skin reactions generally resolve without 

sequelae following discontinuation of treatment or dose 

adjustments. 

皮膚反応の大多数は一般的に投与中止後又は用量調節後に

後遺症なく回復する。 
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The management of adverse reactions may require dose 

reduction, treatment interruption, or treatment 

discontinuation. 

副作用の治療では、投与量の減量、休薬又は投与中止が必要

になることがある。 

The most common adverse event that led to discontinuation 

was hypersensitivity reactions in 5 subjects. 

投与中止に至った最も多い有害事象は被験者 5 例における過敏

症反応であった。 

The most common primary reason for discontinuation was PD, 

followed by adverse events and death. 

中止の主な理由として最も多かったのが PD で、続いて有害事象

及び死亡であった。 

The most common reason for premature discontinuation was 

loss to follow-up. 

早期中止の理由として最も多かったのが追跡調査不能であった。 

The most frequent adverse events causing discontinuation of 

monotherapy were allergic reaction and dyspnea (3.0% each), 

and asthenia and abdominal pain (2.0% each). 

単独療法の中止の原因となった有害事象のうち最も高頻度に認

められたのはアレルギー反応及び呼吸困難（各 3.0％）並びに無力

症及び腹痛（各 2.0％）であった。 

The most frequent Drug A-related adverse event causing 

discontinuation of Drug A combination therapy in at least 1% 

of patients was anaphylactoid reaction (1.5%); for monotherapy 

the most frequent were allergic reaction (3.0%), dyspnea (2.5%), 

anaphylactoid reaction, rash, asthenia, fever, and chills (all 

1.5%). 

患者の 1％以上において薬剤 A 併用投与の中止の原因となった

薬剤 A に関連した有害事象のうち最も高頻度に認められたのはア

ナフィラキシー様反応（1.5％）であったのに対して、単独投与におい

て最も高頻度であったのはアレルギー反応（3.0％）、呼吸困難

（2.5％）、アナフィラキシー様反応、発疹、無力症、発熱、悪寒

（すべて 1.5％）であった。 

The most frequent reason for the discontinuation of therapy 

was emotional disturbance - mainly depression. 

投与中止の理由として最も多かったのは情動障害（主として抑う

つ）であった。 

The number of adverse events leading to discontinuation of 

the study drug was low and comparable between all treatment 

groups. 

治験薬の投与中止に至った有害事象の数は少なく、すべての投

与群で同等であった。 

The occurrence of an adverse event or clinically significant 

laboratory change or abnormality that, in the judgment of the 

investigator, warrants discontinuation of treatment. 

投与中止を必要とすると治験責任医師が判断した有害事象ある

いは臨床的に問題となる臨床検査値の変動又は異常が発現し

た場合。 

The overall rates of adverse events that occurred while the 

patients were in the study and the rates of serious adverse 

events leading to discontinuation of the study drug or placebo 

did not differ significantly between the study groups. 

患者が本試験に参加している間にあらわれた有害事象の総発現

率及び治験薬又はプラセボの投与中止に至った重篤な有害事象

の発現率は試験群間で有意差がなかった。 

The overall tolerability of Drug A was good, with few 

discontinuations of the study drug and serious adverse 

events. 

全般的に薬剤 A の忍容性は良好で、治験薬の投与中止及び重

篤な有害事象はほとんどなかった。 

The primary endpoint was change in the ABC irritability 

(agitation) subscale score from baseline to the last 

assessment in the double-blind phase (at Week 10 or 

discontinuation). 

二重盲検期における ABC 易刺激性（興奮性）サプスケールスコア

のベースラインから最終評価時（10 週目又は中止時）までの変化

量を主要評価項目とした。 

The primary reasons for discontinuation included adverse 

events and withdrawal of consent. 

中止の主な理由は有害事象及び同意撤回であった。 

The protective effect after discontinuation of Drug A in the この動物モデルでは薬剤 A の投与中止後も保護効果が認めら
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animal model was notable, lasting for up to 2 months. れ、2 カ月後まで持続した。 

The protocol of Study A required the discontinuation of Drug 

A if Grade ≥ 2 eye pain and reduced visual acuity do not 

respond to local treatment and fail to improve to Grade 1 

within 2 weeks from the start of treatment or if the said 

events require systemic treatment. 

試験 A の治験実施計画書は、グレード 2 以上の眼痛及び視力

低下が局所療法で効果を示さず、治療開始から 2 週間以内にグ

レード 1 に改善しない場合、あるいは当該事象が全身療法を必

要とする場合、薬剤 A を投与中止することを規定した。 

The rates of discontinuation were broadly similar among 

subjects classified as hypertensive and those classified as 

non-hypertensive. 

中止率は、高血圧に分類された被験者及び非高血圧に分類さ

れた被験者の両者とも概ね同程度であった。 

The rates of discontinuations due to RA flares decreased 

dose-dependently in subjects treated with Drug A. 

RA フレアに起因する中止率は薬剤 A 投与被験者で用量依存的

に低下した。 

The reason for discontinuation must be recorded in the 

source document and on the CRF. 

中止の理由は原資料及び症例報告書に記録しなければならな

い。 

The reasons for discontinuation are tabulated in Table 1. 中止の理由は表 1 に集計されている。 

The reasons for discontinuation were “hemoglobin value of < 

8.0 g/dL” in 30 subjects, “consent withdrawal” in 10 

subjects, “adverse events” in 6 subjects, “need for 

prohibited concomitant medication/therapy” in 3 subjects, 

“death” in 1 subject, “protocol deviation” in 1 subject, and 

“the discontinuation criteria for the study drug dose 

increase/decrease are met” in 1 subject. 

中止の理由は、「ヘモグロビン値が 8.0g/dL 未満」が 30 例、「同意

撤回」が 10 例、「有害事象」が 6 例、「併用禁止薬・併用禁止療

法が必要」が 3 例、「死亡」が 1 例、「治験実施計画書逸脱」が 1

例、「治験薬の増量・減量の中止基準に該当」が 1 例であった。 

The reasons for discontinuation were “lost to follow-up” and 

“consent withdrawal” in 1 subject each. 

中止の理由は「追跡調査不能」及び「同意撤回」が各 1 例であっ

た。 

The relative risk of discontinuation of the study drug because 

of adverse events was 0.94. 

有害事象による治験薬投与中止の相対リスク《相対危険度》は

0.94 であった。 

The safety data were analyzed for 2 time periods: (a) baseline 

to 7 days after treatment discontinuation; and (b) Day 8 

post-treatment to study completion. 

安全性データは、（a）ベースラインから投与中止後 7 日目まで、

（b）投与終了後 8 日目から試験終了までの 2 つの期間について

解析した。 

The safety interim analysis will look at: deaths during 

treatment, serious adverse events, Grade 3 or 4 adverse 

events, key laboratory abnormalities, clinically notable ECG 

data, and distribution of safety-related reasons for 

discontinuation. 

安全性の中間解析では、投与中の死亡、重篤な有害事象、グ

レード 3 又は 4 の有害事象、主要な臨床検査値異常、臨床的に

特記される心電図データ、安全性に関連する中止理由の分布に

ついて検討する。 

The screening period of up to 5 days will include 

discontinuation of current antipsychotic treatment, performing 

of necessary evaluations, and verification of eligibility for 

entry. 

最長 5 日間のスクリーニング期間には、現在使用している抗精神

病治療薬の中止、必要な診察の実施、組み入れの適格性の確

認が行われる。 

The skin reactions generally resolve without sequelae 

following discontinuation of treatment or recommended dose 

adjustments. 

これらの皮膚反応は一般的に投与中止後又は推奨される用量

調節後に後遺症を残さずに回復する。 
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The subject’s direct bilirubin was 1.1 mg/dL on Day 5, which 

met the > 5x ULN discontinuation criteria for Drug A. 

この被験者の直接ビリルビンは 5 日目に 1.1mg/dL で、これは薬剤

A の投与中止基準である ULN の 5 倍超に該当した。 

There is rising concern that discontinuation of treatment will 

pose substantial disadvantages to patients. 

投与中止により患者に大きな不利益が生じることの懸念が高ま

る。 

There was no rebound effect 5 weeks after abrupt 

discontinuation of therapy. 

急に投与中止してから 5 週後、リバウンドはなかった。 

There were 7 subjects with injection site reactions that led to 

study drug discontinuation, including one subject with biopsy 

proven leukocytoclastic vasculitis. 

生検で証明された白血球核破砕性血管炎の 1 例を含め、治験

薬の投与中止に至った注射部位反応の被験者 7 例がいた。 

There were no adverse events that led to study drug dose 

reduction, suspension of administration, or treatment 

discontinuation with an incidence higher in the Drug A group 

than in the best supportive care group by ≥ 5%. 

ベストサポーティブケア群よりも薬剤 A 群で発現率が 5％以上高

く、治験薬の減量、休薬又は投与中止に至った有害事象はなか

った。 

There were no deaths or adverse events leading to study drug 

discontinuation. 

死亡例又は治験薬の投与中止に至った有害事象はなかった。 

There were no deaths, no serious adverse events, no clinically 

severe adverse events, no dose limiting toxicities (DLTs), no 

adverse events leading to premature study withdrawal, and no 

adverse events leading to premature treatment 

discontinuation. 

死亡や重篤な有害事象、臨床的に重度の有害事象、用量制限

毒性（DLT）、早期の試験中止に至る有害事象、早期の投与中

止に至る有害事象はなかった。 

There were no fatal or serious cardiac disorders, or those 

leading to dose reduction or treatment discontinuation. 

死亡に至った心障害又は重篤な心障害、もしくは減量又は投与

中止に至った心障害はなかった。 

Therefore, investigators will be instructed to be vigilant for 

any signs or symptoms of infection even after study drug 

discontinuation. 

したがって、治験責任医師には、治験薬の投与中止後も感染症

の徴候又は症状について警戒するように指示する《注意喚起す

る》。 

These episodes of rash were rarely severe but occasionally 

led to treatment discontinuation. 

重度皮疹の発現は稀であったが、ときに投与中止に至った。 

These subjects should have posttreatment procedures 

completed at the time of study drug discontinuation. 

これらの被験者は、治験薬の投与中止時に事後検査を終了して

いなければならない。 

These symptoms generally cleared rapidly after 

discontinuation of Drug A, but in some cases persisted. 

これらの症状は一般に薬剤 A の投与中止後に急速に消失した

が、一部の症例では持続した。 

This difference in time on treatment is primarily due to a 

greater number of treatment discontinuations among 

non-responders in the Drug A group. 

この投与の長さの差は、主に薬剤A群のノンレスポンダーに投与中

止件数が多かったためである。 

This effect was promptly reversed after discontinuation of 

treatment. 

この影響は投与中止後に速やかになくなった。 

This may lead to moderate-to-severe adverse events 

requiring dose reduction, temporary dose cessation, or 

discontinuation of therapy. 

このことが、投与量の減量、一時的な投与中止、投与中止を必

要とする中等度ないし重度の有害事象に至ることがある。 
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This phenomenon was observed in a young woman (with no 

history of epilepsy or other organic diseases that may induce 

seizures) 10 days after abrupt discontinuation of long-term 

treatment with mianserin. 

同じ現象が、ミアンセリンの長期投与を急に中止して 10 日後、若

い女性 1 例に認められた（てんかんの既往や発作を誘発するおそ

れがあるその他の器質的疾患の既往なし）。 

This suggests that the beneficial effects of Drug A abate over 

10 weeks following discontinuation of treatment. 

このことから、薬剤 A の有益な効果は投与中止後の 10 週間に減

弱すると考えられる。 

This syndrome is characterized by reversal of symptoms upon 

reduction or discontinuation of immunosuppression. 

この症候群は、免疫抑制を弱めること、又は中止することで症状

が回復することが特徴である。 

Time to treatment failure (TTF) will be measured from the 

date of randomization to the date of discontinuation of study 

drug treatment for any reason as reported by the primary 

physician. 

治療成功期間（TTF）は、ランダム化の当日から主治医報告によ

る治験薬投与中止日（理由を問わない）までとする。 

Time-to-treatment-failure (TTF) is the interval from 

chemotherapy initiation to premature discontinuation. 

治療成功期間（TTF）は、化学療法の開始から途中中止までの

経過時間である。 

To prevent pregnancy, female patients using hormonal 

contraception are advised to use an additional or alternative 

method during treatment and for 4 months following 

discontinuation of Drug A. 

妊娠しないように、ホルモン避妊薬を使用している女性患者には、

薬剤 A の投与中及び投与中止後 4 カ月間は避妊法を追加する

か、別の避妊法を用いるように助言する。 

Tolerability will be assessed by the incidence of adverse 

events leading to study drug discontinuation. 

忍容性は、治験薬の投与中止に至った有害事象の発現率に基

づき評価される。 

Treatment of Drug A overdosage consists of discontinuation 

of the medication together with institution of appropriate 

symptomatic and/or supportive therapy. 

薬剤A過量投与の治療には、本剤の投与を中止するとともに、適

切な対症療法や支持療法を開始する。 

Two hundred sixty-eight patients with RA who were resistant 

to or intolerant of methotrexate and had active disease for at 

least 6 months (mean tender joint count 28.2, mean 

erythrocyte sedimentation rate 46.5 mm/hour) were 

randomized after discontinuation of methotrexate. 

メトトレキサートが無効か、それに不耐性の RA 患者で、活動性

（平均圧痛関節数 28.2、平均赤血球沈降速度 46.5mm/hr）が

少なくとも 6 カ月間続いている患者 268 例をメトトレキサートの投

与中止後にランダム化した。 

Two patients experienced adverse events leading to 

discontinuation from the study. 

患者 2 例が試験中止に至った有害事象を示した。 

Unacceptable toxicity is often the reason for discontinuation 

of treatment. 

許容できない毒性が投与中止の理由であることが多い。 

Usually, symptoms are reversed after dose reduction or 

discontinuation. 

通常、症状は減量後又は投与中止後になくなる。 

Was the primary reason for discontinuation from the 

treatment period of the study “Subject No Longer Meets 

Study Criteria”? 

- Mark “No” or “Yes” as appropriate. 

- If “Yes”, specify the corresponding Inclusion and/or 

Exclusion Criteria that the subject no longer meets. 

試験の投与期間中に中止となった主な理由は「被験者が治験の

基準に適合しなくなったこと」か？ 

- 「いいえ」か「はい」の該当するものにチェックする。 

- 「はい」の場合、被験者が適合しなくなった選択基準・除外基

準を具体的に書く。 

イ
ー

ト
モ



54 

Was the primary reason for discontinuation from the 

treatment period of the study “Subject Request to 

Discontinue Treatment”? 

- Mark “No” or “Yes” as appropriate. 

- If “Yes”, mark “No” or “Yes” as appropriate for each 

question to indicate the reason for discontinuation. 

試験の投与期間中に中止となった主な理由は「被験者による投

与中止の要請」か？ 

-  「いいえ」か「はい」の該当するものにチェックする。 

-  「はい」の場合、各質問につき「いいえ」か「はい」の該当するも

のにチェックして、中止理由を示す。 

Was the primary reason for discontinuation from the 

treatment period of the study an “Adverse Event”? 

- Mark “No” or “Yes” as appropriate. 

- If “Yes”, mark “No” or “Yes” as appropriate for each 

question to indicate the reason for discontinuation. 

試験の投与期間中に中止した主な理由は「有害事象」か？ 

- 「いいえ」か「はい」の該当するものにチェックする。 

- 「はい」の場合、各質問につき「いいえ」か「はい」の該当するもの

にチェックし、中止理由を特定する。 

When notified by the sponsor of discontinuation of the 

development or premature termination or suspension of the 

clinical study, the director of the study site should 

immediately submit a detailed written notification to the 

investigator and the institutional review board (IRB). 

治験依頼者によってこの開発の中止又はこの臨床試験の早期中

止あるいは中断が通知されたとき、治験実施医療機関の長は治

験責任医師及び治験審査委員会（IRB）に対して速やかに詳細

な通知書を提出する。 

When serious adverse events and adverse events leading to 

discontinuation of treatment were examined in terms of the 

types and severity of adverse events and action taken up to 

Day 100, we considered it less likely to encounter any new 

safety concerns after Day 100. 

重篤な有害事象及び投与中止に至った有害事象を有害事象の

種類及び重症度並びに 100 日目までとられた対策《処置》の点で

検討したところ、我々は 100 日目以降に新たな安全性上の懸念

に遭遇する可能性は低いと考えた。 

When treatment was discontinued or dose was adjusted by 

Week 6, the rate of increase in hemoglobin by the time of 

discontinuation or dose adjustment was used. 

6 週目までに投与中止となるか、用量調節が行われた場合、中

止時又は用量調節時までのヘモグロビン上昇率を用いた。 

While skin lesions in monkeys were aggravated with the time 

of treatment, no comparable data are available in humans 

because of a dose reduction or discontinuation of Drug A in 

case of a maintained grade 3 or 4 skin reaction. 

サルの皮膚病変は投与時間の経過とともに悪化したが、ヒトでは

グレード 3 又は 4 の皮膚反応が持続した場合に薬剤 A が減量さ

れるか投与中止となるため、比較可能なデータは得られていない。 

While subjects are on study drug treatment and until 12 weeks 

following the discontinuation of study drug treatment, an 

increase in the average symptomatic burden index (ASBI) of 

10% of the scale breadth (10 mm) from the pretreatment 

baseline found on each of at least two consecutive 

assessments will be deemed as a clinically meaningful 

symptomatic progression. 

被験者に治験薬が投与されている間及び治験薬投与中止から

12 週後まで、平均症状負荷インデックス（ASBI）に投与前ベース

ライン値と比較して連続する 2 回の診察時にスケール長の 10％

（10mm）に相当する増加があった場合、臨床的に意味のある症

状増悪とみなされる。 

Women of childbearing potential should use effective methods 

of contraception during therapy and for 4 months following 

discontinuation of Drug A. 

妊娠可能な女性は、治療期間中及び薬剤 A の投与中止から 4

カ月間、効果的な避妊法を使用しなければならない。 
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haltを使う用例 

A human study of this drug was halted because of encephalitis 

in a few subjects. 

数例の被験者における脳炎のため、本剤のヒト試験は中止され

た。 

Although the difference in event-free survival between the 

two groups did not reach the prespecified stopping boundary, 

the study was halted. 

両群間の無イベント生存期間《無事象生存期間》の差は事前に

決められた中止基準に達しなかったが、本試験は中止となった。 

Based on the recommendation of the committee and the 

notification of regulatory authorities, Company A halted the 

control group of the study. 

当委員会の助言及び規制当局の通達を踏まえて、会社 A は本

試験における対照群の設定を止めた。 

Dose escalation was halted if two or more subjects in a group 

experienced moderate adverse events or if any subject 

experienced a serious adverse event that was possibly or 

definitely related to the study drug. 

いずれかの群で 2 例以上の被験者が中等度の有害事象を示した

場合、あるいは治験薬と「関連しているかもしれない」又は「明らか

に関連あり」の重篤な有害事象を示した被験者がいる場合、用

量漸増を中止した。 

Drug A halts DNA elongation 1-4 bases after incorporation. 薬剤 A は、取り込まれた後、DNA 伸長を 1～4 塩基で停止させ

る。 

Drug A halts or prevents devastating vision loss from the most 

damaging form of age-related macular degeneration. 

薬剤 A は、最も障害性の強い病型である加齢黄斑変性による著

しい視力障害を阻止又は予防する。 

Drug A has potential serious gastrointestinal side effects and 

does not halt the progression of disease. 

薬剤 A で重篤な消化器系副作用が起こるおそれがあり、疾患の

進行を止める効果もない。 

In recent years, smoking among adolescents has increased 

and the decline of adult smoking has slowed to nearly a halt; 

new insights into tobacco dependency are needed to correct 

this situation. 

近年、思春期児の喫煙が増えており、成人の喫煙率低下も鈍

く、ほぼ下げ止まりとなっており、この事態《状況》を改善するにはタ

バコ依存症についての新たな見識が必要である。 

It is not known if prevention measures during childhood can 

halt the progression of disease. 

小児期の予防対策により疾患の進行が止まるかどうかは不明であ

る。 

On the basis of these results, the Data and Safety Monitoring 

Committee recommended that the study be halted and 

unblinded, with eligible patients in the placebo group offered 

treatment with Drug A. 

これらの結果に基づき、データ安全性モニタリング委員会は本試験

を中止して開鍵し、プラセボ群の適格患者には薬剤Aの投与を行

うべきと勧告した。 

Our findings support the use of antiviral therapy to eradicate 

the virus and halt the progression of chronic liver disease. 

我々の所見は、ウイルスを根絶し、慢性肝疾患の進行を止めるた

めに抗ウイルス療法の使用を支持するものである。 

Patients who are early in their disease course can initiate 

treatment with one or more conventional DMARDs or be 

treated more aggressively with a biologic to halt inflammation 

and subsequent structural damage. 

疾患経過が初期の患者に対しては、1 種類又は複数の従来型

DMARD による治療を開始することも、炎症及びその後の構造的

損傷を止めるために生物学的製剤による積極的な治療を行うこと

も可とする。 

Progression to periodontitis can be retarded or halted by 

elimination or reduction of dental plaque by either mechanical 

or chemical means, or both. 

歯周炎への進行は、物理的又は化学的な方法あるいは両方によ

ってプラークを除去するか、減らすことにより、遅らせたり、停止させ

ることができる。 
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The data and safety monitoring board (DSMB) overseeing a 

long-term study of Drug A recommended that the study be 

halted because of an increased risk of serious cardiovascular 

events among patients taking Drug A compared to those 

receiving placebo. 

薬剤 A の長期試験を監視しているデータ安全性モニタリング委員

会（DSMB）から、薬剤 A を服用している患者では重篤な心血管

事象のリスクがプラセボ投与患者よりも高いため、本試験を中止す

べきと勧告した。 

The production lines will grind to a halt if one of its steps is 

faulty. 

これらの生産ラインは、その段階のいずれかに欠陥があれば停止す

る。 

The study was halted one year early after an independent data 

monitoring committee concluded the findings of a prespecified 

interim analysis showed a statistically significant improvement 

in time-to-disease progression in favor of Drug A. 

本試験は、独立データモニタリング委員会が、事前に決められた中

間解析の所見から、病勢進行までの経過時間に薬剤 A の優位

性を示す統計学的に有意な改善が認められたと結論したことを受

けて、1 年間早く中止となった。 

The ultimate aim is to change the natural course of Disease A 

by slowing down or halting its progression, thus avoiding 

surgery or hospitalization. 

最終的な目的は、疾患 A の進行を遅くしたり、進行を止めることよ

り疾患 A の自然経過を変化させ、そうすることで手術や入院を回

避することである。 

There is considerable room for improvement in developing new 

therapies that have the ability to halt the progression of liver 

disease and prevent significant morbidity and mortality. 

肝疾患の進行を止め、重大な体調不良及び死亡を回避すること

ができる新しい治療の開発には大きな改善の余地がある。 

This effect may slow or even halt the progression of the 

disease. 

この作用によって疾患の進行が遅くなり、進行が止まることもある。 
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interruptを使う用例 

A higher discontinuation rate due to adverse events was 

observed in the Drug A group as well as a higher incidence of 

adverse events requiring dose adjustment/interruption. 

薬剤 A 群では用量調節又は投与中断を必要とした有害事象の

発現率が比較的高かっただけではなく、有害事象に起因する投

与中止率も比較的高かった。 

Action taken (no action taken; study drug dosage 

adjusted/temporarily interrupted; study drug permanently 

discontinued due to this adverse event; concomitant 

medication taken; non-drug therapy given; 

hospitalization/prolonged hospitalization) 

処置（無処置、治験薬の用量調節又は一時的な投与中断、当

該有害事象による治験薬の完全な投与中止、併用薬の投与、

非薬物治療の実施、入院又は入院期間の延長） 

Administration of Drug A should be interrupted and 

subsequent doses reduced if severe diarrhea occurs. 

重度の下痢が起こったならば、薬剤 A の投与を中断し、その後の

投与量を減量する。 

Adverse events related to therapy with Drug A were mild to 

moderate in intensity, resolved without treatment, and did not 

interrupt continuing subject participation in the clinical 

studies. 

薬剤 A の投与に関連する有害事象は軽度ないし中等度で、無

治療で回復し、これらの臨床試験への被験者の継続参加に支障

を来たすものではなかった。 

After the alarm is turned off, correct the cause of treatment 

interruption and make sure the blood pump is reactivated 

when the treatment is resumed. 

アラーム消音後は、治療中断の原因を取り除き、治療の再開と血

液ポンプの再開を確認しましょう。 

All patients remained without interruption on their assigned 

treatment except for one patient with a CK elevation who 

discontinued prematurely. 

早期中止となった CK 高値の患者 1 例を除いて、すべての患者に

対して割り付けられた治療が中断なく続けられた。 

All toxicities were reversible with dose reductions or 

treatment interruptions. 

すべての毒性は減量又は投与中断で回復した。 

Although the rate of dose reductions and interruptions due to 

adverse events was higher in the Drug A group compared with 

the Drug B group, these events did not lead to an increased 

rate of permanent discontinuation of study drug in the Drug A 

group. 

有害事象に起因する投与量減量及び投与中断の比率は薬剤 A

群で薬剤 B 群と比較して高かったが、これらの事象により薬剤 A

群において治験薬の完全な投与中止につながる比率が高くなるこ

とはなかった。 

Any laboratory result leading to an interruption or dose 

modification of study drug administration will be considered as 

an untoward medical occurrence and therefore has to be 

documented as an adverse event as outlined above. 

治験薬の投与中断又は用量変更につながった臨床検査値は好

ましくない医療上の出来事とみなされることから、上述したように有

害事象として記録する。 

Any other study drug dose adjustments and/or interruptions 

are not permitted. 

その他のいかなる治験薬の用量調節及び投与中断又はいずれか

一方も許可しない。 

Because circulatory collapse and circulatory disturbance, 

convulsion, spasm, syncope, mucosal reddening, and decrease 

in locomotor activity were noted in 2 males, doses were 

interrupted on Days 70 to 75 and Day 80. 

雄 2 匹で循環虚脱及び循環障害、痙攣､攣縮､失神､粘膜の赤

色化､自発運動低下が認められたことから、投与を 70～75 日目

及び 80 日目に中断した。 

Bilirubin elevations usually occurred within the first 1 to 2 

weeks of treatment, were reversible, and infrequently resulted 

通常、ビリルビン高値は投与開始から 1～2 週間以内に発現し、

可逆的で、短期の投与中断又は投与量減量に至ることは稀であ
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in brief dose interruptions and/or dose reductions. った。 

Criteria for interruption and re-initiation of Drug A treatment 

are outlined in Table 1. 

薬剤 A 投与の中断及び再開の基準について概略を表 1 に示す。 

Criteria for premature termination or interruption shall be as 

follows: …. 

早期中止又は中断に関する基準を以下に示す。 

Dose interruption/resumption criteria 休薬・再開基準 

Drug A dose interruptions and/or modifications should be 

implemented according to the guidelines given in Tables 6 and 

7. 

薬剤 A の投与中断又は用量変更は表 6 及び表 7 に示すガイド

ラインに従って実行する。 

Drug A should be interrupted in patients who have a decrease 

of > 10% in left ventricular ejection fraction (LVEF) compared 

to baseline. 

左室駆出率（LVEF）がベースラインと比較して 10％超低下した患

者では薬剤 A の投与を中断する。 

Drug A should be interrupted in patients with significantly 

elevated serum creatinine. 

血清クレアチニンが著しく高い患者では薬剤 A の投与を中断す

る。 

Drug A was interrupted in 10.0% of the patients. これらの患者の 10.0％で薬剤 A 投与が中断となった。 

Fluid retention was usually managed with diuretics and/or 

dose reduction, or with temporary treatment interruption. 

通常、体液貯留には利尿薬の投与又は投与量の減量、あるい

は一時的な投与中断で対処した。 

Grade 2 or 3 diarrhea 

- Drug A should be interrupted until the diarrhea resolves or 

decreases in intensity to grade 1. 

グレード 2 又は 3 の下痢 

- 下痢が回復するかグレード 1 に軽減するまで薬剤 A 投与を中

断する。 

Grade 3 neutropenic episode 

- Drug A treatment continues at the discretion of the 

investigator. 

- However, the subject should be closely monitored, and 

administration of Drug A should be interrupted if any grade 2 

clinical event (e.g., diarrhea, stomatitis, fever) coincides with 

the grade 3 neutropenic episode. 

グレード 3 の好中球減少 

- 治験責任医師の判断で薬剤 A 投与を継続する。 

- ただし、被験者を慎重に経過観察し、グレード 3 の好中球減少

にグレード 2 の臨床事象（下痢、口内炎、発熱など）が併発した

場合は薬剤 A 投与を中断する。 

However, interruption of either one or both of the study drugs 

will remain at the discretion of the investigator based on 

available safety data for these drugs. 

しかし，これらの治験薬のどちらか一方又は両方の投与を中断す

るかどうかは、これらの薬剤について得られている安全性データに基

づく治験責任医師の判断に委ねられる。 

If a patient experienced a grade 3 skin toxicity, Drug A therapy 

was to be interrupted for up to 2 consecutive infusions. 

グレード 3 の皮膚毒性を示した患者にについては、薬剤 A の点滴

静注を最大で連続 2 回中断することとした。 

If Drug A and/or cisplatin treatment is interrupted during the 

actual infusion, the study staff will estimate the percentage of 

the dose received by the subject and document it in the CRF. 

薬剤 A 又はシスプラチンの投与を点滴静注中に中断したならば、

治験スタッフが被験者に投与した用量の割合を推定し、症例報

告書に記録する。 

If hemoglobin decreases to < 11.0 g/dL during interruption, 

resume treatment at a dose 1 step lower than the 

pre-interruption dose. 

休薬中、ヘモグロビンが 11.0g/dL 未満に低下したならば、休薬前

の投与量よりも 1 段階減量して投与を再開する。 
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If more than 3 interruption start/end dates occurred since the 

last data collection, use a Study Medication Supplemental 

Page to record additional dates. 

前回のデータ収集から中断の開始日・終了日が 3 回よりも多い場

合、追加分の日付の記録には「治験薬の追加ページ」を使用す

る。 

If symptoms are moderate, consideration should be given to 

interruption of therapy until symptoms improve. 

症状が中等度ならば、症状が改善するまで治療の中断を考慮す

る。 

If the administration of Drug A is interrupted due to 

unacceptable toxicities, see Section 1 for the required 

frequency of evaluations. 

薬剤 A の投与が許容できない毒性のために中断となったならば、

必要とされる診察の頻度については第 1 項を参照のこと。 

If the hemoglobin level approaches or exceeds 11 g/dL, 

reduce or interrupt the dose of Drug A. 

ヘモグロビン値が 11g/dL に近づくか、11g/dL を超えたならば、薬

剤 A の投与量を減量するか、投与を中断する。 

If the pre-interruption dose is 10 µg, resume at 10 µg. 休薬前の用量が 10µg である場合、10µg で再開する。 

If toxicities occur necessitating interruption of oral Drug A 

dosing, …. 

薬剤 A の経口投与の中断を必要とする毒性が起こったならば、

～。 

In addition, Drug A treatment may be temporarily interrupted 

to permit local therapy for CNS metastases. 

また、薬剤 A の投与は、中枢神経系の転移に対する局所治療が

行えるように一時的に中断することができる。 

In most cases, the rash was mild, easily manageable with 

antihistamines and/or topical steroids, and gradually subsided 

without interrupting therapy. 

ほとんどの症例で発疹は軽度で、抗ヒスタミン薬又はステロイド外

用剤で容易に対処可能であり、投与を中断することなく徐々に消

失した。 

In patients for whom it becomes necessary to reduce or 

interrupt the Drug A dose, the investigator should consider 

increasing the dose of corticosteroids or permanently 

discontinuing Drug A and starting a standard of care. 

薬剤 A の減量又は投与中断が必要になった患者では、治験責

任医師は副腎皮質ステロイドの投与量を増量すること、あるいは

薬剤 A の投与を完全に中止し、標準治療を開始することを考慮

する。 

In some cases, use of Drug A may need to be interrupted to 

adequately control the infection. 

一部の症例では、感染症を十分にコントロールするため、薬剤 A

の使用中断が必要になることがある。 

In the case of suspected or confirmed serious infection, study 

drug interruption should be considered. 

重篤な感染症が疑われるか、あるいは確認された場合、治験薬

の投与中断を考慮する。 

In the event of acute onset or worsening pulmonary 

symptoms, Drug A therapy should be interrupted. 

肺症状の急激な発現又は悪化があった場合には、薬剤 A の投与

を中断する。 

Interrupt doses if hemoglobin is>12.5 g/dL. ヘモグロビンが 12.5g/dL 超の場合は休薬する。 

Interrupt therapy until toxicity is Grade 0-1 and reduce by one 

dose level when resuming therapy. 

毒性がグレード 0～1 になるまで投与を中断し、投与を再開すると

きには投与量を 1 段階減量する。 

Interruption of Bcr-Abl signaling cascades in leukemic cells 

with Drug A ultimately leads to decreased cell proliferation 

and promotion of apoptosis. 

薬剤 A による白血病細胞の Bcr-Abl シグナル伝達カスケードの中

断は、最終的に細胞増殖の抑制及びアポトーシスの促進につな

がる。 

It is not possible to interrupt the chain reaction that damages 

cells. 

細胞を損傷するこの連鎖反応を阻止するのは不可能である。 

It is recommended that study drug treatment should be 

interrupted for at least 2 weeks before surgery. 

治験薬投与は術前に少なくとも 2 週間中断することが望ましい。 イ
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It will be stated in the package insert that patients should be 

closely monitored after initiating treatment with Drug A and if 

shortness of breath/dyspnoea or dry cough occurs, imaging 

studies such as chest X-ray or an appropriate work-up etc. 

should be performed and the dose should be reduced, the drug 

should be interrupted or discontinued, or other appropriate 

therapeutic measures should be taken, as needed. 

薬剤 A の投与開始後は患者を詳しく経過観察し、息切れ・呼吸

困難又は乾性咳嗽が発現したならば、胸部 X 線検査のような画

像検査や適切な精密検査等を行い、必要に応じて投与量の減

量、休薬又は投与中止等の適切な処置を行う旨を添付文書に

記載する予定である。 

Liver function test abnormalities of Grade 3 or greater 

severity may be clinically manageable by appropriate 

measures following discontinuation or interruption of Drug A. 

グレード 3 以上の肝機能検査値異常は、薬剤 A の投与中止後

又は投与中断後、適切な処置によって臨床的に管理可能と考え

られる。 

Mild dizziness is common and will usually resolve without 

interruption of treatment. 

軽度の浮動性めまいはよくあることで、通常、投与中断することなく

回復する。 

Most patients were able to resume therapy following a 

treatment interruption due to rash. 

ほとんどの患者では、皮疹のために投与中断後、治療を再開する

ことができた。 

Non-infectious pneumonitis is frequently of mild intensity and 

resolves once the study drug is interrupted. 

非感染性肺炎は、多くの場合、軽度で、治験薬の投与を中断す

ると回復する。 

Occurrence of rash after 1 month of therapy is uncommon. 1 カ月間の治療後に皮疹が起こることは少ない。 

Of the 4 patients who resumed Drug A at 1.0 mg, 2 had their 

dose increased to 2.0 mg and remained on 2.0 mg until the end 

of the study, 1 patient interrupted treatment again and then 

discontinued treatment, and only 1 patient remained on 1.0 mg 

Drug A until the end of the study. 

1.0mg で薬剤 A の投与を再開したこれらの患者 4 例のうち、2 例で

は投与量が 2.0mg に増量されて本試験の終了時まで 2.0mg で推

移し、1 例では再び投与中断となって、その後、投与中止となり、1

例でのみ本試験の終了時まで薬剤 A 1.0mg で推移した。 

Of the 5000 patients, 20.0% used Drug A without interruption 

for more than one year. 

これらの患者 5000 例のうち、中断期間が 1 年間を超えずに薬剤

A が使用されたのは 20.0％であった。 

Only a brief and mild attack was observed after a short period 

of interruption of treatment. 

短期間の投与中断後には短時間かつ軽度の発作が認められた

にすぎなかった。 

Patients who had a hemoglobin value of ≥ 10.0 g/dL during 

erythropoiesis-stimulating agent treatment, and a hemoglobin 

value of < 9.5 g/dL after interruption of 

erythropoiesis-stimulating agent therapy 

造血薬投与中のヘモグロビン値が 10.0g/dL 以上で、造血薬の休

薬後にヘモグロビン値が 9.5g/dL 未満にとなった患者。 

Patients whose treatment is interrupted or permanently 

discontinued due to a study-related adverse event or 

abnormal laboratory value must be followed up at least once a 

week until resolution or stabilization of the event. 

試験に関連した有害事象又は臨床検査値異常のために投与が

中断されたか、完全に中止された患者については、当該事象の回

復又は安定化まで、少なくとも週 1 回、追跡調査しなければなら

ない。 

Please inform your study doctor or study staff if you decide to 

interrupt or stop participation in the study. 

本試験への参加を中断又は中止することを決めたならば、治験担

当医師又は治験スタッフに知らせてください。 

Point mutations that interrupt the reading frame were 

detected in two out of eight high-level resistant isolates. 

このリーディングフレーム《読み枠》を阻害する点変異は高レベル耐

性の分離菌 8 種のうち 2 種に検出された。 

Recommended dosage modifications for dose interruption, 

dosage reduction, discontinuation of therapy at the onset of 

副作用の発現時における休薬、減量、投与中止に係る用量変

更の目安。 
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adverse reactions. 

Record the appropriate action. "Interrupted" means drug 

therapy has temporarily ceased and is expected to be 

reintroduced. "Discontinued" means drug therapy will not be 

reintroduced. 

該当する対応を記録する。「中断」とは、薬剤の投与を一時的に

中止しているが、再開が予定されている場合を指す。「中止」と

は、薬剤の投与を再開しない場合を指す。 

Relapses occurred in 4 patients and in 2 of the patients the 

relapse coincided with an interruption of treatment. 

再燃は患者 4 例に起こり、そのうち 2 例における再燃は投与中断

と同時に起こった。 

Severe reactions require immediate interruption of the Drug A 

infusion. 

重度の反応では、薬剤 A の点滴静注を直ちに中断する必要があ

る。 

Study drug treatment may be temporarily interrupted for 

reasons such as adverse events. 

治験薬の投与は、有害事象のような理由で一時的に中断するこ

とができる。 

Subjects experiencing adverse events that cause interruption 

or discontinuation of the study drug should receive follow-up 

as appropriate. 

治験薬の投与中断又は投与中止の原因となった有害事象を示

した被験者は、適宜追跡調査を受ける。 

Subjects should be informed of the need to interrupt 

treatment immediately if moderate to worse toxicity occurs 

and to contact the study site. 

被験者には、中等度以上の毒性が発現したならば直ちに投与を

中断し、治験実施医療機関に連絡する必要があることを説明す

る。 

Table 1 outlines the recommended follow-up for adverse 

events and criteria for interruption and re-initiation of Drug A 

treatment. 

表 1 には、有害事象について推奨される追跡調査並びに薬剤 A

の投与中断及び投与再開に関する基準について概略を示す。 

Temporary treatment interruptions were required in 40% of 

patients. 

患者の 40％では一時的な投与中断が必要であった。 

Ten subjects discontinued study drug treatment; common 

reasons for discontinuation were treatment interruption for ≥ 

7 consecutive days in 4 subjects and inadequate response in 3 

subjects. 

10 例の被験者が治験薬投与中止となった。中止の理由として多

かったのが連続 7 日以上の休薬が 4 例、効果不十分が 3 例であ

った。 

The approved dosing regimen is 100 mg/m2 weekly for 3 to 4 

consecutive weeks followed by a 2-week treatment 

interruption. 

承認された用法・用量は、100mg/m2 を週 1 回で連続 3～4 週間

投与した後、2 週間の休薬期間を設けるというものである。 

The circumstances surrounding the interruption of study drug 

treatment must be discussed with the monitor. 

この治験薬の投与中断を取り巻く状況はモニターと協議することと

する。 

The interrupted suture is the most commonly used technique 

in wound closure. 

断続縫合は創傷の閉鎖で最も多く用いられる技術である。 

The management of adverse reactions may require dose 

reduction, treatment interruption, or treatment 

discontinuation. 

副作用の治療では、投与量の減量、休薬又は投与中止が必要

になることがある。 

The marketers have set up a patient registration system to 

ensure uninterrupted product availability to current patients. 

これらの販売業者は、患者への製品供給が途切れないように患

者登録制度を設定している。 
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The patient was diagnosed with Grade 2 dehydration and 

treated with intravenous saline in addition to interruption of 

glyburide and insulin. 

当患者はグレード 2 の脱水症と診断され、グリブリド及びインスリン

の投与中断に加えて、生理食塩液の静脈内投与で治療された。 

The skin was closed with interrupted sutures <<knotted 

suture>> of 000 silk. 

皮膚は 000 シルクによる断続縫合《結節縫合》で閉鎖した。 

The study drug administration was temporarily interrupted due 

to the event. 

治験薬の投与はこの事象のために一時的に中断された。 

The study drug interruption gave no effects too. 治験薬の投与中断でも効果はなかった。 

The temporary interruption of blood flow in the parent artery 

increases the risk of local and distal thromboembolism 

親動脈における血流の一時的な中断により、局所及び遠位にお

ける血栓性塞栓のリスクが高くなる。 

The time of study drug treatment interruption before and after 

(if study treatment restart is indicated) surgery is at the 

discretion of the investigator according to the actual extent of 

the surgical procedure. 

術前及び術後における治験薬の休薬期間は（治験薬の投与再

開が必要な場合）、手術の実際の程度に応じて治験責任医師が

判断する。 

Therapy should be interrupted if the patient’s temperature is 

≥ 38.5ºC. 

患者の体温が 38.5ºC 以上であるならば、治療を中断する。 

These side effects subsided without interruption of treatment. これらの副作用は投与を中断することなく鎮静化した。 

Transaminase elevations were manageable with dose 

interruption or dose reduction. 

トランスアミナーゼ上昇は投与の中断又は投与量の減量で対処

可能であった。 

Treatment with the study drug may be interrupted for any of 

the following reasons: …. 

以下のいずれかの理由で治験薬の投与を中断することができる。 

Upon interruption of the vacuum, the distillate is immediately 

diluted with an equal volume of freshly boiled demineralized 

distilled water by slow addition of the latter to the 

magnetically stirred distillate under a stream of nitrogen. 

真空の解除後、この蒸留液を新たに煮沸した同量の脱灰蒸留水

ですぐに希釈する。その際、窒素気流下で、マグネチックスターラー

で撹拌した蒸留液に前記の蒸留水を緩やかに加える。 

Was the study drug interrupted for more than 2 consecutive 

doses? 

- Mark “No” or “Yes” as appropriate. 

- If “Yes”, record the interruption start and end dates. 

- If “Yes”, record the reason for Dose interruption utilizing 

the codes provided. 

治験薬は 3 回以上連続して投与中断となったか？ 

- 「いいえ」か「はい」の該当するものにチェックする。 

- 「はい」の場合、中断の開始日と終了日を記録する。 

- 「はい」の場合、表示されるコードを用いて投与中断の理由を記

録する。 

With some concomitant bacterial skin diseases (e.g., impetigo), 

the investigator is asked to interrupt treatment with the study 

drug at the affected area until the condition has resolved. 

細菌性の皮膚疾患（膿痂疹など）が合併しているとき、治験責任

医師には病状が回復するまで患部に対する治験薬の投与を中断

するよう依頼する。 

With the exception of the infusion stopped due to 

extravasation, all infusions of the study drug were completed 

without interruption. 

血管外漏出のために中止となった点滴静注を除いて、治験薬の

すべての点滴静注は中断されることなく終了した。 

With the second and third occurrences of grade 3 skin toxicity, 

Drug A therapy was again to be interrupted for up to 2 

consecutive weeks with concomitant dose reductions to 200 

グレード 3 皮膚毒性の 2 回目及び 3 回目の発現時には、薬剤 A

の投与を再び最大連続 2 週間中断することとし、同時にそれぞれ

200mg/m2 及び 150mg/m2 に投与量を減量した。 
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mg/m2 and 150 mg/m2, respectively. 
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pauseを使う用例 

Enrollment in the study will pause after the sixth patient has 

been enrolled. 

6 番目の患者が組み入れられた後、本試験への組み入れが休止

となる。 

If withdrawal symptoms arise, it may be necessary to pause 

the taper for a period of time or raise the dose of the opioid 

analgesic to the previous dose, and then proceed with a 

slower taper. 

離脱症状があらわれたならば、漸減をしばらく休止するか、オピオイ

ド鎮痛薬の用量を以前の用量まで増量し、その後は以前よりも遅

いスピードで漸減を進める。 

Many express their loneliness in their climacteric age 

<<menopause>>, and they often tend to eat too much. 

多くの人が更年期に孤独感を示し、食べ過ぎの傾向が多くみられ

る。 

No high-grade sinus pauses, > 3 sec, were detected in Drug 

A-treated subjects. 

薬剤Aが投与された被験者に 3秒を超える高度の洞停止は検出

されなかった。 

Shortly after the surgical incision, the pulse rate suddenly 

dropped from 45 to 20 bpm with the ECG showing a sinus 

node pacemaker pause/arrest. 

この切開術の直後、脈拍数が 45bpm から急に 20bpm に低下し、

心電図は洞結節ペースメーカーの休止・停止を示した。 
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stopを使う用例 

 

対訳数が多すぎるので省略します。 
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suspendを使う用例 

Animals were housed individually in suspended, wire-mesh, 

stainless steel cages. 

動物は懸垂式ステンレス金網ケージに個別収容した。 

Drug A should be suspended when creatinine clearance 

decreases to < 15 mL/min. 

クレアチニンクリアランスが 15mL/分未満に低下した場合、薬剤 A

の投与を中断する。 

Each animal was examined for reduced resistance to lateral 

push (score, 4), open field circling (score, 3), and shoulder 

adduction (score, 2) or contralateral forelimb flexion (score, 1) 

when held by the tail and suspended approximately 0.5 m 

above the floor. 

各動物は、尾をつかんで床上約 0.5 メートルに吊り下げたとき、横

から押す行為に対する抵抗性が減弱している状態（スコア 4）、オ

ープンフィールド旋回（スコア 3）、肩の内転（スコア 2）、一側の前肢

の屈曲（スコア 1）について検査した。 

Enrollment in the study was suspended as a precautionary 

measure in light of the mortality imbalance observed in a 

similar study of catheter-related bloodstream infections. 

カテーテル関連血流感染の同様の試験において死亡率の不均衡

が認められたことから、予防策として本試験への組み入れを中断し

た。 

For business reasons, it was determined to suspend further 

development of the RP indication and to focus on AMD. 

経営上の理由から、RP を適応症とするさらなる開発を中止し、

AMD に集中することが決定された。 

For endocrine disorders, suspend treatment until symptoms 

resolve. 

内分泌障害については、症状が回復するまで投与を中断する。 

I understand that I may terminate or suspend enrollment of 

the study at any time if it becomes necessary to protect the 

best interests of the study subjects. 

私は、被験者の最大の利益を保護することが必要になったならば

いつでも、本試験の組み入れを中止または中断できることを理解

しています。 

If any of the following adverse events with a suspected causal 

relationship with Drug A (adverse drug reactions) occurs, 

treatment with Drug A should be suspended until resolution: 

… 

薬剤 A との因果関係が疑われる以下の有害事象（副作用）のい

ずれかが発現したならば、回復するまで薬剤 A の投与を中断す

る。 

If the dose of corticosteroids is increased, Drug A should be 

suspended transiently. 

副腎皮質ステロイドの投与量を増量するならば、薬剤 A の投与を

一時的に中断する。 

In case of new findings in the MRI images suspicious of 

progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), Drug A 

should be suspended. 

MRI 画像に進行性多巣性白質脳症（PML）が疑われる新たな所

見が認められたならば、薬剤 A の投与を中断する。 

In the event of adverse reactions, treatment should be 

suspended or discontinued according to the following criteria: 

… 

副作用の場合には、以下の基準に従って投与を中断又は中止す

る。 

Patients who experience grade 3 thrombocytopenia prior to 

Day 10 of a cycle or grade 4 thrombocytopenia at any time 

during the cycle should have dosing suspended until the 

platelet count is > 75,000/mm3 and then resume dosing at the 

next lower dose. 

各クールの 10 日目までにグレード 3 の血小板減少症を示すか、当

該クールのいずれかの時点にグレード 4 の血小板減少症を示した

患者については、血小板数が 75000/mm3 を越えるまで投与を中

断し、その後、 一段低い用量で投与を再開する。 イ
ー
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Pay attention to the direction for insertion when inserting the 

tip of the tube in the thorax so that it will not damage organs 

and tissues! Insert with caution, and if there are any 

abnormalities, it is important to suspend the insertion process 

and check for the presence/absence of complications. 

臓器や組織を損傷しないように、チューブ先端を胸腔に挿入したら

挿入方向に注意しましょう！また、慎重に挿入し、違和感が確認

されたら、挿入操作を中断、異常の有無を確認することも重要で

す。 

Suspend treatment until the event resolves to Grade ≤ 1 or 

baseline. 

当該事象がグレード 1 以下又はベースラインに回復するまで投与

を中断する。 

The administration of Drug A should be suspended in case of 

Grade 2 adverse events (excluding endocrine or skin 

disorders), Grade 3 skin disorders, or symptomatic endocrine 

disorders. 

グレード 2 の有害事象（内分泌障害又は皮膚障害を除く）、グレ

ード 3 の皮膚障害、有症状の内分泌障害が発現した場合、薬剤

A の投与を中断する。 

The animals were housed individually (except during 

cohabitation and lactation) in suspended stainless steel cages. 

これらの動物は懸垂式ステンレス製ケージに個別収容した（同居

期間及び授乳期間を除く）。 

The animals were housed three to a cage in suspended 

moulded polypropylene cages. 

これらの動物は懸垂式の一体成形ポリプロピレンケージにケージあ

たり 3 匹ずつ収容した。 

The sponsor will provide to the medical expert any relevant 

safety, efficacy, or other available information that may justify 

the need for terminating or suspending the study. 

治験依頼者は、試験を中止又は中断する必要性の根拠となる

安全性情報、有効性情報、その他の入手可能な情報を医学専

門家に提供する。 

The study was suspended after the first patient experienced 

an adverse event. 

本試験は、最初の患者が有害事象を示した後、中断となった。 

The study was suspended owing to the serious adverse 

events, and no further tests were performed for research 

purposes. 

本試験はこれらの重篤な有害事象のために中断となり、研究目

的にこれ以上の検査は行われなかった。 

These manufacturers are ordered to suspend their business. これらの製造業者には業務停止命令が出される。 

Treatment with Drug A is suspended in case of the following 

adverse events: (1) Grade 2 skin-related adverse events or 

Grade 3 skin disorders for which a causal relationship to Drug 

A cannot be ruled out; or (2) Non-skin-related adverse events 

of Grade 2 or acceptable Grade 3 adverse events for which a 

causal relationship to Drug A cannot be ruled out. 

薬剤 A の投与は、以下の有害事象、すなわち、（1）薬剤 A との因

果関係が否定できないグレード 2 の皮膚関連有害事象又はグレ

ード 3 の皮膚障害、あるいは（2）グレード 2 の非皮膚関連有害事

象又は薬剤 A との因果関係が否定できない許容できるグレード 3

の有害事象が認められた場合に中断する。 

Treatment with Drug A should be suspended when creatinine 

clearance has decreased to ˂ 15 mL/min or ≤ 50% from 

baseline, or to a level requiring dialysis. 

クレアチニンクリアランスが 15mL/分未満又はベースラインの 50％

以下に低下するか、透析を必要とするレベルに低下した場合、薬

剤 A の投与を中断する。 

Vaccinations are permitted, but treatment at the vaccination 

site with the study drug should be suspended for as long as 

vaccination site reaction is evident. 

ワクチン接種は許可するが、ワクチン接種部位の反応がみられる

限り、ワクチン接種部位に対する治験薬の投与は中断することと

する。 
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suspensionを使う用例 

A gastrointestinal disorder (diarrhea) led to the suspension of 

administration in 1 of 20 patients (5.0%). 

患者 20 例のうち 1 例（5.0％）において消化管障害（下痢）が投与

中断につながった。 

business suspension and cancellation 業務停止及び取り消し 

Criteria for dose suspension, reduction, or discontinuation of 

Drug A following the occurrence of an adverse event. 

有害事象が発現したときの薬剤 A の休薬、減量、中止の基準

《目安》。 

If an adverse drug reaction recurs causing another dose 

suspension, treatment should be resumed at a reduced dose 

or discontinued according to the table below. 

副作用が再発し、再び投与中断《休薬》となったならば、下表を

目安に減量して投与を再開するか、投与を中止する。 

In Study A, cardiac disorders led to the suspension of 

treatment with Drug A in 1 of 40 subjects (2.5%) in the 20 

mg/m2 group. 

試験 A では、心障害のために 20mg/m2 群の 40 例のうち 1 例

（2.5％）で薬剤 A の投与中断となった。 

In Study A, no serious skin disorders occurred, and no skin 

disorders led to the discontinuation or suspension of 

treatment. 

試験 A では、重篤な皮膚障害は発現せず、投与中止又は投与

中断に至った皮膚障害もなかった。 

In the event of premature termination or suspension of the 

clinical study, the investigator should immediately notify 

subjects, provide appropriate treatment, and perform 

post-study processing. 

この臨床試験が早期中止又は中断となった場合には、治験責任

医師は被験者に速やかに通知し、適切な治療を行うとともに、事

後処理を実施する。 

In the event that the study would be considered for 

termination, the sponsor was to consult with the medical 

expert prior to any decision regarding continuation or 

suspension/termination of the study. 

本試験の中止を考慮する場合には、治験依頼者は本試験の継

続あるいは中断・中止に関する決定の前に医学専門家と相談す

ることとした。 

No marketing authorization withdrawal or suspension, no 

failure to obtain marketing authorization renewal, no 

restrictions on distribution, and no clinical trial suspension for 

safety reasons occurred as per the latest Periodic Safety 

Update Report (PSUR). 

最新の定期的安全性最新報告（PSUR）によると、安全性の理

由で製造販売承認の取り下げ又は停止、製造販売承認の更新

不可、販売上の制限、臨床試験の打ち切りはなかった。 

The “Precautions for Dosage and Administration” section 

should provide the criteria for the suspension and resumption 

of Drug A for patients with creatinine clearance decreasing to 

< 15 mL/min following administration of Drug A, as 

recommended dose modification of Drug A based on 

creatinine clearance. 

「用法・用量に関連する使用上の注意」の項には、クレアチニンクリ

アランスに基づく薬剤 A の用量調節の目安として、薬剤 A 投与後

にクレアチニンクリアランスが 15mL/分未満に低下した患者につい

ての薬剤 A の休薬基準及び投与再開基準を設定する。 

The criteria for dose suspension in relation to creatinine 

clearance were specified as follows: … 

クレアチニンクリアランスに関連する休薬基準が以下のように設定さ

れた。 

The criteria for dose suspension of Drug A due to decreased 

creatinine clearance to < 15 mL/min following treatment with 

Drug A and subsequent dose resumption should be 

communicated through the “Precautions for Dosage and 

薬剤A投与後にクレアチニンクリアランスが 15mL/分未満に低下し

たときの薬剤 A の休薬基準並びにその後の投与再開基準は、

「用法・用量に関連する使用上の注意」の項を通じて医療従事

者《医療現場》に通知する。 
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Administration” section. 

The suspension of treatment should be continued until the 

events improve to Grade ≤ 1 or the baseline level. 

投与中断は、これらの事象がグレード 1 以下又はベースラインレベ

ルに改善するまで継続する。 

The termination or suspension of this study will be decided by 

the sponsor, taking in consideration the advice given by the 

medical expert. 

本試験の中止又は中断は、医学専門家による助言を考慮に入

れて、治験依頼者が決定する。 

There were no adverse events that led to study drug dose 

reduction, suspension of administration, or treatment 

discontinuation with an incidence higher in the Drug A group 

than in the best supportive care group by ≥ 5%. 

ベストサポーティブケア群よりも薬剤 A 群で発現率が 5％以上高

く、治験薬の減量、投与中断《休薬》又は投与中止に至った有

害事象はなかった。 

When a catheter is not used for a certain period of time for 

reasons such as suspension of drug therapy, be sure to check 

the catheter periodically to confirm there are no abnormalities 

such as damage. Catheters should also be checked before 

resuming use. 

休薬等のためカテーテルを一定期間使用しない場合は、カテーテ

ルに損傷等の異常がないことを定期的に確認し、使用再開前に

も確認してください。 

When notified by the sponsor of discontinuation of the 

development or premature termination or suspension of the 

clinical study, the director of the study site should 

immediately submit a detailed written notification to the 

investigator and the institutional review board (IRB). 

治験依頼者によってこの開発の中止又はこの臨床試験の早期中

止あるいは中断が通知されたとき、治験実施医療機関の長は治

験責任医師及び治験審査委員会（IRB）に対して速やかに詳細

な通知書を提出する。 
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terminateを使う用例 

A decision was made to prematurely terminate the study 

enrollment due to low subject enrollment. 

被験者の組み入れが少なかったため、本試験への組み入れを早

期に終了する決定がなされた。 

Archive all documents, and then terminate this process. すべての文書を保管した後、このプロセスを終了する。 

As the clinical development of the iv route of Drug A 

administration in rheumatoid arthritis was no longer pursued, 

this extension study was prematurely terminated by the 

sponsor. 

関節リウマチにおける薬剤 A の静脈内投与についての臨床開発は

続けられていないので、この継続試験は治験依頼者によって早期

に終了とされた。 

Drug A and a prostaglandin have been used successfully to 

terminate pregnancy in Europe and China. 

薬剤 A とプロスタグランジンはヨーロッパと中国において妊娠中絶に

用いられ、成果を出している。 

I understand that I may terminate or suspend enrollment of 

the study at any time if it becomes necessary to protect the 

best interests of the study subjects. 

私は、被験者の最大の利益を保護することが必要になったならば

いつでも、本試験の組み入れを終了または中断できることを理解

しています。 

If chemotherapy is completely terminated for toxicity, Drug A 

may be continued as monotherapy in Group A. 

毒性のために化学療法が完全に終了となっても、A 群では薬剤 A

を引き続き単独投与することができる。 

If Company A determines that an unanticipated adverse 

device effect presents an unreasonable risk to subjects, all or 

parts of investigations presenting that risk will be terminated 

as soon as possible. 

デバイスによる予期しない有害な影響が被験者に不当なリスクを

与えると会社 A が判断したならば、当該リスクを示す研究の全部

又は一部は可及的速やかに終了となる。 

If Drug A therapy is terminated for Drug A-related toxicity, 

chemotherapy will be continued. 

薬剤 A に関連した毒性のために薬剤 A の投与が終了となる場合

にも、化学療法は継続される。 

If it is discovered that an investigator is not complying with 

the signed agreement, the study plan, or any conditions of 

approval imposed by the IRB or FDA, Company A is required 

to discontinue shipments of the device to the investigator and 

terminate the investigator's participation in the study. 

署名入りの契約書、試験計画、IRB 又は FDA によって定められた

承認条件を遵守していない治験責任医師がいることがわかったな

らば、会社 A は当該治験責任医師に対する本デバイスの輸送を

中止し、本試験への当該治験責任医師の参加を中止することと

する。 

If unforeseen circumstances have prevented the satisfactory 

progress of the study at a particular study site, the 

investigator or the Sponsor may request the trial be 

terminated at that study site. 

特定の治験実施医療機関において予期しない事態により本試験

の満足いく進捗が妨げられた場合、治験責任医師又は治験依

頼者は当該治験実施医療機関における治験の終了を要求する

ことがある。 

In the event of relapse or noncompliance, this contract may 

be extended or terminated. 

再燃あるいは非遵守の場合には、この契約は延長されるか、解約

されることがある。 

Intravenous administration of Drug A, in a monitored setting, 

rapidly terminated sustained atrial flutter. 

経過観察下で薬剤 A を静脈内投与したところ、持続的な心房粗

動が急速に消失した。 

Only 20 subjects progressed to randomization because the 

study was terminated due to low enrollment rate. 

組み入れ率が低く、本試験は終了したため、ランダム化に進んだ

被験者は 20 例のみであった。 

Patients have the right to terminate all forms of life-sustaining 

medical treatment. 

患者はあらゆる形態《形式》の生命維持措置を終了する権利を

有している。 

Please check with the distributors, etc. when they start the 

switching and terminate the supply, and discuss the switching 

販売業者等に切替え開始時期・供給終了時期等の確認をし、

施設内の切替え方法やスケジュールを検討してください。 
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method within the facility as well as its schedule. 

Pregnancy was terminated in 700 of the 1000 women pregnant 

for < 49 days. 

妊娠期間が 49 日未満であったこれらの女性 1000 人のうち 700

人で妊娠終了となった。 

Relatedness is often classified using a five-point scale such 

as (i) definitely related, (ii) likely related, (iii) indeterminate as 

to relationship, (iv) likely unrelated, and (v) definitely 

unrelated. 

因果関係は、（i）明らかに関連あり、（ii）関連している可能性あ

り、（iii）因果関係は判定保留、（iv）関連している可能性なし、

（v）明らかに関連なし、のような 5 ポイントスケールを用いて分類さ

れることが多い。 

Subject participation may be terminated prior to completing 

the study for any of the following reasons: ….  

下記の理由のいずれかに該当する場合には、本試験の終了前に

被験者の参加を打ち切ることができる。 

Subjects who miss more than 2 consecutive scheduled visits 

or discontinue during the treatment phase will be terminated 

from the study. 

予定される来院が 3 回以上連続してなかった被験者あるいは投

与期に投与中止となった被験者では試験を終了する。 

The cause of constrictive pericardial disease was 

indeterminate in 60% of patients in Group I and in 20% of 

patients in Group II. 

収縮性心膜疾患の原因は第 I 群の患者の 60％及び第 II 群の患

者の 20％において不確定であった。 

The Committee will review safety data on an interim basis and 

make recommendations to senior personnel to either continue 

or terminate the ongoing study. 

当委員会は中間時に安全性データを審査し、進行中の試験を

継続するか、終了するかについて上級担当者に提言《助言》を行

う。 

The FDA has agreed that Company A is to submit the 

preliminary results of the terminated study along with patient 

listings. 

FDA は、会社 A が終了となったこの試験の予備的な結果を患者

一覧表とともに提出することを了承している。 

The histologic diagnosis was indeterminate colitis. 組織学的診断は結腸炎不確定であった。 

The incubations were terminated by rapid vacuum filtration 

<<filtration under reduced pressure>> over Whatman filters. 

インキュベーションはワットマンろ紙を用いた急速真空ろ過《減圧ろ

過》によって停止させた。 

The investigator may terminate a patient from the study at 

anytime if his/her condition does not improve or worsens. 

治験責任医師は、患者の状態が改善しないか、悪化したとき、当

患者の試験を終了とすることができる。 

The planned embolization procedure may be prematurely 

terminated for a variety of reasons including technical device 

malfunctions or failures. 

計画されたこの塞栓処置は、デバイスの技術的な不具合又は故

障を含め、様々な理由のために早期に終了となることがある。 

The reaction was started by the addition of the 

NADPH-generating system after a 5-min preincubation and 

was terminated with 2 ml of acetonitrile. 

この反応は、5 分間のプレインキュベーション後、NADPH 生成系の

添加によって開始し、アセトニトリル 2ml で終了させた。 

The reaction was terminated after 2 minutes by the addition of 

3 ml of ice-cold buffer and then immediately filtering through a 

Millipore apparatus. 

この反応は、2 分後に氷冷緩衝液 3ml を添加し、すぐにミリポア装

置でろ過して終了させた。 

The reaction was then terminated after 2 minutes as 

described above. 

次に、この反応は 2 分後に上述した方法で終了させた。 
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The Sponsor may discontinue shipments of devices and 

terminate the investigator’s participation if determination has 

been made that the investigator is not compliant with the 

signed agreement, the protocol, conditions imposed by the 

IRB, or the applicable regulations. 

治験依頼者は、治験責任医師が自ら署名した契約書、治験実

施計画書、施設内審査委員会によって規定される条件、適用規

制のいずれかを遵守していないと判断されたならば、デバイスの搬

送を中止し、当該治験責任医師の参加を打ち切ることがある。 

The Sponsor retains the right to terminate the study and 

remove all study materials from the study site at any time. 

治験依頼者は、いつでも本試験を終了し、治験実施医療機関か

らすべての治験資材を回収する権利を有する。 

The study drug treatment was terminated when gastric ulcer 

was endoscopically diagnosed as cured. 

内視鏡検査で胃潰瘍が治癒と診断されたとき、治験薬の投与を

終了した。 

The study may be terminated at any time by the sponsor, with 

or without cause. 

本試験は、原因の有無に関係なく、治験依頼者によっていつでも

終了できる。 

The study may be terminated by Company A at an individual 

study site if the subject recruitment rate is lower than that 

originally agreed upon as stated in the study agreement. 

被験者募集率が治験契約書に規定される最初に合意されたも

のよりも低い場合、会社 A は治験実施医療機関において本試験

を終了することができる。 

The study was prematurely terminated due to significant 

neuropsychiatric adverse events. 

本試験は著しい精神神経系の有害事象のために早期に終了と

なった。 

The study was terminated prematurely before the target 

sample size was reached. 

本試験は、目標症例数に達する前に早期に終了となった。 

The taurine-binding reaction was started with the addition of 

Compound A to the mixture and was terminated after 60 

minutes through filtration. 

タウリン結合反応は混合液に化合物 A を添加することで開始さ

れ、60 分後にろ過することで反応を終了させた。 

The treatment was to be terminated when the cure was 

confirmed at Week 4 of the treatment period. 

投与期間の 4 週目に治癒が確認された場合、投与を終了するこ

ととした。 

The treatment was to be terminated when the endoscopy 

showed cure of symptoms. 

内視鏡検査で症状の治癒が認められた場合、投与を終了するこ

ととした。 

The trial was terminated early with adverse safety findings of 

higher mortality in the high hematocrit target group. 

高いヘマトクリット目標群で有害な安全性所見として高い死亡率

が認められ、本治験は早期に終了となった。 

The tuberculosis workup assessment is only required if the 

subject has one positive or one or two indeterminate 

tuberculosis test results. 

結核の精密検査は、被験者の結核検査が陽性結果 1 回あるい

は判定保留 1 回又は 2 回のときにのみ必要になる。 

This study was terminated prematurely when interim results 

demonstrated a higher mortality at 4 months (8.7% vs. 3.4%) 

and a higher rate of fatal thrombotic reactions (1.1% vs. 0.2%) 

in the first 4 months of the study among patients treated with 

Drug A. 

薬剤 A 投与患者において試験開始から最初の 4 カ月間の死亡

率が高く（8.7％対 3.4％）、致死的な血栓反応の発生率も高いこ

と（1.1％対 0.2％）が中間成績で示されたとき、本試験は早期に

終了となった。 

Three animals from each group/sex were terminated after an 

observation period of 10 and 30 days. 

10 日間及び 30 日間の観察期間後に各群の雌雄各 3 匹を殺処

分した《屠殺した》。 

We therefore terminated our study, compiled the results, and 

performed statistical analysis of the data before breaking the 

randomization code. 

そこで、我々は試験を終了し、成績を集計し、割付コードを開鍵

する前にデータの統計解析を行った。 
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When the atrial tachyarrhythmia was terminated, the time to 

the next episode of ventricular tachycardia/ventricular 

fibrillation was significantly delayed compared to the case 

when the atrial tachyarrhythmia persisted. 

心房頻脈性不整脈が消失したとき、次の心室性頻脈又は心室

性細動が発現するまでの時間は、心房頻脈性不整脈が持続し

た症例と比較して、有意に遅れた。 
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withdrawを使う用例 

A 12-lead ECG was obtained at the first admission and at 

study completion (or time of early withdrawal). 

12 誘導心電図は初回入院時及び試験終了時（又は早期中止

時）に入手した。 

a clinical event with a reasonable temporal relationship to 

administration of the drug, unlikely to be attributed to 

concurrent disease or other drugs, and which follows a 

clinically reasonable response on withdrawal 

本剤の投与と然るべき時間的関係があり、合併症又は他剤に起

因する可能性が低く、投与中止で臨床的に然るべき反応を示す

臨床的事象 

A final evaluation at the time of the patient’s study 

withdrawal should be made as detailed in Table 1. 

当該患者の試験中止時の最終評価は、表 1 に詳述するように行

う。 

A further patient was hospitalized for investigation of a 

syncopal episode 10 weeks after withdrawal from the study for 

lack of efficacy. 

別の患者 1 例は、効果不十分のために試験中止となって 10 週間

後に失神の検査のために入院となった。 

A subject may be withdrawn from study drug treatment at any 

time for any of the following reasons: …. 

以下の理由のいずれかに該当する場合、被験者はいつでも治験

薬の投与を中止することができる。 

A sufficient excess of Drug A is incorporated into each vial to 

account for withdrawal losses. 

取り出し時の損失分《失われる分》を考慮して、各バイアルには過

量の薬剤 A が入っている。 

A sufficient excess of drug and vehicle is provided in the 

respective vials to allow for withdrawal losses. 

取り出し時に損失《失われること》があっても良いように、それぞれの

バイアルには過剰な量の薬剤と溶媒が入っている。 

A total of 100 patients were prematurely withdrawn from the 

study due to adverse events. 

合計 100 例の患者が有害事象のために早期に試験中止となっ

た。 

A total of 30 patients reported serious adverse events during 

the study, which led to the premature withdrawal of 10 

patients. 

合計 30 例の患者から試験中に重篤な有害事象が報告され、こ

れが 10 例の早期中止につながった。 

Abrupt decrease in dose or discontinuation during 

consecutive use may cause withdrawal symptoms such as 

rebound insomnia and irritation. 

連続使用時《連用時》における投与量の急激な減量又は投与

中止は、反跳性不眠やいらいら感のような離脱症状を引き起こす

ことがある。 

Abrupt withdrawal of clonidine has been reported to be 

followed, within 24 to 36 hours, by rebound hypertension, 

tachycardia, cardiac arrhythmias, and other changes 

suggestive of sympathetic overactivity. 

クロニジンを急に投与中止すると、24～36 時間以内にリバウンド

高血圧、頻脈、不整脈、さらに交感神経過活動を示唆するその

他の変化が続発することが報告されている。 

Accordingly, tapering of therapy is not required, but subjects 

should be cautioned about the possibility of experiencing 

withdrawal symptoms. 

したがって、投与量の漸減は必要ないが、離脱症状が生じる可能

性があることについて被験者に注意喚起する。 

Additionally, no withdrawals due to adverse events occurred in 

the study. 

その上、本試験において有害事象による中止は起こらなかった。 

Adverse events included all suspected adverse drug reactions; 

all reactions from medication abuse, overdose, withdrawal, 

sensitivity, or toxicity; apparently unrelated illnesses, including 

the worsening of a preexisting illness; any injury or accident; 

and any abnormality in physiological testing or physical 

有害事象には、副作用と疑われるすべてのもの、医薬品の乱用、

過量投与、投与中止、感受性、毒性に由来するすべての反応、

既存の疾患の悪化のように明らかに無関係の疾患、あらゆる負傷

又は事故、臨床的介入又はさらなる調査を必要とする生理学的

検査所見又は理学的検査所見《身体検査所見》のあらゆる異
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examination findings that required clinical intervention or 

further investigation. 

常を含めた。 

Adverse events that led to withdrawal in one patient each are 

presented in the footnote of Table 1. 

患者各 1 例の中止に至った有害事象を表 1 の脚注に示す。 

Adverse events, withdrawals, and deaths did not differ among 

Drug A- and Drug B-treated patients. 

有害事象、投与中止例、死亡例は、薬剤 A 投与患者と薬剤 B

投与患者の間に差がなかった。 

After blood withdrawal, blood must sit at room temperature for 

30 minutes and afterwards at least 60 minutes at 2-8 deg C in 

order to ensure that coagulation is complete before separating 

the serum from blood components. 

採血後、血清を血液成分から分離する前に凝固が完了している

ように、血液は室温で 30 分間静置し、その後は 2～8℃で少なくと

も 60 分間静置しなければならない。 

After having been informed that participation is voluntary and 

that the participants may withdraw from the study at any time, 

without prejudice, the patient must sign the IRB- and 

sponsor-approved informed consent form in the presence of a 

witness. 

参加は自由意思によるものであり、参加者はいつでも試験を中止

することができ、中止しても不利益がないことが説明された後、患

者は治験審査委員会及び治験依頼者により承認された同意書

に証人の立ち会いの下で署名することとする。 

After the end-of-study (EOS) visit, the subject will remain in 

the study for further follow-up until death, loss to follow-up, 

or withdrawal of consent. 

試験終了（EOS）来院の後も、被験者は試験参加を維持し、死

亡、追跡調査不能、同意撤回のいずれかとなるまで追跡調査を

行う。 

After the fill material cures within the sealing rings, the aortic 

body delivery catheter is disengaged from the fill port of the 

graft and withdrawn from the vasculature. 

充填材料がシーリングリング内で硬化した後、グラフトの充填口か

ら大動脈ボディデリバリーカテーテルを切り離し、血管系から取り出

す。 

After withdrawal from systemic corticosteroids, a number of 

months are required for recovery of 

hypothalamo-pituitary-adrenal (HPA) axis function. 

副腎皮質ステロイドの全身投与の中止後、視床下部・下垂体・

副腎皮質（HPA）系機能の回復には何カ月間も要する。 

All efforts should be made to have subjects undergo all 

follow-up procedures and obtain permission to use all data, 

even when subjects withdraw consent for study drug 

administration. 

被験者が治験薬投与の同意を撤回した場合であっても、被験者

にすべての追跡調査の作業を受けてもらい、すべてのデータの使用

許可を得るためにあらゆる努力を払う。 

All reasonable attempts should be made to ascertain the 

reason for voluntary withdrawal. 

自由意志による中止については、その理由を確かめるため、あらゆ

る正当な試みを行う。 

All study protocols specified that patients experiencing a 

grade 3 or 4 hypersensitivity reaction had to be withdrawn. 

すべての治験実施計画書には、グレード 3 又は 4 の過敏症反応を

示した患者は試験中止としなければならないと規定された。 

All treatment withdrawals occurred during the first infusion, 

and no second infusion was administered in these patients. 

すべての投与中止は初回点滴静注時に起こっており、これらの患

者において 2 回目の点滴静注は行われなかった。 

Also, you can withdraw your consent freely even after you 

consent to participate in this clinical study. 

また、あなたがこの臨床試験への参加に同意した後でも、その同

意を自由に撤回できます。 

イ
ー

ト
モ



76 

Although a recent small study suggested that withdrawal of 

thyroid hormone can facilitate scanning while minimizing 

symptoms, this approach will require more evaluation. 

甲状腺ホルモンの中止により症状を最小化しながらスキャンを行い

やすくなると最近の小規模試験で示唆されているが、このアプロー

チにはさらなる評価が必要になる。 

Although we believe it would have been possible to continue 

to market Drug A with labeling that would incorporate these 

new data, given the availability of alternative therapies, we 

concluded that a voluntary withdrawal is the responsible 

course to take. 

これらの新規データを表示事項に組み入れて薬剤 A の販売を継

続することはできたと思いますが、代替療法が利用可能であること

を考慮して、我々は自発的撤廃が妥当な処置であると結論しま

した。 

Analysis of a broad panel of proteins/peptides, e.g., 

EGFR-controlled markers like IL-8 and VEGF, will be 

performed from blood samples (around 20 mL withdrawn at 

each timepoint) taken at baseline (ideally after the subject has 

been randomized but before the first study drug 

administration), within 72 hours of Days 1 of cycles 2, 3, and 5, 

and at the final-tumor-assessment (FTA) visit. 

IL-8 や VEGF のように EGFR で制御されるマーカーなど広範なタン

パク質・ペプチドの分析は、ベースライン（理想としては被験者がラ

ンダム化されてから治験薬の初回投与までの間）、クール 2、3、5

の1日目の72時間以内、最終腫瘍評価（FTA）来院時に採取し

た血液検体（各時点に約 20mL を採取）について実施する。 

Any patient who withdraws because of an adverse event will 

be followed until the sign or symptom has resolved. 

有害事象のために中止となった患者については、その徴候又は症

状が消失するまで追跡調査する。 

As Drug A is to be given to patients with end-stage 

metastatic cancer, withdrawal and rebound effects are not 

considered to be relevant. 

薬剤 A は末期転移癌の患者に投与されるものであるため、投与

中止による影響及びリバウンド効果は関係しないと考えられる。 

As of April 1, 2017, two subjects had either withdrawn 

informed consent or had discontinued from the study at the 

discretion of the Investigator. 

2017 年 4 月 1 日現在、被験者 2 例が同意を撤回するか、あるい

は治験責任医師の判断で試験中止されていた。 

As these reductions in food consumption and body weight 

were clearly smaller than those in the diazepam group, these 

were not considered a withdrawal syndrome. 

摂餌量及び体重のこれらの減少幅がジアゼパム群のものよりも明

らかに小さかったことから、これらが退薬症侯《離脱症候群》と考え

られなかった。 

As with all antiepileptic drugs, withdraw Drug A gradually to 

minimize the potential of increased seizure frequency in 

patients with seizure disorders. 

すべての抗てんかん薬と同様、発作性疾患の患者では想定される

発作頻度の上昇が最小限になるように薬剤 A を徐々に中止す

る。 

Assemble the provided filter needle for withdrawal of injection 

solution onto the 1-mL syringe. 

付属のフィルター採液針を 1mL 注射器に取り付ける。 

At Week 9, all patients will return to the clinic for the 

evaluation of potential drug withdrawal effects. 

9 週目、退薬による影響の評価のため、すべての患者が当クリニッ

クを受診する。 

Based on the above, Drug A was considered to precipitate 

peripherally mediated morphine withdrawal symptoms at ≥ 

0.5 mg/kg and centrally mediated morphine withdrawal 

symptoms at ≥ 5 mg/kg. 

以上より、薬剤 A は 0.5mg/kg 以上で末梢性のモルヒネ退薬症状

を誘発し、5mg/kg 以上で中枢性のモルヒネ退薬症状を誘発する

と考えられた。 

Based on the phase II study result, 70% of the patients 

assigned to the placebo group were withdrawn from the study. 

この第 II 相試験の結果に基づき、プラセボ群に割り付けた患者の

70％が本試験中止となった。 
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Be instructed that consent to participate in the experiment 

may be withdrawn at any time and the subject may 

discontinue participation without prejudice. 

実験への参加同意をいつでも撤回できること、そして被験者は不

利益を被ることなく参加を中止できる旨の説明を受ける権利。 

Blood flashback does not occur when the inner needle is 

withdrawn. 

内針を引き戻すが、逆血が認められない。 

Blood samples were collected at the end of Weeks 2, 4, and 12 

(or at withdrawal) in Study A and at the end of Weeks 4 and 8 

in Study B. 

血液試料は、試験 A で 2、4、12 週目の終了時（又は中止時）

に、試験 B で 4 及び 8 週目の終了時に採取した。 

Both patients were withdrawn from treatment and were the 

only cases in which elevations in liver function tests were 

sustained during Drug A treatment. 

両患者とも投与中止となり、これらの患者は薬剤 A の投与期間

中に肝機能検査の高値が持続した唯一の症例であった。 

Care should be taken if Drug A is used concurrently with other 

drugs or if Drug A or the co-administered drugs are 

withdrawn. 

薬剤 A を他剤と併用投与する場合あるいは薬剤 A 又は併用薬

の投与を中止する場合には注意する。 

Cessation of the use of tobacco may be followed by a 

withdrawal syndrome that varies in intensity from person to 

person. 

禁煙後に離脱症候群が起こることがあり、その程度《重症度》は

人によって異なる。 

Company A said it decided to voluntarily withdraw Drug A 

from the market worldwide after the latest trial results. 

会社 A は、最新の治験成績を受けて、薬剤 A を世界全体の市

場から自主的に回収することに決定したと述べた。 

Company A shall be entitled to retain and use any research 

results which it obtains prior to your withdrawal of consent. 

会社 A は、あなたが同意を撤回するよりも以前に得られた研究結

果を保持ないし使用する権利を有することとします。 

Company A today announced a voluntary worldwide 

withdrawal of Drug A, its arthritis and acute pain medication. 

会社 A は、本日、同社の関節炎及び急性疼痛の治療薬である

薬剤 A を自主的に世界市場から回収すると発表した。 

Company B, the U.K. subsidiary of Company A, today 

announced that the company has tentatively withdrawn its 

application for an additional indication for Drug A in the 

treatment of severe Alzheimer's disease, submitted through 

the mutual recognition procedure in Europe. 

会社 A の英国子会社である会社 B は、本日、ヨーロッパにおいて

相互認証手続き《相互認証審査方式》を通じて申請していた重

度アルツハイマー病の治療における薬剤 A の適応拡大《効能追

加》申請を暫定的に取り下げると発表した。 

Consent Withdrawn 同意の撤回 

Data on patient who were withdrawn from the study were 

reviewed at the time of the last examination. 

本試験が中止となった患者のデータは最終診察時に審査した。 

Determination by the investigator for any reason that 

withdrawal is in the subject’s best interest. 

理由を問わず、中止が被験者にとって最善であると治験責任医

師が判断した場合。 

Diagnosing dependence and determining whether previous 

attempts at smoking cessation have resulted in withdrawal 

symptoms can help the clinician provide individualized 

guidance to the patient and provide a basis for decisions. 

依存度を診断すること及び以前の禁煙で離脱症状《禁断症状》

が出たかどうかを確認することは、臨床医が患者に個別指導を行

うのに役立つとともに、決断するときの根拠にもなる。 

Dialysate (50 ml) was withdrawn through the peritoneal 

dialysis catheter at 1, 2, and 3 hours following the start of the 

infusion. 

点滴静注の開始から 1、2、3 時間後に腹膜透析カテーテルから透

析液（50ml）を採取した。 
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Discontinuation of Drug A was not associated with withdrawal 

symptoms in either the double-blind study or the open-label 

extension study. 

二重盲検試験又は非盲検継続試験のどちらにおいても薬剤 A の

投与中止に伴う離脱症状はなかった。 

Distribute the Quality Document to the users and withdraw 

the previous version. 

この品質文書をユーザーに配布し、以前のバージョンを回収する。 

Drug A effectively treats "negative" symptoms such as social 

withdrawal and apathy. 

薬剤 A には、引きこもりや無気力のような「陰性」の症状に対する

治療効果がある。 

Drug A has been overfilled to account for loss during 

withdrawal of the vial contents. 

薬剤 A は、バイアル内容物の吸引時の損失分を考慮して過量充

填されている。 

Drug A should not be used if any insoluble microparticles or 

discoloration is seen in the injection solution withdrawn into 

the syringe. 

薬剤 A は、注射器内に吸引した注射液に不溶性微粒子又は変

色がみられるならば、使用してはならない。 

Drug A was significantly better tolerated as reflected by fewer 

dose reductions, withdrawals, and reports of adverse events. 

薬剤 A は、減量回数、投与中止例数、有害事象報告件数が少

ないことに反映されるように、忍容性が著しく優れていた。 

Drug A was voluntarily withdrawn from the market after 

subsequent confirmatory studies failed to verify clinical 

benefit. 

薬剤 A は、その後実施された検証的試験で臨床効果が確認され

なかったことから、自主的に販売中止となった。 

Drug A, currently unavailable because of being withdrawn from 

the market, was associated with a rare but extremely severe 

hepatotoxicity. 

薬剤 A は販売中止となっているので現在利用不可であり、稀であ

るが極めて重度の肝毒性を伴った。 

Drug permanently withdrawn 完全に投与中止 

drugs withdrawn or rejected for marketing in the U.S. and 

elsewhere 

米国及びその他の地域で回収となった薬剤あるいは販売が拒否

された薬剤 

During the study, 5 patients had an adverse event leading to 

discontinuation of the study drug or withdrawal from the 

study. 

試験中、患者 5 例が治験薬の投与中止又は試験中止に至った

有害事象を示した。 

During this time period, a subject will be able to contact their 

investigator and ask for his/her sample to be withdrawn from 

the Bank and destroyed. 

この期間に被験者は治験責任医師に連絡し、バンクからの自分

の試料の撤去及び廃棄を要求することができる。 

Each subject must be informed that participation in the study 

is voluntary, that he/she may withdraw from the study at any 

time, and that withdrawal of consent will not affect his/her 

subsequent medical treatment or relationship with the treating 

physician. 

各被験者には、本試験への参加は自発的なものであること、いつ

でも試験を中止できること、同意を撤回してもそれ以降の医療又

は担当医との関係に影響がないことを説明しなければならない。 

Eleven subjects were considered non-evaluable for efficacy, 

either because they were never treated, has less than 4 

weeks of treatment or had an early withdrawal. 

被験者 11 例は、投与を受けていないこと、投与期間が 4 週間未

満であること、早期中止となったことのいずれかの理由で、有効性

評価不可能とみなされた。 

End of study assessments were performed on Study Day 20 or 

upon early withdrawal. 

試験終了時の評価は試験 20 日目又は早期中止時に行った。 

Fewer patients receiving Drug A than patients receiving Drug 投与中止となった患者は薬剤A投与患者のほうが薬剤B投与患

イ
ー

ト
モ



79 

B were withdrawn from treatment. 者よりも少なかった。 

Filter immediately the solution withdrawn by a suitable 

method. 

採取した液を直ちに適当な方法でろ過する。 

First, nicotine medications reduce withdrawal symptoms, thus 

enabling people to function while they learn to live without 

cigarettes. 

第一に、ニコチン製剤は離脱症状《禁断症状》を軽減するため、タ

バコがない生活に慣れるまでの間、正常に活動することができる。 

For patients on Drug A who are physically opioid-dependent, 

initiate the taper by a small enough increment (e.g., no greater 

than 10% to 25% of the total daily dose) to avoid withdrawal 

symptoms, and proceed with dose-lowering at an interval of 

every 2 to 4 weeks. 

薬剤 A 投与中で、身体的にオピオイド依存性の患者については、

離脱症状を回避するためにできるだけ少量ずつ漸減を開始し（例

えば、1 日総投与量の 10～25％以下）、2～4 週間の間隔で減

量を進める。 

For patients who complete the study and those who withdraw 

from the study, samples will be collected at follow-up visits at 

3 and 6 months. 

本試験を終了した患者及び試験中止となった患者については、3

カ月後及び 6 カ月後の追跡調査来院時に試料を採取する。 

For subjects withdrawing from the study, remittance will be 

prorated if agreed beforehand by the sponsor. 

本試験が中止となる被験者については、治験依頼者との事前の

合意に基づき支払い額が設定される。 

Forceful catheter withdrawal カテーテルの無理な引き戻し 

Four subjects (1 subject in the Drug A group, 3 subjects in the 

Drug B group) were withdrawn from the study due to consent 

withdrawal. 

被験者 4 例（薬剤 A 群の 1 例、薬剤 B 群の 3 例）が同意撤回

のため本試験が中止となった。 

From each reconstituted vial, 0.5 mL must be withdrawn for 

subcutaneous injection at one site. 

溶解済みの各バイアルから、1 投与部位につき 0.5mL を皮下注射

用にとる。 

However, in the course of an extracorporeal ultrafiltration 

session, patients are exposed to rapid variations of body fluid 

composition so that, as fluid is withdrawn from the 

intravascular compartment, hypotension or even shock could 

occur. 

しかし、体外限外ろ過の実施期間中、患者は体液組成の急激

な変動に曝されるため、体液が血管内コンパートメントから出ていく

につれて、低血圧が起こることがあり、ショックとなることさえある。 

However, the FDA has recently denied approval of Drug A for 

these indications (primarily due to safety concerns of severe 

hepatotoxicity), and it was recently withdrawn from all 

countries. 

しかし、FDA はこれらの適応症に対する薬剤 A の承認を却下した

ところであり（主に重度の肝毒性に関する安全性上の懸念のた

め）、本剤はすべての国から回収されたばかりである。 

However, the same labeled cells reappeared in the blood after 

withdrawal of the drug. 

しかし、本剤の投与中止後、同じ標識細胞が血中に再出現し

た。 

However, there were 3 serious adverse events (SAEs) that 

were reported as related to study drug: 1 subject in the 

exemestane group had deep vein thrombosis (DVT) which 

resolved after 14 days, 1 subject in the combination group had 

a hypersensitivity reaction which resolved after 13 days, and 

subject in the combination group had congestive cardiac 

しかし、治験薬との関連性ありと報告された重篤な有害事象

（SAE）は 3 件で、エキセメスタン群の 1 例は深部静脈血栓症

（DVT）を示し、14 日後に回復し、併用群の 1 例は過敏症を示

し、13 日後に回復し、併用群の被験者はうっ血性心不全を示

し、治験薬投与中止時に持続していた。 
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failure, which was ongoing when study drug treatment was 

withdrawn. 

If a catheter is used for blood collection, then approximately 1 

mL of blood should be initially withdrawn and discarded. 

採血にカテーテルを使用するならば、最初に採取した約 1mL の血

液は廃棄する。 

If a patient withdraws prematurely from the study, a 

pharmacokinetic sample should be obtained as close as 

possible to the last dose of Drug A. 

本試験が早期に中止となった患者については、薬剤 A の最終投

与にできるだけ近い時点に薬物動態用試料を採取する。 

If a subject was withdrawn before completing the study, the 

reason for withdrawal must be entered on the appropriate 

case report form page. 

被験者が本試験の終了前に中止となったならば、中止の理由を

症例報告書の該当頁に記入することとする。 

If insertion of the injection needle evokes intense pain, or if 

blood flows back into the syringe, withdraw the needle 

immediately and inject at a different site. 

注射針の刺入が激痛を引き起こすか、血液が注射器に逆流した

《逆戻りした》ならば、すぐに針を抜き、別の部位に注射する。 

If more than 2 consecutive infusions were withheld or there 

was a further occurrence of grade 3 skin toxicity, the patient 

was withdrawn from the study. 

点滴静注が連続3回以上中止となったか、グレード 3皮膚毒性が

さらに発現したならば、当患者は本試験中止とした。 

If premature withdrawal occurs for any reason, the 

investigator must determine the primary reason and record 

this information on the CRF. 

何らかの理由で早期中止となったならば、治験責任医師はその主

たる理由を確認し、その情報を症例報告書に記録することとする。 

If such withdrawal occurs, or if the patient fails to return for 

visits, the investigator must determine the primary reason for 

premature withdrawal and record this information on the 

Study Completion CRF. 

中止の場合又は患者が来院しない場合、治験責任医師は早期

中止となった主要な理由を調査し、その情報を「試験終了症例

報告書」に記録しなければならない。 

If the blood culture remained positive after 96 hours of 

treatment, the subject was to be considered a treatment 

failure and withdrawn from the study. 

96 時間の投与後も血液培養が依然として陽性であるならば、当

該被験者は治療無効と判定し、試験中止することとした。 

If the investigator relocates, retires, or for any reason 

withdraws from the study, the study records may be 

transferred to an acceptable designee. 

治験責任医師が転居、退職、あるいは何らかの理由で試験から

離れるならば、これらの試験記録類は妥当な被指名者に移管す

ることができる。 

If the investigator retires, relocates, or for other reasons 

withdraws from the responsibility of keeping the study 

records, custody must be transferred to a person who will 

accept the responsibility. 

治験責任医師が退職、転居、あるいは他の理由で試験記録類

の保管責任から離れるならば、保管責任はこの責任を受け継ぐ者

に移管されなければならない。 

If the investigator withdraws from the study (e.g., relocation, 

retirement), the records shall be transferred to a mutually 

agreed upon designee. 

治験責任医師が本試験から離れるならば（転居、退職など）、こ

れらの記録類は互いに合意した被指名者に移管されることとす

る。 
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If the investigator withdraws from the study (e.g., relocation, 

retirement), the records shall be transferred to a personnel 

designated by the head of the study site. 

治験責任医師が本試験から離れるならば（転居、退職など）、こ

れらの記録類は治験実施医療機関の長によって任命される担当

者に移管されることとする。 

If the subject withdraws their consent from a specific part of 

the study, any assessments associated with that part of the 

study cannot be performed. 

被験者が本試験の特定の部分について同意を撤回したならば、

本試験の当該部分に関連する評価を実施することはできない。 

If the subject withdraws their consent from participating in the 

study, no further contact can be made with the subject. 

被験者が本試験への参加について同意を撤回したならば、当該

被験者とこれ以上の連絡をとることはできない。 

If the trial fails to verify clinical benefit, the FDA may initiate 

proceedings to withdraw approval of the drug. 

この治験で臨床効果が確認されなかったならば、FDA は本剤の承

認取り消しの手続きを開始するかもしれない。 

If there is a dose delay of 20 days from the next scheduled 

dose of Drug A, then the patient must be withdrawn from the 

study. 

薬剤 A の次の予定投与時から 20 日間の投与の遅れがあるなら

ば、当患者は試験中止としなければならない。 

If this product is being used to supplement a behavioral 

tobacco withdrawal program, the dosage should be adapted 

accordingly, in order to avoid intoxication and presentation of 

the side effects of nicotine. 

本品が禁煙の行動プログラムを補助するために使用されているなら

ば、用量を適宜調節し、中毒及びニコチンの副作用の発現を回

避する。 

If withdrawal symptoms arise, it may be necessary to pause 

the taper for a period of time or raise the dose of the opioid 

analgesic to the previous dose, and then proceed with a 

slower taper. 

離脱症状があらわれたならば、漸減をしばらく休止するか、オピオイ

ド鎮痛薬の用量を以前の用量まで増量し、その後は以前よりも遅

いスピードで漸減を進める。 

In addition, 2 other subjects were withdrawn, one due to an 

unrelated adverse event and one for other reasons. 

また、別の被験者 2 例は中止となり、そのうち 1 例は因果関係の

ない有害事象のため、1 例は他の理由であった。 

In addition, 70% of the respondents to this survey indicated 

that they would not withdraw nutrition and hydration from 

children in a persistent vegetative state. 

また、この調査の回答者の 70％は、持続的植物状態の小児に対

する栄養補給及び水分補給を中止しないという回答であった。 

In all experiments, Drug A produced fewer withdrawal 

symptoms than morphine at equianalgesic doses. 

すべての実験において、等鎮痛量で比較したとき、薬剤 A での離

脱症状はモルヒネよりも少なかった。 

In case of premature withdrawal of a subject from the study, 

the investigations scheduled for the end-of-study (EOS) visit 

should be carried out as much as possible. 

本試験が早期中止となった被験者の場合、試験終了（EOS）来

院時に予定されていた調査をできる限り実施する。 

In case where radiological confirmation cannot be obtained, 

the date the subject was withdrawn from study drug treatment 

will be considered to be the date of progression. 

放射能検査による確認ができない場合、当該被験者が治験薬

投与中止となった日が進行日とみなされる。 

In consideration of the long-term normalization of PRL levels 

after cabergoline withdrawal, it is unlikely that …. 

カベルゴリンの投与中止後、PRL 値が長期的に正常化したことを

考慮すると、～である可能性は低い。 

In monkeys, intravenous Drug A clearly increased 

tail-withdrawal latencies from warm water in a 

dose-dependent manner. 

サルでは薬剤 A の静脈内投与により温水からの尾退避反応潜時

が明らかに用量依存的に延長した。 
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In such a case, you should notify the Investigator or the 

Investigator's designee that you want to withdraw your 

consent and discontinue your participation in the research. 

そのような場合、同意を撤回し、この研究への参加を中止したい

旨を治験責任医師又は治験責任医師が指名した者に通知して

ください《知らせてください》。 

In the 2 Japanese clinical studies, the changes in BPRS total 

score (mean ± SD) at the end of the study (after 20 weeks 

of treatment or at withdrawal [Study A], after 30 weeks of 

treatment or at withdrawal [Study B]) in paranoid type and 

disorganized type were -20.0 ± 11.0 and -14.0 ± 15.0, 

respectively, in Study A and -10.0 ± 11.0 and -13.0 ± 8.0, 

respectively, in Study B, showing no consistent trend in the 

efficacy by disease type. 

国内の 2 臨床試験では、試験終了時（試験 A では 20 週間の投

与後又は中止時、試験 B では 30 週間の投与後又は中止時）の

妄想型及び解体型における BPRS 合計スコアの変化量（平均値

±標準偏差）が試験 A でそれぞれ-20.0±11.0 及び-14.0±

15.0、試験 B でそれぞれ-10.0±11.0 及び-13.0±8.0 であり、病

型別で有効性に一定の傾向は認められなかった。 

In the absence of peripheral blood culture results, subjects 

who remained febrile for 96 hours or greater were to be 

considered treatment failures and withdrawn from the study. 

末梢血培養の結果がない場合、発熱が 96 時間以上続いている

被験者は治療無効と判定し、試験中止することとした。 

In the clinical studies, Drug A was well tolerated, and no 

patients were withdrawn from therapy due to adverse events. 

これらの臨床試験では、薬剤 A は忍容性良好で、有害事象のた

めに投与中止となった患者はいなかった。 

In the event of a pregnancy occurring during the course of a 

study, the subject must be withdrawn from the study drug 

immediately. 

試験期間中に妊娠した場合、直ちに当該被験者に対する治験

薬投与を中止する。 

In this situation, the Investigator must make every effort (e.g., 

telephone, e-mail, letter) to determine the primary reason for 

the patient’s decision to withdraw his/her consent and record 

this information. 

この状況下、治験責任医師はあらゆる努力を払って（電話、電子

メール、手紙など）患者が同意撤回すると決定した主な理由を確

認し、その情報を記録しなければならない。 

In this subject file, the available demographic and medical 

information of a subject has to be documented, in particular 

the following: name, date of birth, sex, height, weight, subject 

history, concomitant diseases and concomitant drug (including 

changes during the study), statement of entry into the study, 

study identification, randomization number, the date of 

informed consent, all study visit dates, predefined performed 

examinations and clinical findings, observed adverse events, 

and reason for withdrawal from the study, if applicable. 

この被験者ファイルには、被験者の背景情報及び医療情報を、

特に、氏名、生年月日、性別、身長、体重、既往歴、合併症及

び併用薬（試験中の変更を含む）、試験への組み入れ陳述書、

試験 ID、組番号、同意取得日、すべての来院実施日、事前に

設定した検査の実施状況及び臨床所見、有害事象の発現状

況、試験中止の理由（該当する場合）に注意して記録する。 

In this subject file, the available demographic and medical 

information of a subject has to be documented, in particular 

the following: name, date of birth, sex, height, weight, subject 

history, concomitant diseases and concomitant drugs 

(including changes during the study), statement of entry into 

the study, study identification number, subject identification 

number, the date of informed consent, all study visit dates, 

observed adverse events, and reason for withdrawal from the 

study. 

この被験者ファイルには、被験者について得られた人口統計学的

データ及び医療情報、特に氏名、生年月日、性別、体重、被験

者の病歴、合併症及び併用薬（本試験中の変更を含む）、試験

組み入れに関する陳述書、試験識別番号、被験者識別番号、

同意取得日、すべての来院日、観察された有害事象、試験中止

理由を記録することとする。 
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In view of the long half-life of the active metabolite, we 

examined whether the hemodynamic effects of Drug A are 

sustained after withdrawal of a 24-hour infusion. 

この活性代謝物の半減期が長いことを考慮して、我々は 24 時間

の点滴静注の終了後も薬剤 A の血行力学的作用が持続するか

どうかを検討した。 

incidence of and time to withdrawal due to lack of efficacy 有効性欠如《効果不十分》による中止率及び中止までの経過時

間 

Increased muscle tone was noted on Days 1 to 4 of the 

withdrawal period 

休止期間の 1～4 日目に筋緊張の亢進が認められた。 

Inhaled corticosteroid (ICS) should first be added to the 

existing oral steroid therapy which is then gradually withdrawn. 

最初に現在のステロイド服薬療法に副腎皮質ステロイド吸入薬

（ICS）を追加し、その後、徐々に離脱する。 

Injection site adverse events led to withdrawal of ten patients 

in the study. 

本試験では注射部位の有害事象が患者 10 例の中止に至った。 

Insert the needle into the vial, and withdraw into the syringe 

an appropriate volume of solution. 

注射針をバイアルに刺入し、適量の溶液を注射器に取り込む。 

Inspect vial contents for particulate matter and repeat 

inspection when drug product is withdrawn from vial into 

syringe. 

バイアル内容物における粒子の有無を検査し、製剤をバイアルか

らシリンジに移すときにも再び検査する《再検査する》。 

It has been shown that Drug A has similar efficacy to other 

first line antiepileptic drugs with a statistically significantly 

better tolerability profile than phenytoin as judged by 

withdrawals due to adverse events. 

薬剤 A は有効性が他の一次抗てんかん薬と同等で、有害事象に

よる投与中止を基準に判断するとき、忍容性プロファイルはフェニト

インよりも統計学的に有意に優れていることが示されている。 

It is ethically permissible to withdraw nutrition and hydration 

from children in a vegetative state, in full consideration of 

family wishes. 

家族の希望《意思》を十分に考慮して、植物状態の小児に対す

る栄養補給や水分補給を中止することは倫理的に許容される。 

It is important that you inform your study doctor of your 

decision to withdraw your consent. 

同意撤回を決定した場合、治験担当医師にその旨を知らせること

が重要です。 

Living wills do not include withdrawal or withholding of any 

procedure to provide nutrition or hydration. 

リビングウィルには栄養補給や水分補給の中止又は中断は記載さ

れない。 

Living wills provide specific instructions for the withdrawal of 

medical treatment in the event that a patient is unable to 

make treatment decisions and is terminally ill. 

リビングウィルには、患者が治療に関する決定を行うことができず、

かつ末期状態になった場合、医療行為の中止についての具体的

な指示が記載される。 

Male mice were made physically dependent on morphine by 

subcutaneous administration of morphine 5 times daily for 4 

consecutive days, and then given a single oral dose of Drug A 

or vehicle, to assess the ability of Drug A to precipitate 

morphine withdrawal symptoms. 

雄マウスにモルヒネを 1 日 5 回で連続 4 日間皮下投与してモルヒ

ネに対する身体的依存とし、その後、薬剤 A 又は溶媒を単回経

口投与し、薬剤 A にモルヒネ退薬症状を促進する作用があるかを

評価した。 

Male rats were fed Drug A or diazepam in their diet for 4 

weeks, followed by a 1-week withdrawal period. 

雄ラットに薬剤 A 又はジアゼパムを 4 週間混餌投与し、その後 1

週間の休薬期間を設けた。 

Morphine produced dose-dependent increases in tail 

withdrawal latencies from 55 deg C water, whereas 

pentobarbital and haloperidol did not increase tail withdrawal 

モルヒネは 55℃の水からの尾退避反応潜時に用量依存的な延

長をもたらしたが、一方でフェノバルビタール及びハロペリドールは、

著しいセデーションをもたらした用量を除いて、尾退避反応潜時を

イ
ー

ト
モ



84 

latencies except at doses that produced marked sedation. 延長しなかった。 

Most events were rated as mild to moderate in severity, and 

few led to withdrawal from study drug treatment. 

ほとんどの事象は重症度が軽度ないし中等度と評価され、治験

薬投与の中止に至ったものは少なかった。 

Nicotine medications also alleviate the symptoms of 

withdrawal from tobacco. 

ニコチン製剤はタバコの禁断症状も緩和する。 

No injection site adverse events resulted in withdrawal of a 

patient. 

注射部位の有害事象のために中止となった患者はいなかった。 

No marketing authorization withdrawal or suspension, no 

failure to obtain marketing authorization renewal, no 

restrictions on distribution, and no clinical trial suspension for 

safety reasons occurred as per the latest Periodic Safety 

Update Report (PSUR). 

最新の定期的安全性最新報告（PSUR）によると、安全性の理

由で製造販売承認の取り下げ又は停止、製造販売承認の更新

不可、販売上の制限、臨床試験の打ち切りはなかった。 

No monkey developed opiate withdrawal signs except at the 

lowest Drug A dose. 

薬剤 A の最低用量を除いて、オピエート禁断症状《アヘン離脱症

状》を示したサルはなかった。 

No significant differences in the incidences of adverse events 

causing withdrawal were observed between the placebo and 

active treatment groups. 

中止の原因となった有害事象の発現率にプラセボ群と実薬投与

群の間で有意差は認められなかった。 

No single adverse event caused withdrawal of more than one 

patient in any dose group. 

いずれかの用量群において複数の患者の中止の原因となった有

害事象は 1 つもなかった。 

Notify Company A, within 5 working days, of withdrawal of 

approval by the IRB. 

IRB によって承認が撤回されたことを 5 営業日以内に会社 A に通

知する。 

Of 3 children in the study who did not complete 24 weeks of 

therapy, 2 were withdrawn at the request of the parent or 

guardian and 1 was withdrawn because of noncompliance. 

本試験において 24 週間の投与を終了しなかった小児 3 例のうち 2

例は、親又は保護者の要求で中止となり、1 例は服薬不遵守の

ために中止となった。 

Of the 100 randomized subjects, 1 subject withdrew from the 

study due to “consent withdrawal” before the start of study 

drug treatment. 

ランダム化された被験者 100 例のうち、1 例が治験薬投与開始前

に「同意撤回」のために試験中止となった。 

Once the inner needle is withdrawn after insertion, it should 

not be reinserted to avoid possible damage of the outer needle 

with the inner needle tip. 

穿刺操作の際、外針内で内針を前進させてしまうと、内針の針先

で外針を損傷してしまうことがあります。一度内針を引き戻したら、

再び前進させないよう注意しましょう。 

One adverse event considered as related to Drug A resulted in 

the withdrawal of the patient from the study. 

薬剤 A と関連ありと判定された有害事象 1 件のために当患者は

本試験が中止となった。 

One hundred patients were randomized in a 1:1 ratio to 

receive Drug A, 75 mg orally twice daily or chemotherapy until 

disease progression, death, intolerable adverse events, or 

withdrawal of consent. 

患者 100 例を薬剤 A 75mg の 1 日 2 回投与又は化学療法に 1：

1 の比でランダム化し、病勢進行、死亡、許容できない有害事象

の発現、同意の撤回まで投与を継続した。 

One of 30 subjects treated with the study drug was withdrawn 

from the study for a personal reason. 

治験薬が投与された被験者 30 例のうち 1 例が個人的な理由で

《自己都合のため》試験中止となった。 
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One patient each in Study A and Study B were identified as 

having possible opioid withdrawal syndrome, but all of these 

events resolved. 

試験 A 及び試験 B のそれぞれ患者 1 例がオピオイド離脱症候群

の可能性ありと診断されたが、いずれの事象も回復した。 

One patient in each group was withdrawn from the study 

because of associated symptoms. 

各群の患者 1 例が随伴症状のために試験中止となった。 

One patient was withdrawn from the study with asymptomatic 

elevations in serum alanine aminotransferase (ALT) and 

aspartate transaminase (AST). 

患者 1 例は、無症状の血清アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）

増加及び血清アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）増加の

ために試験中止となった。 

One patient with abnormal liver function tests in Study A 

again developed a rise in liver enzymes on rechallenge with 

Drug A and was withdrawn from the study. 

試験 A で肝機能検査値異常を示した患者 1 例は薬剤 A の再投

与で再び肝酵素の増加を示し、試験中止となった。 

One subject completed 1 treatment period (Treatment C) 

before withdrawing consent and discontinuing the study. 

被験者 1 例は 1 投与期間（投与 C）を終了した後に同意を撤回

し、本試験が中止となった。 

One subject in Cohort 1 (the occurrence of adverse events) 

and 2 subjects in Cohort 2 (the occurrence of adverse events, 

subject’s request) were withdrawn from the study. 

コホート 1 の被験者 1 例（有害事象の発現）及びコホート 2 の被

験者 2 例（有害事象の発現、被験者の申し出）が本試験中止と

なった。 

One woman had a significant elevation of 

gamma-glutamyltransferase that resolved when the 

medication was withdrawn. 

女性 1 例はγ-グルタミルトランスフェラーゼの著しい上昇を示した

が、投薬を中止したところ回復した。 

order for disposal and withdrawal 廃棄・回収命令 

Other common symptoms include confusion, poor judgment, 

language disturbance, agitation, withdrawal, and hallucinations. 

他に多くみられる症状は、錯乱、判断力の低下、言語障害、興

奮、引きこもり、幻覚である。 

Overall, a total of 100 patients were prematurely withdrawn 

from the study. 

全体として、合計 100 例の患者で本試験が早期中止となった。 

patient withdrawals due to consent withdrawn 同意の撤回による患者の中止 

patient withdrawals due to lack of efficacy 有効性欠如《効果不十分》による患者の中止 

patient withdrawals due to progression of disease 疾患進行による患者の中止 

patient withdrawals due to protocol violation 治験実施計画書違反による患者の中止 

Patients achieving stable, partial regression were continued 

on treatment or withdrawn from treatment at the treating 

physician's discretion. 

安定した部分退縮を達成した患者については、担当医《主治医》

の判断で、治療を継続するか、治療を中止した。 

Patients could be withdrawn from the study if it was thought 

medically necessary or at the patient's request. 

医学的に必要と考えられる場合あるいは患者が希望する場合に

は、患者は本試験を中止できる。 

Patients may also attempt to treat their pain or withdrawal 

symptoms with illicit opioids, such as heroin, and other 

substances. 

ヘロインなどの違法オピオイドやその他の物質で疼痛や離脱症状

を治療しようとする患者もいる。 

Patients may be withdrawn from the study prematurely for 

one of the following reasons: … 

以下の理由のいずれかに該当するならば、患者を早期に試験中

止させることができる。 

Patients may voluntarily withdraw from the study for any 

reason at any time. 

患者はいずれの時点でも、いかなる理由によっても、自らの意思で

《自由意志で》試験を中止することができる。 
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Patients may voluntarily withdraw from the study or be 

dropped from it at the discretion of the investigator at any 

time. 

患者は自由に試験中止とすることも、治験責任医師の判断でい

つでも患者を本試験から脱落させることもできる。 

Patients must be withdrawn from the study for any of the 

following reasons: …. 

以下のいずれかの理由の場合、患者を試験中止させなければな

らない。 

Patients should be withdrawn at any time if the investigator 

concludes that it would be in the patient's best interest for 

any reason. 

何らかの理由で患者にとって最大の利益になると治験責任医師が

判断したならば、いつでも患者を中止させる。 

Patients were free to withdraw from the study if they wished 

at any time. 

患者は希望すればいつでも試験を中止できることとした。 

Patients were withdrawn from the study if two consecutive 

dose reductions did not resolve the abnormality. 

2 回連続の減量によってもこの異常が消失しなければ、患者は本

試験を中止とした。 

Patients who are prematurely withdrawn from study drug 

treatment will not be replaced by an equal number of newly 

enrolled patients. 

治験薬投与が早期中止となった患者は、同数の新たに組み入れ

た患者と入れ替えしない。 

Patients who are prematurely withdrawn from the study will 

not be replaced. 

本試験が早期中止となった患者は入れ替えしない。 

Patients who have been previously maintained on 20 mg or 

more per day of prednisone (or its equivalent) may be most 

susceptible, particularly when their systemic corticosteroids 

have been almost completely withdrawn. 

プレドニゾン（又はプレドニゾン換算）1 日 20mg 以上で維持療法を

受けてきた患者が、特に副腎皮質ステロイドの全身投与がほぼ完

全に中止となったときに最も影響を受けやすい。 

patients whose status is unclear because they fail to appear 

for visits without stating an intention to withdraw 

中止の意思を示すことなく来院しないため、状況が不明な患者 

Patients whose withdrawal symptoms are inadequately 

relieved should be encouraged to increase the number of 

doses per day. 

離脱症状《禁断症状》が十分に緩和されていない患者には、1 日

あたりの投与回数を増やすように指導する。 

Periodic abstinence like calendar, ovulation, symptothermal, 

post-ovulation methods, and withdrawal are not acceptable 

methods of contraception. 

周期的な禁欲（カレンダー法、排卵調節法、基礎体温法、排卵

後法など）や性交中断は許容できる避妊法ではありません。 

Physical examinations were performed at screening, at the 

time of the first admission, and at study completion (or at 

early withdrawal). 

理学的検査《身体検査》はスクリーニング時、初回入院時、試験

終了時（又は早期中止時）に行った。 

Prompt withdrawal of the offending drug is often the most 

important action to minimize morbidity. 

多くの場合、原因薬剤《起因薬》を速やかに中止することが体調

不良を最小限にする最も重要な処置である。 

Protocol violations should not lead to patient withdrawal 

unless they indicate a significant risk to the patient's safety. 

治験実施計画書の違反は、患者の安全性に対する重大なリスク

を示すものでない限り、患者の参加中止につながらない。 

Push the plunger of the syringe down to inject the air from the 

syringe into the vial of Drug A. The air injected into the vial will 

allow Drug A to be easily withdrawn into the syringe. 

注射器のプランジャーを押し下げ、注射器の空気を薬剤 A バイア

ルに注入してください。バイアル内に入った空気により、薬剤 A が注

射器内に容易に取り込まれます。 
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Rapid discontinuation of opioid analgesics in patients who are 

physically dependent on opioids has resulted in serious 

withdrawal symptoms, uncontrolled pain, and suicide. 

オピオイドに身体的に依存している患者では、オピオイド鎮痛薬の

急激な中止が重篤な離脱症状、コントロール不能の疼痛、自殺

に至っている。 

Relationship to study drug: (select relationship to study drug 

from the drop-down list) 

-Certain - there is a reasonable causal relationship between 

the study drug and the adverse event. The event responds to 

withdrawal of study drug (dechallenge) and recurs with 

rechallenge when clinically feasible. 

-Probable - there is a reasonable causal relationship between 

the study drug and the adverse event. The event responds to 

dechallenge. Rechallenge is not required. 

-Possible - there is a reasonable causal relationship between 

the study drug and the adverse event. Dechallenge 

information is lacking or unclear. 

-Not likely - there is a temporal relationship to study drug 

administration, but there is not a reasonable causal 

relationship between the study drug and the adverse event. 

-Not related - there is not a temporal relationship to study 

drug administration (too early, or late, or study drug not 

taken), or there is a reasonable causal relationship between 

another drug, concurrent disease, or circumstance and the 

adverse event. 

治験薬との因果関係：（ドロップダウンリストから治験薬との因果関

係を選択する） 

- 明らかに関連あり – 治験薬と有害事象の間に合理的な因果

関係がある。当該事象は治験薬の中止（投与中断）に反応し、

臨床的に再投与が可能となったとき、再投与によって再発する。 

- おそらく関連あり – 治験薬と有害事象の間に合理的な因果

関係がある。当該事象は投与中断に反応する。再投与は必要と

しない。 

- 関連あるかもしれない – 治験薬と有害事象の間に合理的な

因果関係がある。投与中断に関する情報がないか不明確であ

る。 

- 多分関連ない – 治験薬投与との時間的な関連性はあるが、

治験薬と有害事象の間に合理的な因果関係はない。 

- 関連なし – 治験薬投与との時間的な関連性がない（早すぎ

る、遅すぎる、治験薬服用なし）あるいは別の薬剤、併発疾患、

状況と当該有害事象との間に合理的な因果関係がある。 

Samples were withdrawn into two vacuum tubes, each of 

which contained 0.5 ml of 3.8% citrate. 

検体は、それぞれに 3.8％クエン酸 0.5ml が入った 2 本の真空チュ

ーブの中に採取した。 

Seizures were observed following the withdrawal of mianserin 

60 mg/day for 2 years. 

2 年間に及ぶミアンセリン 60mg/日の投与を中止したところ、発作

が認められた。 

Should this be necessary, the patient should be seen as soon 

as possible, and the same assessments should be performed 

as described in Section 1 for a prematurely withdrawn patient. 

このことが必要であるならば、当患者を可能な限り早急に診察し、

第 1 項に記述されている早期中止患者に対する評価と同じ評価

を行う。 

Since it requires a certain period of time from the acceptance 

of a claim to the judgement to provide relief benefits, the 

number of claims does not correspond to the total number of 

relief benefits provided/claim withdrawals within the same 

fiscal year. 

請求の受理から支給決定まで一定の時間を要するため、請求件

数が年度内における支給件数と支給撤回件数の合計と一致す

るわけではない。 

Six patients were prematurely withdrawn from treatment with 

the study drug for this reason. 

患者 6 例はこの理由のため治験薬の投与が早期中止となった。 

Smokers who try to give up often experience unpleasant 

withdrawal symptoms and cravings for cigarettes, because 

they are dependent on the nicotine in tobacco. 

喫煙者が禁煙を試みるとき、不快な離脱症状《禁断症状》や喫

煙欲求を経験するが、これは喫煙者がタバコのニコチンに依存性

になっているためである。 
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Start the test with 1 tablet of AAA Tablets, withdraw not less 

than 20 mL of the medium at the specified minute after 

starting the test, and filter through a membrane filter with a 

pore size not exceeding 0.45 µm. 

本品 1 個をとり，試験を開始し，規定された時間に溶出液 20 mL

以上をとり，孔径 0.45 µm 以下のメンブランフィルターでろ過する． 

Statistically significantly fewer patients were withdrawn or 

switched to open treatment due to uncontrolled IOP in the 

Drug A group than in the Drug B group. 

眼圧がコントロールされずに中止となったか、非盲検投与に切り替

えられた患者は、薬剤 A 群のほうが薬剤 B 群よりも統計学的に有

意に少なかった。 

Study-related procedures were to be completed on Day 30 or 

at the time of early withdrawal. 

試験関連作業は 30 日目又は早期中止時に終了することとした。 

Subject No. 1 was withdrawn during Treatment Period 2 due 

to tremor of hands and palpitations which were considered by 

the investigator to be of moderate intensity and to be related 

to study drug. 

被験者 No.1 は手の振戦及び動悸のために投与期間 2 に中止と

なり、重症度は治験責任医師により中等度と判定され、治験薬

と関連ありと判定された。 

Subjects are free to withdraw from the study at any time 

without giving their reason(s). 

被験者は理由を説明することなくいつでも自由に試験中止とする

ことができる。 

Subjects have to be withdrawn immediately from Drug A 

treatment and must not receive any further Drug A treatment. 

被験者に対する薬剤A投与を直ちに中止し、以降の薬剤A投与

は行わないこととする。 

Subjects may be withdrawn from the study at any time for any 

medical reason at the discretion of the investigator. 

被験者は、医学的理由により治験責任医師の判断でいつでも試

験中止とすることができる。 

Subjects may be withdrawn from the study for any of the 

following reasons: … 

以下のいずれかの理由のため、被験者は試験中止となることがあ

る。 

Subjects may voluntarily decide to withdraw from the study. 被験者は自由に試験中止を決定することができる。 

Subjects may withdraw their consent at any time without 

having to give a reason. 

被験者は理由を示すことなくいつでも同意を撤回することができ

る。 

Subjects who only discontinue study drug treatment should 

NOT be considered to have withdrawn consent. 

治験薬の投与を中止しただけの被験者は、同意を撤回したとはみ

なしてはならない。 

Subjects who withdraw prematurely from the double-blind 

phase will have end-of-study procedures performed. 

二重盲検期に早期中止となった被験者には、試験終了時の処

置が実施される。 

Subjects withdrew from the study for the following reasons: 

“consent withdrawal” and “adverse events” in 1 subject 

each. 

「同意の撤回」及び「有害事象」の理由で各 1 例の被験者が試

験中止となった。 

Ten subjects (7 in the placebo group, 3 in the Drug A group) 

discontinued study drug treatment: 8 subjects due to 

inadequate response and 2 subjects due to consent 

withdrawal. 

被験者 10 例が治験薬投与中止となった（プラセボ群で 7 例、薬

剤 A 群で 3 例）。理由は効果不十分が 8 例、同意撤回が 2 例で

あった。 

The 1st serious adverse event was an asthma exacerbation 

that occurred during treatment with placebo and led to the 

withdrawal of the subject. 

1 番目の重篤な有害事象はプラセボ投与中に発現した喘息増悪

で、当該被験者の中止につながった。 

The applicant is requested by the MHLW to withdraw the 

application in case a longer time is required for responding to 

申請者は、照会事項に回答するのにより長い時間が必要な場

合、申請を取り下げるよう厚生労働省から求められる。 
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inquiries. 

The change from baseline to the end of the study (after 26 

weeks of treatment or at withdrawal) in BPRS total score 

(mean ± SD) was 24.0 ± 8.0, which was a significant 

improvement (P < 0.001, paired t-test). 

本試験の終了時（26 週間の投与後又は中止時）における BPRS

合計スコアのベースラインからの変化量（平均値±標準偏差）は

24.0±8.0 で、これは有意な改善であった（P<0.001、対のある t 検

定）。 

The choice to withdraw from study participation will not affect 

your medical care. 

試験参加の撤回を選択しても、あなたの治療に影響が及ぶことは

ありません。 

The correlation between withdrawal symptoms and relapse is 

weak. 

禁断症状と喫煙再開の相関関係は弱い。 

The FDA will consider the pre-market approval (PMA) to have 

been withdrawn voluntarily if you fail to respond in writing to 

this request for an amendment within 180 days of the date of 

this letter. 

FDA は、貴社がこのレターの日付から 180 日間以内にこの修正要

求に対して書面で回答しないならば、市販前承認（PMA）が自主

的に撤回されたものとみなす。 

The incidence of adverse events causing withdrawal was low 

with Drug A 100 mg. 

投与中止の原因となった有害事象の発現率は薬剤 A 100mg で

低かった。 

The incidence of withdrawal due to lack of efficacy was 

significantly lower with Drug A. 

効果不十分による中止率は薬剤 A で著しく低かった。 

The investigator must notify the Committee of the premature 

withdrawal. 

治験責任医師は早期中止の旨を当委員会に通知しなければな

らない。 

The investigator must provide follow-up medical care for all 

patients who are prematurely withdrawn from the study. 

治験責任医師は、本試験が早期中止となったすべての患者につ

いて経過観察しなければならない。 

The investigator should document the reason/type, date and 

time of subject consent withdrawal in the subject's source 

documents. 

治験責任医師は、被験者の同意撤回の理由・種類及び日時を

被験者の原資料に記録する。 

The laboratory tests listed below (hematology, serum 

biochemistry, urinalysis) were performed at screening, prior to 

dosing on Days 1 and 10, and at the final visit (Day 30 or at the 

time of early withdrawal). 

以下に掲載する臨床検査（血液学的検査、血清生化学的検

査、尿検査）はスクリーニング時、1 日目及び 10 日目の投与前、

最終来院時（30 日目又は早期中止時）に実施した。 

The main reason for withdrawal in all treatment groups was 

adverse events. 

すべての投与群における中止の主な理由は有害事象であった。 

The main reasons for discontinuations were progressive 

disease, adverse events, and withdrawal of consent. 

中止の主な理由は、進行、有害事象、同意撤回であった。 

The main reasons for withdrawal during this period were 

dizziness or hypotension, cough, and participant's decision. 

この期間中における中止の主な理由は、浮動性めまい又は低血

圧、咳、参加者の決断であった。 

The majority of reported serious heart problems occurred in 

individuals who were intentionally misusing and abusing high 

doses of Drug A in attempts to self-treat opioid withdrawal 

symptoms or to achieve a feeling of euphoria. 

報告された重篤な心臓障害の大多数は、オピオイド離脱症状を

自己治療するためや多幸感を得るために意図的に大量の薬剤 A

を誤用及び濫用した人に起こった。 
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The medical device was voluntarily withdrawn by the 

manufacturer after the FDA concluded that the target 

population for this device was greater than 4000 patients and 

that the device no longer qualified for a humanitarian device 

exemption approval. 

この医療機器については、このデバイスの標的集団が 4000 例を超

えたこと、そしてこのデバイスが人道機器適用免除の承認にもはや

該当しなくなったと FDA が判断したことから、製造業者が自主的に

販売を中止した。 

The most frequent adverse events causing withdrawal among 

Drug A-treated patients were headache and vomiting. 

薬剤 A 投与患者において中止の原因となった最も高頻度の有害

事象は頭痛及び嘔吐であった。 

The needle was then withdrawn, and a second 27-gauge 

needle was passed through the same needle track into the 

anterior chamber to instill 0.5 mL of Drug A. 

次に、針を抜去し《抜き》、同じ針の穴を通して 2 番目の 27 ゲージ

針を前房内に刺入し、薬剤 A 0.5mL を注入した。 

The only withdrawal for an adverse event was a case of 

severe headache, considered probably drug-related. 

有害事象のために中止となったのは重度の頭痛の 1 例のみで、薬

剤とおそらく関連ありと判定された。 

The patient is free to withdraw from the study at any time. 患者はいつでも試験を中止することができる。 

The patient was withdrawn from the study 10 days after the 

start of treatment without post-treatment assessment 

because review of his baseline MRI indicated a large pituitary 

adenoma. 

当患者は、ベースライン MRI の審査で大きな下垂体腺腫が認めら

れたため、投与開始から 10 日後に投与後評価を受けずに試験

中止となった。 

The patient who is cachectic and extremely dehydrated is 

totally unresponsive except for slight withdrawal of the right 

leg by forceful pinprick. 

当患者は悪液質で、著しく脱水しており、針を強く刺したときに右

足をわずかに引くことを除いて、まったく無反応である。 

The patients had more symptoms after withdrawal of hormone 

therapy than after administration of Drug A. 

これらの患者は、ホルモン療法の中止後に薬剤 A の投与後よりも

多くの症状を示した。 

The patients must be informed about their right to withdraw 

from the study at any time. 

患者には、いつでも試験を中止する権利があることについて説明す

ることとする。 

The physician is responsible for the early recognition of the 

adverse drug reaction, the withdrawal of all potentially 

responsible drugs, and the initiation of intravenous-fluid 

replacement. 

医師は、その副作用を早期発見すること、すべての疑わしい原因

薬剤《起因薬》を中止すること、輸液を開始することに責任を有す

る。 

The primary reasons for discontinuation included adverse 

events and withdrawal of consent. 

中止の主な理由は有害事象及び同意撤回であった。 

The reason for withdrawal must be entered on the CRF. 中止の理由は症例報告書に記入しなければならない。 

The reasons for discontinuation were “hemoglobin value of < 

8.0 g/dL” in 30 subjects, “consent withdrawal” in 10 

subjects, “adverse events” in 6 subjects, “need for 

prohibited concomitant medication/therapy” in 3 subjects, 

“death” in 1 subject, “protocol deviation” in 1 subject, and 

“the discontinuation criteria for the study drug dose 

increase/decrease are met” in 1 subject. 

中止の理由は、「ヘモグロビン値が 8.0g/dL 未満」が 30 例、「同意

撤回」が 10 例、「有害事象」が 6 例、「併用禁止薬・併用禁止療

法が必要」が 3 例、「死亡」が 1 例、「治験実施計画書逸脱」が 1

例、「治験薬の増量・減量の中止基準に該当」が 1 例であった。 

The reasons for discontinuation were “lost to follow-up” and 

“consent withdrawal” in 1 subject each. 

中止の理由は「追跡調査不能」及び「同意撤回」が各 1 例であっ

た。 
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The reasons for withdrawals were adverse events in 9 

subjects, patient's request in 6 subjects, others in 4 subjects, 

and ineligibility in 1 subject. 

中止理由は、有害事象が被験者 9 例、患者の申し出が 6 例、そ

の他が 4 例、不適格が 1 例であった。 

The reasons why three patients did not receive drug were 

prior Drug A use in two patients and withdrawal of consent in 

one. 

患者 3 例が投薬を受けなかった理由は、2 例が薬剤 A による治療

歴があったこと、1 例が同意の撤回であった。 

The reviewers rated the scans obtained after administration 

of thyrotropin as equivalent (in 100 patients) or superior (in 5 

patients) to those obtained after withdrawal of thyroid 

hormone therapy in 85% and as inferior in 15%. 

これらのレビューアー《読影者》は、甲状腺ホルモン療法の中止後

に得られたスキャン画像と比べて、甲状腺刺激ホルモンの投与後

に得られたスキャン画像が85％で同等（100例）又は優れる（5例）

と評価し、15％で劣ると評価した。 

The scans obtained after withdrawal of thyroid hormone were 

rated superior by the independent reviewers in more than one 

quarter of the patients. 

独立したレビューアー《読影者》によって、これらの患者の 4 分の 1

超では甲状腺ホルモンの中止後に得られたスキャンのほうが優れて

いると評価された。 

The status of patients during the study was summarized 

according to the numbers of patients who were treated, 

completed the study, and withdrawn from the study. 

試験中の患者の状況についての概要を投与患者数別、試験終

了患者数別、試験中止患者数別に示した。 

The studies allowed dose reduction as an alternative to 

withdrawal. 

これらの試験では投与中止の代わりに投与量を減量できることとし

た。 

The subject has now indicated that he/she wants to withdraw 

consent for future research by Company A and have his/her 

sample destroyed. 

現在、この被験者は会社 A による将来の研究に対する同意を撤

回し、自身の検体を廃棄してもらいたいとの意向を示している。 

The subject must be withdrawn from the study drug treatment 

in the event of any of the following: … 

以下のいずれかの場合、被験者に対する治験薬投与を中止す

る。 

The subject was officially removed from the study 2 months 

later after withdrawing consent. 

2カ月後、この被験者は同意の撤回後に正式に試験中止となった

《打ち切りとなった》。 

The subject was removed from the study approximately 6 

weeks later after withdrawing consent. 

約 6 週間後、この被験者は同意の撤回後に試験中止となった

《打ち切りとなった》。 

The subjects may be considered withdrawn if they state an 

intention to withdraw, fail to return for visits, or become lost 

to follow up for any other reason. 

被験者が中止の意思を示した場合、来院しなかった場合、あるい

は他の理由により追跡調査不能となった場合には、当該被験者

は中止とみなされる。 

The syringes contain a small overfill to allow for a complete 

withdrawal of the labeled amount (20 mg) of Drug A. 

表示量（20mg）の薬剤 A を完全に抜き取ることができるように、注

射器は少しの過量充填となっている。 

The time to withdrawal will be analyzed by log-rank test. 中止までの経過時間はログランク検定によって解析する。 

The time to withdrawal within each treatment group will be 

plotted. 

各投与群における中止までの経過時間をプロットする《グラフに表

す》。 

The urticaria occurred in the 3rd week of treatment with Drug 

A, and subsided after a 1-week withdrawal of the drug. 

この蕁麻疹は薬剤 A の投与 3 週目に発現し、本剤の 1 週間の

休薬後に鎮静化した。 

The volume of the syringe should be small enough so that the 

prescribed dose can be withdrawn from the vial with 

reasonable accuracy. 

処方された用量を正確にバイアルから抜き取ることができるように、

注射器の容量は小さいものにする。 
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The withdrawal symptoms from opioid use - such as muscle 

pain, nausea, and vomiting - can cause a serious condition 

known as opiate withdrawal syndrome. 

筋肉痛、嘔気、嘔吐のようなオピオイドの離脱症状はオピエート禁

断症候群と呼ばれる重篤な病状を引き起こすことがある。 

There are no countries where Drug A has been withdrawn 

from marketing/registration. 

薬剤 A の販売又は登録が中止になった国はない。 

There were no deaths, no serious adverse events, no clinically 

severe adverse events, no dose limiting toxicities (DLTs), no 

adverse events leading to premature study withdrawal, and no 

adverse events leading to premature treatment 

discontinuation. 

死亡や重篤な有害事象、臨床的に重度の有害事象、用量制限

毒性（DLT）、早期の試験中止に至る有害事象、早期の投与中

止に至る有害事象はなかった。 

There were no other withdrawals for adverse events. 有害事象によるその他の中止例はなかった。 

There were no serious adverse events reported and no 

withdrawals from the study. 

重篤な有害事象の報告はなく、試験中止例もなかった。 

There were only 2% more withdrawals from active therapy 

than placebo after 4 years of double-blind follow-up. 

4 年間の二重盲検追跡調査後、実薬投与の中止例はプラセボよ

りも 2％多いだけであった。 

These patients do not withdraw from threatening gestures. これらの患者は脅迫的な身振りにも引き下がらない。 

These responses are difficult to distinguish from the 

symptoms of nicotine withdrawal. 

これらの反応をニコチン離脱症状と区別することは困難である。 

These side effects were troublesome enough to lead to 

withdrawal in four patients. 

これらの副作用はとても厄介で、患者 4 例の中止に至った。 

These subjects had completed the treatment prior to their 

withdrawal. 

これらの被験者は中止の前に投与を終了していた。 

Thirty of these patients discontinued from the study (20 due 

to PD, 8 due to adverse events, 1 death, 1 withdrawal of 

consent). 

これらの患者のうち 30 例が試験中止となった（理由は PD が 20

例、有害事象が 8 例、死亡が 1 例、同意の撤回が 1 例）。 

This CRF is completed if at any time the subject exercises 

their right to withdraw consent from participation in the study. 

時期に関係なく、被験者が本試験への参加についての同意を撤

回する権利を行使するならば、この症例報告書に記入する。 

This product helps relieve the withdrawal symptoms and 

cravings for a cigarette that you get when you stop smoking, 

and allows you to get on with breaking the psychological habit 

of smoking. 

本品は禁煙時に起こる禁断症状や喫煙欲求を緩和するのに役

立ち、喫煙という心理的な習慣を断ち切ることができます。 

This product is for the relief of nicotine withdrawal symptoms 

caused by giving up smoking. 

本品は禁煙で生じる禁断症状の緩和に用いられる。 

This product relieves the unpleasant withdrawal symptoms 

such as restlessness, irritability, inability to concentrate, or 

light headedness. 

本品は、落ち着きのなさ、いらいら感、集中困難、ふらつき感のよう

な不快な禁断症状を緩和する。 

This will allow easy withdrawal of 1 mL of the 200 mg/mL Drug 

A solution from the vial and delivery of the 200 mg dose. 

これにより、200mg/mL 薬剤 A 溶液 1mL をバイアルから容易に取

り出し、200mg を投与することができる。 
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Three of these events (developmental glaucoma and eye 

hemorrhage in 1 subject and pneumonia in a second subject) 

were considered by the Investigator as being at least possibly 

related to study medication and the subjects were withdrawn 

from the study. 

これらの事象のうち 3 件（1 例の発育緑内障及び眼出血、別の 1

例の肺炎）は、治験責任医師により「治験薬との関連性があるか

もしれない」以上と判定され、これらの被験者は試験中止となっ

た。 

Three subjects (protocol deviations [2 subjects], consent 

withdrawal [1 subject]) were withdrawn from the study. 

被験者 3 例（治験実施計画書からの逸脱が 2 例、同意撤回が 1

例）が本試験中止となった。 

Thus, the increased muscle tone was not considered a 

withdrawal symptom suggestive of physical dependence. 

したがって、この筋緊張亢進は身体的依存を示唆する退薬症状

ではないと考えられた。 

Time to treatment failure (TTF): the time from the 

randomization to the date of first objective documentation of 

tumor recurrence or progression or death due to any cause or 

withdrawal from study drug treatment due to any reason, 

whichever was the earliest event. 

治療成功期間（TTF）：ランダム化から腫瘍の再発又は進行が最

初に客観的に記録された日あるいは何らかの原因による死亡又は

何らかの理由による治験薬投与中止のうちいずれか早い方までの

時間。 

To allow for patient withdrawal, a minimum of 100 patients 

were planned for randomization with a 1:1 ratio between the 

treatment groups. 

中止例が出ても大丈夫なように、最低 100 例の患者を両群の比

が 1：1 になるようにランダム化した。 

To compensate for withdrawals, 20 subjects will be 

randomized. 

中止例が出ても大丈夫なように、20 例の被験者をランダム化す

る。 

Transient slight reductions in food consumption and body 

weight in the early phase of withdrawal were observed in the 

Drug A group. 

休薬初期に一過性のわずかな摂餌量及び体重の減少が薬剤 A

群で認められた。 

Treatment with the above chemotherapy regimens will be 

continued until PD is demonstrated by computed tomography 

(CT) or magnetic resonance imaging (MRI; if there are 

contraindications to CT), or unacceptable adverse events 

occur in subjects, or consent is withdrawn. 

上記化学療法レジメンによる治療は、CT 又は MRI（CT が禁忌の

場合）により PD が確認されるか、被験者に許容できない有害事

象が発現するか、あるいは同意が撤回されるまで、継続される。 

Twelve patients were withdrawn from the study for any of the 

following reasons: …. 

患者 12 例が下記のいずれかの理由で試験中止となった。 

Two blood samples (4 ml each) were withdrawn from the arm 

opposite that receiving the drug infusion at the following time 

points: …. 

本剤の点滴静注を受ける腕と反対側の腕から血液検体 2 個（そ

れぞれ 4ml）を以下の時点に採取した。 

Two patients chose to withdraw from the study on Days 5 and 

10, respectively. 

患者 2 例はそれぞれ 5 日目及び 10 日目に試験中止することを選

択した。 

Two patients were withdrawn from the study for protocol 

violation (failure to have laboratory tests done). 

患者 2 例が治験実施計画書の違反（臨床検査を受けなかった）

のために試験中止となった。 

Two subjects were withdrawn from the study because of 

adverse events, one because of mild treatment-emergent 

elevations in liver function tests, which were considered 

probably related to Drug A administration, and the other 

被験者 2 例が有害事象のために試験中止となったが、その理由

は、1例が治療により発現した肝機能検査値の上昇で、薬剤Aの

投与と「おそらく関連あり」と判定され、別の 1 例は治験薬と「関連

なし」の中等度の直腸出血であった。 
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because of moderate rectal bleeding unrelated to the study 

drug. 

Two subjects were withdrawn from the study because of 

adverse events: Subject A who had elevated AST and ALT 

levels that were considered probably related to Drug A 

administration, and Subject B who experienced rectal bleeding 

that was judged to be unrelated to the study drug. 

被験者 2 例が有害事象のために試験中止となった。AST 及び

ALT の高値を示した被験者 A は薬剤 A 投与と「おそらく関連あり」

と判定され、直腸出血を示した被験者 B は治験薬と「関連なし」

と判定された。 

Two subjects were withdrawn from the study because of 

adverse events; narrative descriptions of these two cases are 

presented below. 

被験者 2 例が有害事象のために試験中止となった。これら 2 症例

のナラティブを以下に示す。 

Two subjects withdrew consent and 3 were withdrawn due to 

adverse events. 

被験者 2 例は同意を撤回し、3 例は有害事象のために中止となっ

た。 

Updates to the schedule based on new drug 

approvals/withdrawals should be provided on an ad hoc basis. 

新薬の承認又は取り下げ《却下》を踏まえたスケジュールの更新が

臨機応変に行われる。 

Use of antacids or sodium bicarbonate containing preparations 

was not allowed from three days before the study start until 

study completion or early withdrawal. 

制酸薬又は重炭酸ナトリウム《重曹》を含有する製剤の使用は、

試験開始の 3 日前から試験終了時又は早期中止時まで禁止と

した。 

We want to summarize for you available clinical information 

concerning the safety of Drug A in view of the cardiovascular 

safety concerns raised in connection with the Drug B 

withdrawal. 

我々は、薬剤 B の市場撤退に関連して提起されている心血管系

の安全性上の懸念を踏まえて、薬剤 A の安全性に関して得られ

ている臨床情報について概要を示したいと思います。 

When a subject withdraws prior to completing the study, the 

reason for withdrawal is to be documented on the case report 

form. 

被験者が本試験を終了する前に中止となるとき、中止の理由を

症例報告書に記録することとする。 

When nutrition and hydration are withdrawn, these patients 

usually die within 10 days. 

栄養補給及び水分補給を中止すると、通常、これらの患者は 10

日以内に死亡する。 

When the dissolution is to be performed continuously, add 

carefully a volume of the test solution previously warmed at 

37 deg C, equal to the volume of the solution withdrawn. 

溶解を継続的に行う必要があるとき、採取した液と同容量のあら

かじめ 37℃に加温した試験液を慎重に加える。 

While Drug A is a P-glycoprotein substrate and has very low 

ability to cross the blood-brain barrier, it may precipitate 

opioid withdrawal syndrome or reduce opioid analgesia in 

patients with a compromised blood-brain barrier. 

薬剤 A は P 糖タンパク質の基質で、血液脳関門の透過性は極め

て低いが、血液脳関門に障害がある患者ではオピオイド離脱症

候群を誘発する可能性又はオピオイド鎮痛作用を減弱させる可

能性がある。 

Withdraw all the liquid from the vial, keeping the vial in an 

upright position, slightly inclined to ease complete withdrawal. 

バイアルを直立の状態に維持しながら、完全に回収しやすいように

わずかに傾けて、バイアルからすべての液体を回収する。 

Withdraw the appropriate volume of the solution, containing 1 

mg/mL of active drug, and …. 

実薬 1mg/mL を含む溶液の適量をとり、～。 

Withdraw the entire contents of the reconstituted vial and add 溶液調製後、バイアル中の全量をとり、250mL 容量のプラスチック
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it to the 250 mL plastic bag. バッグに入れる。 

Withdrawal after randomization and before the first study drug 

treatment has to be documented carefully. 

ランダム化以降ないし治験薬初回投与前までの中止は慎重に記

録する。 

Withdrawal and administration of 1 mL of the solution result in 

delivery of 200 mg. 

この溶液の 1mL をとり、投与するとき、送達量は 200mg になる。 

Withdrawal due to adverse events was more frequent in the 

Drug A group. 

有害事象による中止は薬剤 A 群のほうが高頻度であった。 

withdrawal from the market 市場からの引き揚げ《撤退》 

Withdrawal from the study for adverse events occurred in 10% 

of patients treated with Drug A. 

有害事象による本試験の中止は薬剤 A が投与された患者の

10％に起こった。 

Withdrawal of “informed consent” means that a subject: 

- does not want to participate in the study anymore 

- does not want any further visits or assessments 

- does not want any further study related contact 

- does not allow any further analysis of already obtained 

biologic material 

「同意」の撤回とは以下に該当する場合を意味する。 

- 被験者がこれ以上の本試験への参加を望まない 

- 被験者がこれ以上の来院又は診察を望まない 

- 被験者がこれ以上の試験に関連する連絡を望まない 

- 被験者が既に得られている生体試料についてこれ以上の分析

を許可しない 

Withdrawal of consent must be provided in writing. 同意の撤回は書面で提示しなければならない。 

Withdrawal of the subject’s consent. 被験者が同意を撤回した場合。 

Withdrawal of warfarin creates a transient hypercoagulable 

state. 

ワルファリンの中止により、一過性の凝固亢進状態が形作られる。 

Withdrawal symptoms are intensified by abrupt abstinence 

from nicotine, beginning within a few hours, peaking within a 

few days, typically lasting for four weeks. 

禁断症状はニコチンの急激な禁止によって数時間以内に強まり、

数日以内にピークに達し、一般に 4 週間続く。 

Withdrawing consent will not result in any penalty whatsoever 

for the subject. 

同意を撤回しても、被験者にいかなる罰則も科されることはない。 

You may amend your Premarket Approval (PMA), withdraw the 

PMA, or consider this letter to be a denial of approval of the 

PMA and request administrative review. 

貴社は、自らの市販前承認（PMA）を修正すること、PMA を撤回

すること、あるいは本通知を PMA の承認却下とみなし、行政審査

を請求することができる。 

You may withdraw this consent and discontinue your 

participation in the research at any time without affecting 

your participation in the clinical study of Drug A. 

いつでもこの同意を撤回し、この研究への参加を中止することがで

き、その際、この薬剤 A の臨床試験へのあなたの参加が影響を受

けることはありません。 
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withdrewを使う用例 

7000 participants were registered and 1000 were 

subsequently found to be ineligible or withdrew during the 

4-week active run-in period. 

7000 名の参加者が登録され、後に 1000 名が不適格と判定され

るか、4 年間の実薬投与観察期間中に中止となった。 

A similar percentage of subjects in each treatment group 

withdrew from the study. 

本試験が中止となった被験者の割合は各投与群とも同等であっ

た。 

Company A withdrew an application submitted to the 

regulatory authority. 

会社 A は規制当局に提出した申請を取り下げた《撤回した》。 

Company A withdrew the cholesterol treatment because of 

more than 30 deaths among patients taking this drug. 

会社 A は、本剤を服用した患者に 30 件を超える死亡例が出たた

め、このコレステロール治療を中止した。 

During the double-blind phase, 10 subjects withdrew from the 

Drug A group due to lack of efficacy. 

二重盲検期に薬剤 A 群の被験者 10 例が有効性の欠如《効果

不十分》のため中止となった。 

Earlier this week, Company A voluntarily withdrew Drug A. 今週初め、会社 A は薬剤 A を自主的に回収した。 

Five patients withdrew consent before treatment, and 10 

patients were excluded from efficacy analysis. 

患者 5 例が投与前に同意を撤回し、10 例が有効性解析から除

外された。 

Five patients withdrew prematurely from treatments due to 

lack of tolerance of the chemotherapy. 

患者 5 例は、この化学療法に対する忍容性欠如のため、早期に

投与中止となった。 

Following the acquisition of Company B, Company A withdrew 

this Paediatric Investigational Plan (PIP) application in 

November 2017. 

会社 B の買収後、会社 A は 2017 年 11 月に小児適応開発計

画（PIP）申請を撤回した《取り下げた》。 

In the placebo group, 1% of patients withdrew due to dizziness 

and less than 1% withdrew due to somnolence. 

プラセボ群では、患者の 1％が浮動性めまいのために中止となり、

1％未満が傾眠のために中止となった。 

In these studies, more patients in the Drug A group reduced 

their dose or withdrew because of side effects. 

これらの試験において、副作用のために投与量の減量あるいは投

与中止となった患者は薬剤 A 群のほうが多かった。 

More patients in the placebo group than in the Drug A group 

withdrew from the study because of treatment failure. 

無効のために試験中止となった患者はプラセボ群のほうが薬剤 A

群よりも多かった。 

No patient withdrew due to an adverse event. 有害事象のために中止となった患者はいなかった。 

Of the 100 randomized subjects, 1 subject withdrew from the 

study due to “consent withdrawal” before the start of study 

drug treatment. 

ランダム化された被験者 100 例のうち、1 例が治験薬投与開始前

に「同意撤回」のために試験中止となった。 

Of the ten subjects who withdrew from the study before the 

scheduled completion, …. 

予定された終了時よりも前に本試験が中止となったこれらの被験

者 10 例のうち、～。 

One placebo patient withdrew for personal convenience 

reasons at Week 2 and, because the patient failed to complete 

the second pharmacokinetic assessment, he was replaced by 

another patient. 

プラセボ投与の患者 1 例は 2 週目に個人的理由で《自己都合

で》中止となり、この患者は 2 回目の薬物動態評価を終了しなか

ったため、別の患者と入れ替えられた。 

One withdrew because of intractable diarrhea, one because of 

lethargy, one because of unacceptable vaginal bleeding, and 

the fourth because of severe mastalgia and abdominal cramps. 

中止の原因は、1 例が難治性下痢、1 例が嗜眠《傾眠》、1 例が

許容できない膣出血、4 例目が重度の乳房痛及び腹部痙攣であ

った。 

Only one patient in the subcutaneous therapy group withdrew 皮下投与群において注射部位の疼痛のため試験中止なったのは
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from the study because of pain at the injection site. 患者 1 例のみであった。 

Only one patient withdrew because of an adverse event 

(vomiting). 

有害事象（嘔吐）のために中止になった患者は 1 例のみであった。 

Subject A withdrew consent because she wanted to become 

pregnant. 

被験者 A は、妊娠を希望したため、同意を撤回した。 

Subjects withdrew from the study for the following reasons: 

“consent withdrawal” and “adverse events” in 1 subject 

each. 

「同意の撤回」及び「有害事象」の理由で各 1 例の被験者が試

験中止となった。 

The follow-up information should describe whether the event 

has resolved or continues, if and how it was treated, whether 

the blind was broken or not, and whether the subject 

continued or withdrew from study participation. 

この追跡調査情報には、当該事象が回復したか、継続している

か、治療の有無及びその方法、開鍵の有無、当該被験者が試験

参加を続けているか、中止したかを記述する。 

The reason for not treating lesions was either because the 

clinical diagnosis of Disease A was not confirmed by biopsy or 

because the patient withdrew consent. 

病変の治療が行われなかった理由は、疾患 A の臨床診断が生検

で確認されなかったため、あるいは当患者が同意を撤回したためで

あった。 

The remaining 5 subjects discontinued from the study; 3 

subjects withdrew due to non-compliance and 2 subjects were 

lost to follow up. 

残りの被験者 5 例は本試験中止となり、その内訳は 3 例が服薬

遵守不良のために中止、2 例は追跡調査不能であった。 

The second patient was in the 10 mg/kg group and withdrew 

due to a serious adverse event of pericardial effusion. 

2 番目の患者は 10mg/kg 群で、重篤な有害事象である心膜液

貯留のため中止となった。 

The study drug was discontinued because the patient 

withdrew consent to the study. 

当患者が本試験に関する同意を取り下げたので、治験薬の投与

が中止となった。 

The two subjects withdrew because of a family matter and 

feeling uncomfortable with study environment, respectively. 

これら被験者 2 例は、それぞれ家庭の事情及び試験環境になじ

めないことを理由に中止となった。 

These patients discontinued from the study because they 

withdrew consent or were lost to follow-up. 

これらの患者は同意の撤回又は追跡調査不能のために本試験が

中止となった。 

Three patients withdrew from the study because of adverse 

events; lipohypertrophy, hepatitis (both considered 

non-serious), and sudden death stated on the death 

certificate to be due to myocardial infarction. 

患者 3 例が有害事象のために本試験中止となった。その内訳は

脂肪肥厚、肝炎（両者とも非重篤と判定）、突然死（死亡診断

書には心筋梗塞に起因すると記載）であった。 

Two other subjects withdrew from the study because of 

adverse events on Days 5 and 10, respectively. 

別の被験者 2 例はそれぞれ 5 日目及び 10 日目に有害事象のた

めに試験中止となった。 

Two subjects withdrew consent and 3 were withdrawn due to 

adverse events. 

被験者 2 例は同意を撤回し、3 例は有害事象のために中止となっ

た。 
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