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イートモで「範囲」を検索したときの対訳（2021 年 5 月 17 日時点の対訳データに基づく）。 

 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 

 

 

（1）over the range を使う用例 

A 7-point standard curve (run in triplicate) was constructed 

over the range of 0.01 to 10 mg/liter. 

0.01～10mg/Lの範囲で7ポイント標準曲線（3回の実行）を作成

した。 

Moreover, the upper limit of the 90% confidence interval for 

mean change in QTcF was less than 10 msec over the range 

of Drug A concentrations. 

その上、QTcF の平均変化量の 90％信頼区間の上限値は、薬

剤 A の濃度範囲において 10msec 未満であった。 

The binding is independent of drug concentration over the 

range of 1 to 20 mg/mL. 

この結合は 1～20mg/mL の範囲で薬剤濃度による影響を受けな

い。 

The blood/plasma distribution ratio was independent of 

concentration over the range 100 to 5000 ng/ml. 

血液中／血漿中分布比は 100～5000ng/mL の範囲で濃度によ

る影響を受けなかった。 

The extent of binding was independent of drug concentration 

over the range 0.1 to 10.0 µg/mL. 

結合度は 0.1～10.0µg/mL の範囲で薬剤濃度による影響を受け

なかった。 

The method employed was linear over the range of 0.1 to 100 

µg/mL, with a lower limit of quantitation (LOQ) of 0.1 µg/mL. 

使用した方法は 0.1～100µg/mL の範囲で直線性を示し、定量

下限（LOQ）は 0.1µg/mL であった。 

When [14C]-Drug A 0.01, 0.1, or 1 µg/mL was added to human 

blood, the distribution in blood cells was 13.0% to 15.0%, 

showing no concentration-dependence over the range tested. 

[14C]標識薬剤 A 0.01、0.1、1µg/mL をヒト血液に添加したとき、

血球への分布率は 13.0～15.0％で、検討した範囲で濃度依存

性を示さなかった。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 
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（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（2）within the range を使う用例 

All PQ interval values were well within the range of historical 

control values for dogs. 

すべての PQ 間隔値は十分にイヌの背景対照値の範囲内であっ

た。 

Because the data are within the range of the historical data at 

the study site, the result was considered not associated with 

Drug A. 

これらのデータは試験実施施設の背景データの範囲内であること

から、その結果と薬剤 A の関連性はないと判断された。 

Both values were within the range of the historical controls for 

this facility. 

両方の数値とも当施設の背景対照値の範囲内であった。 

Cmax and AUC increased in proportion to increasing dose 

within the range of doses studied. 

Cmax及びAUC は、検討した用量範囲内で用量に比例して上昇

した。 

During administration, heart rate and blood pressure should be 

measured, and the dose adjusted within the range of 0.1 to 0.5 

mg/kg/min. 

投与中、心拍数及び血圧を測定し、0.1～0.5mg/kg/分の範囲

内で用量調節する。 

However, increased AUClast due to hepatic impairment was 

within the range of the coefficient of variation (33.0% to 

100.0%). 

しかし、肝機能障害による AUClast の上昇は変動係数の範囲内

（33.0～100.0％）であった。 

However, the result was considered not associated with Drug 

A, given that the incidence of other types of tumors was 

within the range of ICR mice data at the study site, and 

because of no dose dependency observed. 

しかし、その他のタイプの腫瘍の発生率は試験実施施設における

ICR マウスのデータの範囲内であり、用量依存性が認められなかっ

たことから、この結果と薬剤 A に関連性はないと判断された。 

However, the result was considered not associated with Drug 

A, given that the incidence showed no statistically significant 

difference from that of the vehicle control group and was 

within the range of ICR mice data at other study sites. 

しかし、この発生率は溶媒対照群の値と比較して統計学的有意

差を示さず、他の試験実施施設における ICR マウスのデータの範

囲内であったことから、この結果と薬剤 A に関連性はないと判断さ

れた。 

In Patient A from Study A, the observed decrease was within 

the range of variability of Drug A concentrations observed in 

the study population and thus may not be completely 

attributable to an anti-Drug A antibody response. 

試験 A の患者 A に認められた低下幅は試験集団で認められた薬

剤 A 濃度のばらつきの範囲内であったことから、完全に抗薬剤 A

抗体反応に起因したものとは考えられない。 

In patients with LDH 5 times the upper limit of normal, the 

clearance of Drug A was estimated to be 20.0% higher than 

that in patients with LDH within the range of historical data 

from the medical institution. 

LDH が基準値上限の 5 倍の患者では、LDH が当該医療機関の

背景データの範囲内の患者と比較して、薬剤 A のクリアランスが

20.0％高くなると推定された。 

Overall, the affinities observed are well within the range of 

values obtained in other laboratories. 

全体として、これらの親和性の観測値は十分に他の検査機関で

得られた数値の範囲内である。 

Safety data showed no dose-dependent effect of Drug A on 

the incidence of adverse events, and laboratory changes 

remained within the range of normal. 

安全性データには、有害事象の発現率に対する薬剤 A の用量依

存的な影響は認められず、臨床検査値の変化量は正常範囲内

で推移した。 

The dose is adjusted as appropriate within the range of 0.25 to 

1.0 mg per day, according to the symptoms. 

投与量は症状に応じて 0.25～1.0mg/日の範囲内で適宜調節す

る《用量調節》。 

The incidence of deep vein thromboses was within the range 深部静脈血栓症の発生率は、整形外科手術を受けた患者に関
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of that reported in the literature for orthopedic surgery 

patients. 

する文献報告値の範囲内であった。 

The incidences of individual skeletal anomalies were largely 

within the range of the historical data at the laboratory. 

個々の骨格異常の発現率は概ね試験実施施設の背景データの

範囲内であった。 

While changes were statistically significant, the values 

remained within the ranges normally seen in patients with 

Disease A. 

変化量は統計学的に有意であったのに対して、数値は疾患 A の

患者で通常みられる範囲内で推移した。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（3）in the range を使う用例 

Body mass index (BMI) in the range of 20-35 kg/m2 inclusive 

at Visit 1. 

1 回目来院時の肥満指数（BMI）が 20～35kg/m2 の範囲内であ

ること。 

Exposure to Drug A was similar across the studies with a 

median cumulative dose in the range of 1500 to 2000 mg/m². 

薬剤 A の曝露量は各試験とも同程度で、累積投与量の中央値

は 1500～2000mg/m²の範囲であった。 

In soft tissue infection models with Staphylococcus aureus 

and Enterococcus faecalis, both drugs exhibited curative 

activities in the range of 10.0 to 30.0 mg/kg. 

黄色ブドウ球菌及びエンテロコッカス・フェカリスによる軟部組織感

染症モデルにおいて、両剤とも 10.0～30.0mg/kg の範囲で治療効

果を示した。 

It is necessary to maintain trough blood concentrations in the 

range 5 to 10 ng/ml. 

トラフ血中濃度を 5～10ng/ml の範囲に維持する必要がある。 

Near-maximal antiviral effects are achieved with Drug A 

dosing in the range of 500-600 mg/day. 

薬剤 A を 500～600mg/日の範囲で投与したとき、最大に近い抗

ウイルス効果が得られる。 

Purpose: To evaluate the effect on survival and quality of life 

of maintaining hemoglobin in the range of 12 to 14 g/dL with 

Drug A versus placebo in women with metastatic breast 

cancer receiving first-line chemotherapy. 

目的：一次化学療法を受けている転移性乳癌の女性を対象に、

薬剤 A でヘモグロビンを 12～14g/dL の範囲に維持することによる

生存率及び生活の質への効果をプラセボと比較評価すること。 

Semi-drying oils have an iodine value in the range 120-150. 半乾性油はヨウ素価が 120～150 の範囲である。 

The bicarbonate ion (HCO3−) is the main source of buffering 

capacity to maintain the system's pH in the range of 6.5–7.6. 

重炭酸イオン（HCO3−）が緩衝能の本体で、本システムの pH を

6.5～7.6 の範囲に維持している。 

The dose was initially reduced until the hematocrit was below 

30% and then was gradually increased to a level that would 

maintain the hematocrit in the range of 30% to 33% for 26 

weeks. 

投与量は、最初にヘマトクリット値が 30％未満になるまで減量し、

その後、ヘマトクリット値が 30％～33％の範囲で 26 週間維持され

るレベルにまで徐々に増量した《漸増した》。 

The eligible lipid values are non-HDL cholesterol > 130 mg/dL, 

TG in the range 150-500 mg/dL, and HDL cholesterol < 

60mg/dL at two consecutive visits. 

脂質の適格値は、2 回連続の来院時に非 HDL コレステロールが

130mg/dL 超、TG が 150～500mg/dL の範囲、HDL コレステロー

ルが 60mg/dL 未満とする。 

The elimination half-life of radioactivity from the blood was in 

the range of 5-10 hours. 

放射能の血液からの消失半減期は 5～10 時間の範囲であった。 

The plasma exposure associated with the 10 mg/kg QD dosing 

regimen was in the range of 7000 to 7500 h.ng/mL on Day 14 

of dosing. 

10mg/kg の 1 日 1 回投与に伴う血漿中曝露量は投与 14 日目

に 7000〜7500h.ng/mL の範囲であった。 

Therapeutic plasma concentrations of theophylline are 

considered to be in the range of 5 to 20 µg/ml, and levels 

above 20 µg/ml are more likely to be associated with adverse 

effects. 

血漿中のテオフィリンの治療濃度は 5～20µg/ml の範囲と考えら

れ、20µg/ml を超えると有害な影響があらわれやすくなる。 

Thus, the overall incidence of anti-Drug A immune response 

was calculated to be 15.0%, which is well in the range found for 

other chimeric monoclonal antibodies in cynomolgus monkeys. 

このように、薬剤 A に対する免疫応答の総発現率は 15.0％と算

出され、この値はカニクイザルにおいて他のキメラモノクローナル抗体

で確認されている範囲に十分入っている。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 
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（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（4）normal range を使う用例 

Abnormal laboratory values were defined as those exceeding 

the upper limit of the normal range. 

臨床検査値異常は正常範囲の上限値を超える値と定義した。 

Alkaline phosphatase increased above the upper limit of the 

normal range in only one patient in the Drug A group, and no 

patient had an abnormal increase in bilirubin on Drug A. 

薬剤 A 群でアルカリホスファターゼが正常範囲の上限値よりも高く

なったのは 1 例のみであり、薬剤 A の投与時にビリルビンの異常高

値を示した患者はいなかった。 

All mean values remained within normal range. すべての平均値は正常範囲内で推移した。 

All patients were required to have adequate renal and hepatic 

function (serum creatinine < 0.3 mg/dl and total bilirubin < 0.9 

mg/dl above the upper limit of institutional normal range). 

すべての患者には十分な腎機能及び肝機能を有することを求めた

（施設正常範囲の上限値との差が血清クレアチニンで＋0.3mg/dl

未満かつ総ビリルビンで＋0.9mg/dl 未満であること）。 

Although mean γGPT values were above the normal range in 

some dose groups during the treatment period, no apparent 

trend was seen within or across dose groups with regard to 

change from baseline in γGPT values. 

平均γGTP 値は一部の投与群で投与期間中に正常範囲を超

えたが、γGTP 値のベースラインからの変化に関しては、投与群内

又は投与群間のどちらも明らかな傾向はみられなかった。 

An increase in ALT during treatment to 2.0 times the upper 

limit of the normal range (ULN) occurred in 30 of 100 subjects 

in the Drug A group compared with 2 of 100 subjects in the 

placebo group. 

投与中に ALT が正常範囲の上限値（ULN）の 2.0 倍に上昇した

のは薬剤 A 群の被験者 100 例のうち 30 例であったのに対して《比

較して》、プラセボ群では 100 例のうち 2 例であった。 

An increase in urine specific gravity to levels slightly outside 

of the normal range of 1.001-1.035 was observed at higher 

doses. 

尿比重には、正常範囲である 1.001～1.035 をわずかに逸脱する

レベルまでの上昇が高用量で認められた。 

Any laboratory parameters that are outside the normal range 

and are significantly different from the baseline values will be 

followed up as necessary until the abnormality has been 

resolved or the etiology clarified to the investigator’s 

satisfaction. 

正常範囲から逸脱し、ベースライン値から大きくかけ離れた臨床検

査パラメータがある場合、当該異常が消失するか、治験責任医

師が納得する程度まで原因が解明されるまで、必要に応じて追

跡調査する。 

Any test result above the upper limit of the normal range 

deserves notice, but slight abnormalities of this kind are 

common in untreated and placebo-treated patients and are 

not very informative about potential for serious drug injury. 

正常範囲上限を超える検査結果が認められた場合には注意が

必要であるが、このタイプの軽微な異常は非投与の患者及びプラ

セボ投与の患者にも多くみられ《めずらしくなく》、重大な薬害の可

能性を示唆する重要な情報ではない。 

Fetal spleen weights were close to the lower limit of the 

normal range. 

胎児の脾臓重量は正常範囲の下限値に近かった。 

However, in most but not all patients on inhaled Drug A 

therapy, adrenal function and adrenal reserve remain within 

normal range. 

しかし、薬剤 A の吸入療法を受けている患者のすべではないが、

ほとんどの患者では、副腎機能及び副腎予備能が正常範囲内

で推移する。 

If their serum aspartate aminotransferase values were more 

than twice the upper limit of the normal range on two 

successive occasions, …. 

その血清アスパラギン酸アミノトランスフラェーゼ値が 2 回連続で正

常範囲の上限値の 2 倍超であったならば、～。 

IGF-I concentrations should be maintained below the upper 

limit of the age-specific normal range. 

IGF-I 濃度は年齢別正常範囲の上限値よりも低く維持する。 
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In order to maintain serum Drug A concentrations within the 

age-adjusted normal range, the subsequent dose should be 

titrated in 5 mg increments to a maximum of 50 mg/day or, 

exceptionally, it may need to be titrated down to 10 mg. 

血清中薬剤 A 濃度を年齢調整正常範囲内に維持するため、そ

れ以降の投与量は 5mg ずつ漸増して最高 50mg/日とするが、例

外的に 10mg までの漸減が必要になることもある。 

Insulin acts on various target cells to lower blood glucose 

levels into the near-normal range. 

インスリンは様々な標的細胞に作用し、血糖値を正常値に近い

範囲にまで下げる。 

LVEF < 45% or below the institutional lower limit of the normal 

range (whichever is higher) by echocardiography. 

心エコー検査による LVEF が 45％未満又は施設正常範囲の下

限値未満であること（どちらか高いほう）。 

Lymphocyte counts for the Drug A group remained, as 

expected, below normal range and lower than the Drug B 

group, but did not show any further decrease from baseline 

during the extension study. 

予想通り、薬剤 A 群のリンパ球数は正常範囲を下回り、薬剤 B

群よりも低値で推移したが、継続試験中にベースライン値よりもさ

らに減少することはなかった。 

Monocyte counts increased to above the normal range 10 to 

16 days after administration. 

単球数は投与の 10～16 日後に正常範囲を上回る程度まで増

加した。 

Most of the laboratory values were within the normal range at 

all observations. 

これらの臨床検査値のほとんどはすべての観察時に正常範囲内で

あった。 

No patient had serum GPT values more than twice the upper 

limit of the normal range during the study. 

試験中に正常範囲の上限値の 2 倍超の血清 GPT 値を示した患

者はいなかった。 

Normal ranges are as follows: for hemoglobin, 13 to 18 g per 

deciliter; …. 

正常範囲は以下のようにヘモグロビンで 13～18g/dL、～である。 

Of the patients who underwent the procedure, 50% had 

tympanogram results within a normal range 6 weeks after the 

procedure, compared to 10% of the patients who were treated 

only with conventional medical management. 

この処置を受けた患者の 50％は処置から 6 週間後にティンパノグ

ラムの結果が正常範囲内であったのに対して《比較して》、従来型

の内科的治療のみを受けた患者では 10％であった。 

Other drug-related changes were minimal in magnitude, often 

within normal range values, and were not deemed biologically 

or toxicologically significant. 

薬剤関連性のあるその他の変化は程度が軽微で、正常範囲内

であることが多く、生物学的又は毒性学的に問題があると考えら

れなかった。 

Patients were also excluded if screening electrocardiographic 

or laboratory test results were clinically significantly outside 

the normal range. 

スクリーニング時の心電図又は臨床検査結果が臨床的に問題と

なる正常範囲からの逸脱を示した患者も除外した。 

Pretherapy plasma concentrations were within the normal 

range, in agreement with our previous study. 

治療前の血漿中濃度は正常範囲内で、我々が以前に行った試

験と一致した。 

Small decreases in uric acid from baseline, but remaining 

within the normal range, were seen in the Drug A group. 

薬剤 A 群では、正常範囲内での推移であったが、ベースラインと比

較して尿酸のわずかな減少がみられた。 

The actual values remained within the normal range. 実測値は正常範囲内で推移した。 

The blood's acid-base balance <<equilibrium>> is precisely 

controlled, because even a minor deviation from the normal 

range can severely affect many organs. 

血液の酸塩基平衡は精密に制御されているが、これは正常範囲

からのわずかな逸脱でも多くの臓器に重大な影響が及ぶためであ

る。 

The dose should be titrated (up or down) in order to maintain 

ABC within the age-adjusted normal range. 

投与量は、ABC が年齢調整正常範囲内に維持されるように用

量設定する（漸増又は漸減）。 
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The mean value remained within the normal range. 平均値は正常範囲内で推移した。 

The patient’s vital signs remained within the normal range. 当患者のバイタルサインは正常範囲内で推移した。 

The Sponsor must be provided with a copy of each 

laboratory’s certification, and tabulation of the normal ranges 

and units for each parameter required. 

治験依頼者には、各検査機関の証明書の写し並びに各検査項

目の正常範囲及び単位の一覧を提供する。 

The table shows the number of patients with an increase of at 

least 2.0 times the upper limit of the normal range, by category 

of increase. 

この表は、正常範囲の上限値の 2.0 倍超の増加を示した患者数

を増加幅の区分ごとに示している。 

The values remained within the normal range. これらの数値は正常範囲内で推移した。 

TSH outside the normal range at Visit 1. 1 回目来院時に TSH が正常範囲を逸脱している場合。 

Values that fell outside the normal ranges were generally 

either isolated occurrences or values that were slightly 

abnormal at the screening. 

全般的に、正常範囲を逸脱した数値は単発的なものか、あるい

はスクリーニング時にわずかに異常であった数値であった。 

When low dose heparin was administered to patients with 

Disease A, plasma FPA levels were decreased to the near 

normal range, accompanied by an increase in heparin 

concentration 3 hours after injection. 

低用量ヘパリンを疾患 A の患者に投与したとき、血漿中 FPA 値

はほぼ正常範囲に低下し、注射の 3 時間後にヘパリン濃度の上

昇を伴った。 

While these changes were statistically significant, they were 

not clinically significant, and the values remained within 

normal ranges. 

これらの変化量は統計学的に有意であったが、臨床的には問題と

なるものではなく、数値は正常範囲内で推移した。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（5）reference range を使う用例 

All mean changes from baseline in laboratory values remained 

within the laboratory reference ranges. 

臨床検査値のベースラインからの平均変化量はいずれも臨床検

査の基準範囲内で推移した。 

Biochemistry, hematology, urinalysis, vital signs, and 12-lead 

ECG values outside the reference range were noted for 

several subjects, but these were usually just above or below 

the reference range. 

基準範囲を逸脱する生化学的検査値、血液学的検査値、尿

検査値、バイタルサイン、12 誘導心電図の値が数例の被験者に

認められたが、通常、これらは基準範囲をわずかに上回るか、下

回るかであった。 

Dashed lines represent the upper limit of the reference range 

(where only one dashed line is shown) or both the upper and 

lower limits. 

点線は基準範囲の上限値（点線が 1 本のみの場合）あるいは上

限値と下限値の両方を表す。 

GOT was elevated to less than four times the upper limit of 

the reference range. 

GOT は基準範囲の上限値の 4 倍弱まで上昇した。 

If the results of the serum biochemistry or urinalysis are 

outside the reference ranges, the subject may be enrolled only 

if the investigator judges the abnormalities or deviations from 

normal to be not clinically significant, to be appropriate and 

reasonable for the population under study, and not to be a 

potential cause of cognitive impairment. 

血清生化学的検査又は尿検査の結果が基準範囲外であるなら

ば、その異常又は正常値からの逸脱が臨床的に問題となるもので

はなく、試験集団にとって適切かつ妥当なものであり、認知機能障

害を引き起こす可能性がないと治験責任医師が判断した場合に

のみ、当該被験者を組み入れることができる。 

Subjects were evaluated for 10 days or until any abnormality 

returned to the reference range. 

被験者は 10 日間診察するか、異常が基準範囲に戻るまで診察

した。 

The weights were then returned to the high end of the 

reference range. 

その後、これらの重量は基準範囲の上限値に戻った。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（6）a wide range of を使う用例 

A wide range of flow rates can be attained by altering the 

piston stroke frequency during each cycle. 

各サイクルにおけるピストンのストローク頻度を変えることによって、

広範囲の流速を実現することができる。 

A wide range of psychiatric disorders co-occurred with bipolar 

disorder during adolescence and early adulthood. 

青年期及び成人期初期《成人早期》には広範囲の精神障害が

双極性障害と同時に起った。 

Attention will be focused on antibody development to a wide 

range of toxins. 

広範囲のトキシンに対する抗体形成に注目する予定である。 

Company A collects and analyzes a wide range of information 

from various institutions and organizations in Japan and 

overseas. 

会社 A は、国内及び海外《国内外》の様々な研究所及び機関か

ら広範囲の情報を入手し、分析している。 

Medical devices cover a wide range of products, from 

adhesive bandages and forceps to MRI and pacemakers. 

医療機器には、絆創膏や鉗子から MRI やペースメーカーまで広範

囲の品目がある。 

Precipitated calcium carbonate is a versatile additive for use 

in a wide range of plastic and elastomeric applications. 

沈降炭酸カルシウムは、広範囲のプラスチックやエラストマーに利用

される多用途の添加物である。 

Since its establishment in 1990 as an information service 

provider to universities and businesses, the Center has been 

building and offering high-quality databases in a wide range of 

disciplines for the support of R&D and commercial operations 

internationally. 

1990 年に大学及び企業に対する情報サービス提供機関として創

立されて以来、当センターは国際的な研究開発及び商業活動を

サポートするため、広範囲の分野で高品質のデータベースを構築・

提供してきた。 

The two companies expect that the joint venture agreement 

will be the starting point for pursuing a wide range of synergies 

and business growth of both companies. 

これら 2 社は、今回の合弁事業契約が広範囲のシナジー効果と

両社の事業成長につながる契機となることを期待している。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（7）a narrow range of を使う用例 

Against vancomycin-resistant enterococci (five species), both 

drugs had a narrow range of MICs and a MIC90 of 1 µg/ml. 

バンコマイシン耐性腸球菌（5 種）に対する両剤の MIC の範囲は

狭く、MIC90 は 1µg/ml であった。 

The effect was dose-dependent over a narrow range of 

concentrations. 

この作用は狭い濃度範囲で用量依存的であった。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（8）target range を使う用例 

Additional research is required to clarify the impact of 

erythropoiesis stimulating agents on survival when the 

hemoglobin target range is 10 to 12 g/dL. 

ヘモグロビン目標範囲が 10～12g/dL のとき、生存率に対する赤

血球生成刺激薬の影響を解明するにはさらなる研究が必要であ

る。 

As the hematocrit moves from the 20s into the target range of 

30% to 36%, many dialysis patients enjoy an improvement in 

their quality of life (QOL). 

ヘマトクリットが 20％台から目標範囲の 30～36％に近づくにつれ

て、多くの透析患者が生活の質（QOL）の改善を実感する。 

Drug A or Drug B was administered for 24 weeks in 

accordance with Table 10 so that pre-dialysis hemoglobin 

values would stay within the target range (10.0 to 12.0 g/dL). 

透析前ヘモグロビン値が目標範囲内（10.0～12.0g/dL）で推移す

るように、表 10 に従って薬剤 A 又は薬剤 B を 24 週間投与した。 

Drug A was administered to subjects orally 3 times weekly for 

52 weeks in accordance with the dosing method, dose 

adjustment range, and dose adjustment criteria specified in 

Table 10 so that pre-dialysis hemoglobin values stayed within 

the target range (10.0 to 12.0 g/dL). 

透析前ヘモグロビン値が目標範囲内（10.0～12.0g/dL）で推移す

るように、表 10 に規定される投与方法、用量調節範囲、用量調

節基準に従って薬剤 A を被験者に週 3 回、52 週間経口投与し

た。 

If the hematocrit remains below, or falls below, the target 

range, iron stores should be re-evaluated. 

ヘマトクリットが目標範囲よりも低い値で推移するか、目標範囲よ

りも低い場合、鉄貯蔵量を再評価する。 

If the target range is exceeded, Drug A may be temporarily 

withheld until the hematocrit returns to the target range. 

目標範囲を越えたならば、ヘマトクリットが目標範囲に戻るまで薬

剤 A の投与を一時的に控えることができる。 

Once the hematocrit reaches the target range, that level can 

be sustained by Drug A therapy. 

ヘマトクリットが目標範囲に達したならば、そのレベルは薬剤 A の投

与によって維持することができる。 

Subcutaneous administration of Drug A can maintain the 

hematocrit in a desired target range, with an average weekly 

dose of Drug A that is lower than with intravenous 

administration. 

薬剤 A の皮下投与では、静脈内投与よりも低い薬剤 A の週平

均投与量でヘマトクリット値を望ましい目標範囲に維持することが

できる。 

Table 10 shows the time course of mean hemoglobin values 

and the percentage of subjects whose hemoglobin values 

stayed within the target range by evaluation period. 

平均ヘモグロビン値の経時的推移及びヘモグロビン値が目標範囲

内で推移した被験者の割合を評価期間別に表 10 に示す。 

The dose of Drug A must be individualized to maintain the 

hematocrit within the target range. 

薬剤 A の投与量は、ヘマトクリットが目標範囲内に維持されるよう

に、個別に設定することとする。 

The patient must be evaluated frequently to ensure that blood 

pressure is maintained within the target range. 

血圧が目標範囲内に維持されていることが確認できるように、患

者を頻繁に診察することとする。 

The results for the percentage of subjects whose hemoglobin 

values stayed within the target range from Weeks 10 to 20, a 

secondary endpoint, also demonstrated that no trends 

suggesting inferiority of the Drug A group to the Drug B group 

were found. 

副次評価項目である 10～20 週目にヘモグロビン値が目標範囲

内に維持された被験者の割合《維持率》の結果からも、薬剤 A 群

が薬剤 B 群に劣ることを示唆する傾向はなかったことが証明され

た。 

With regard to the non-inferiority margin, the target range of 

hemoglobin for hemodialysis patients was 10.0 to 12.0 g/dL, 

and Drug A and Drug B were to be administered while making 

非劣性マージンについては、血液透析患者におけるヘモグロビンの

目標範囲を 10.0～12.0g/dL とし、ヘモグロビン値が当該目標範

囲内で推移するように薬剤 A 及び薬剤 B を用量調節しながら投
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dose adjustments so that hemoglobin values would stay within 

the target range. 

与することとした。 

Your dose of Drug A will be adjusted to keep your PT/INR in a 

target range for you. 

薬剤 A の用量は、PT/INR がご自身の目標範囲に維持されるよう

に調節されます。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（9）ranging from を使う用例 

A dopamine transporter (DAT) occupancy was found for 

multiple doses of Drug A ranging from 0.5 mg to 4 mg, with 

average striatal DAT occupancies of approximately 35% at 8 

hours postdose and 30% for a time window of 24 to 30 hours 

postdose after multiple doses of 3 mg and 4 mg. 

薬剤 A を 0.5mg から 4mg までの範囲で反復投与したときにドパミ

ントランスポーター（DAT）の占有が認められ、3mg 及び 4mg の反

復投与時、線条体における平均 DAT 占有率は投与 8 時間後に

約 35％、投与 24～30 時間後の時間枠に 30％であった。 

All the aforementioned clinical studies were conducted in 

patients with moderately advanced HIV infection, with mean 

CD4 cell counts ranging from 200 to 350 cells/mm3. 

上記の臨床試験のすべては、中等度に進行した HIV 感染症で、

平均 CD4 細胞数が 200 個/mm3 から 350 個/mm3 までの範囲

の患者を対象に行われた。 

Animals trained to discriminate Drug A only partially 

generalized to the effects of Drug B. In contrast, animals 

trained to discriminate Drug B dose-responsively generalized 

to Drug A doses ranging from 0.1-1.2 mg/kg. 

薬剤 A を弁別するように訓練した動物では薬剤 B の作用に対し

て部分的に般化《汎化》したにすぎなかった。一方、薬剤 B を弁別

するように訓練した動物では 0.1mg/kg から 1.2mg/kg までの範囲

の薬剤 A 用量に対して用量反応的に般化《汎化》した。 

Before administration to the patient, this solution must be 

further diluted with ABC to a final Drug A concentration 

ranging from 0.1 to 0.5 mg/mL. 

患者に投与する前に、この溶液を ABC でさらに希釈し、薬剤 A の

終濃度を 0.1mg/mL から 0.5mg/mL までの範囲とする。 

Both drugs were active in vivo against penicillin- and 

cephalosporin-resistant Streptococcus pneumoniae, with 

ED50 values ranging from 2.0 to 10.0 mg/kg in systemic 

infection models. 

両剤ともペニシリン耐性肺炎球菌及びセファロスポリン耐性肺炎球

菌に対して in vivo で効果を示し、ED50 値は全身感染症モデルに

おいて 2.0mg/kg から 10.0mg/kg までの範囲であった。 

Comparison across animal species demonstrated a positive 

correlation between elimination half-life (t1/2) and body 

weight, with mean t1/2 values ranging from 1.5 hours in mice 

and rats to 11 hours in minipigs following oral administration. 

動物種間で比較したところ、消失半減期（t1/2）と体重の間に正

の相関が認められ、経口投与後の平均半減期はマウス及びラット

の 1.5 時間からミニブタの 11 時間の範囲に及んだ。 

Drug A had slightly preferential distribution to red blood cells 

rather than plasma with blood/plasma ratio ranging from 1.5 to 

2.5 across species. 

薬剤 A は血漿よりも赤血球にわずかに分布しやすく、動物種を通

じての血液／血漿比は 1.5 から 2.5 までの範囲であった。 

Drug A is predominantly eliminated by the kidney, with urinary 

recovery of unchanged drug at steady state ranging from 60% 

to 80% of the administered dose. 

薬剤 A は主に腎臓によって排出され、定常状態における未変化

体の尿中回収率は投与量の 60％から 80％までの範囲であった。 

Drug A was measurable in all cerebrospinal fluid (CSF) 

samples, with concentrations ranging from 0.1 to 0.2 mg/L 

薬剤 A はすべての脳脊髄液（CSF）検体で測定可能で、濃度は

0.1mg/L から 0.2mg/L までの範囲であった。 

In these experiments, optimal activity of Drug A was 

demonstrated at doses ranging from 1.0 mg/kg/day to 5.0 

mg/kg/day. 

これらの実験では、1.0mg/kg/日から 5.0mg/kg/日までの範囲の

用量で薬剤 A の至適作用が認められた。 

Intersubject variability was relatively high, with coefficients of 

variation ranging from 40.0% to 60.0% for Cmax and from 45.0% 

to 55.0% for AUC. 

被験者間のばらつきは比較的大きく、変動係数は Cmax で 40.0

～60.0％の範囲、AUC で 45.0～55.0％の範囲であった。 
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Intravenously administered Drug A is eliminated at a rate 

consistent with first order kinetics with a circulating half-life 

ranging from approximately 5 to 10 hours in adult and pediatric 

patients with chronic renal failure. 

静脈内投与後、薬剤 A は一次速度論に一致する速度で排出さ

れ、循環血液中の半減期は慢性腎不全の成人患者及び小児

患者で約 5～10 時間の範囲である。 

It has been demonstrated that the food effect does not 

significantly differ across the doses when Drug A is 

administered at doses ranging from 20 to 50 mg. 

薬剤 A を 20～50mg の用量範囲で投与したとき、食事の影響は

用量間で大きく異ならないことが証明されている。 

Lactic acidosis has been reported with Drug A, with an 

estimated incidence ranging from 0.25 to 1 case per 1000 

patient-year. 

薬剤 A では乳酸アシドーシスが報告されており、推定発生率は

1000 患者年につき 0.25～1 例の範囲である。 

Mean Drug A trough concentrations were similar across the 

first 6 courses, with values for Week 6 of each course ranging 

from 48.0 to 65.0 µg/mL. 

最初の 6 クールにおける平均薬剤 A トラフ濃度は同程度であり、

各クールの 6 週目の値は 48.0～65.0µg/mL の範囲であった。 

Measurements of Drug A plasma concentrations in these 

experiments revealed effective concentrations for 

maintenance of flow ranging from approximately 100 nM to 5 

µM. 

これらの実験における薬剤 A の血漿中濃度の測定値から、血流

の維持に有効な濃度は約 100nM から 5µM までの範囲であること

が明らかにされた。 

Neurological examinations were performed before and after 

transplantation, with follow-up ranging from one to nine years. 

神経学的検査は移植の前後に行われ、追跡調査は 1～9 年間

の範囲に及んだ。 

Pharmacokinetic parameters were examined after single and 

multiple doses ranging from 5 to 500 mg/m2. 

薬物動態パラメータは、5～500mg/m2 の範囲の単回投与後及び

反復投与後に検討した。 

Ten patients with Disease A who had relapsed after extensive 

prior therapy were treated with Drug A at doses ranging from 

1.0 to 5.0 mg/kg/day until leukemic cells were eliminated from 

the bone marrow. 

広範囲にわたる前治療でも再発していた疾患 A の患者 10 例に

対して、白血病細胞が骨髄から排出されるまで、薬剤 A を 1.0～

5.0mg/kg/日の範囲の用量で投与した。 

The AUC0-t and Cmax for Drug A following the first and 

second administration of Product A without activated 

charcoal were generally similar, with the difference between 

the first and second administration for both pharmacokinetic 

parameters ranging from approximately 4% to 6%. 

活性炭なしで Product A の 1 回目及び 2 回目の投与後、薬剤 A

の AUC0-t 及び Cmax は概ね同程度で、1 回目と 2 回目の投与

間の薬物動態パラメータの差は両方とも約 4～6％の範囲であっ

た。 

The Cmax and AUC of Drug A increased dose-proportionally 

in healthy Japanese subjects after single doses ranging from 

0.5 to 3 mg. 

薬剤 A の Cmax 及び AUC は、日本人の健康被験者に 0.5～3mg

の範囲で単回投与したとき、用量比例的に上昇した。 

The distribution of [14C]-Drug A between blood cells and 

plasma was investigated at concentrations ranging from 10 to 

10,000 ng/mL in blood from rats, dogs, and humans. 

血球及び血漿における[14C]標識薬剤 A の分布は、ラット、イヌ、ヒ

トの血液を用いて 10～10,000ng/mL の範囲の濃度で検討した。 

The half life of Drug A in the mouse was highly variable, 

ranging from 20.0 hours at a dose of 0.1 mg to 200.0 hours at a 

dose of 2.0 mg. 

マウスにおける薬剤 A の半減期はばらつきが大きく、0.1mg 用量の

20.0 時間から 2.0mg 用量の 200.0 時間までの範囲に及んだ。 
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The incidence of epilepsy (recurrent unprovoked seizures) in 

children and adolescents seems relatively consistent across 

all populations studied, ranging from 50 to 100/100,000. 

小児及び思春期児におけるてんかん（再発性非誘発性発作）の

発生率は、すべての検討対象集団で比較的一定していると思わ

れ、50/100000～100/100000 の範囲であった。 

The index provides a composite score ranging from 0 to 600. このインデックスは合計スコアが 0 から 600 までの範囲である。 

The mean gestation length of the F0 females was similar 

among the groups, ranging from 20.0 to 22.0 days. 

F0 雌の平均妊娠期間は各群とも同程度で、20.0 日間から 22.0

日間までの範囲であった。 

The scale is a seven point categorical rating, ranging from a 

score of 1, indicating "markedly improved," to a score of 7, 

indicating "markedly worse." 

このスケールは、「著明改善」を示すスコア 1 から「著明悪化」を示

すスコア 7 までの範囲からなる 7 段階カテゴリカル評価である。 

The scores for the six domains (ranging from 0 to 3) tested 

can be summed to obtain the CDR-SB score, with scores 

ranging from 0 to 18. 

検討対象とした 6 領域のスコア（範囲は 0～3）を合計すると、スコ

アの範囲が 0～18 の CDR-SB スコアを得ることができる。 

Thereafter, radioactivity was eliminated from blood and most 

tissues with apparent half-lives ranging from 3 to 5 hours, 

except in the skin where a half-life of about 20 hours was 

seen. 

その後、放射能は血液及びほとんどの組織から排出され、半減期

が約 20 時間であった皮膚を除いて、見かけの半減期は 3 時間か

ら 5 時間までの範囲であった。 

Therefore, the applicant’s development plan is considered 

appropriate in which the dosing regimen was employed in the 

Japanese phase III study based on the use results in Japanese 

patients with atrial fibrillation to investigate the heart rate 

lowering effect of Drug A at doses ranging from 10 to 50 

mg/day. 

したがって、心房細動の日本人患者での使用成績を踏まえて国

内第 III 相試験の用法・用量を設定し、10～50mg/日の用量範

囲で薬剤Aの心拍数減少効果を検討したという申請者の開発計

画は妥当と考えられる。 

Twenty-nine percent of patients treated with the device were 

functionally independent (ranging from no symptoms to slight 

disability) 3 months after their stroke, compared to 19 percent 

of patients who were not treated with the device. 

このデバイスで治療された患者の 29％は脳卒中から 3 ヵ月後に機

能的に自立していたのに対して（「症状なし」から「わずかな身体障

害」までの範囲）、このデバイスで治療されなかった患者では 19％

であった。 

We then summed the scores to obtain an overall score for 

each participant, ranging from 8 to 40. 

次に、我々はこれらのスコアを合計し、各参加者の総合スコア（8

から 40 までの範囲）を入手した。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 
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（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（10）ranged from を使う用例 

Absorption of Drug A in woodchucks ranged from 35.0% to 

45.0% following a single oral dose of 10 mg/kg. 

ウッドチャックにおける薬剤 A の吸収率は、10mg/kg の単回経口

投与後、35.0％から 45.0％までの範囲であった。 

After multiple dosing, mean Cmin values ranged from 20 to 70 

µg/mL for the 10 mg/kg dose. 

反復投与後、Cmin 平均値は 10mg/kg 用量で 20～70µg/mL の

範囲であった。 

After single and multiple doses, the accumulation ratios of 

Drug A ranged from 1.0 to 2.0 in patients with this disease. 

単回投与後及び反復投与後、この疾患の患者における薬剤 A

の蓄積率は 1.0 から 2.0 までの範囲であった。 

Apparent total body clearance ranged from 0.33 to 0.81 

L/hr/kg (mean +/- SEM, 0.52 +/- 0.05 L/hr/kg) and was of 

the order of that after maprotiline. 

見かけの全身クリアランスは 0.33～0.81L/hr/kg（平均±SEM、

0.52±0.05L/hr/kg）の範囲で、マプロチリン投与後と同程度であ

った。 

Because subjects weights ranged from 60 to 100 kg, the total 

dose administered ranged from 20 to 100 mg. 

被験者の体重は 60kg から 100kg までの範囲であったため、総投

与量は 20mg から 100mg までの範囲であった。 

Concentrations required for a half-maximal effect <<half 

maximal effective concentration>> in non-capacitated 

spermatozoa ranged from 0.05 to 0.50 nM. 

受精能を獲得していない精子における 50％効果濃度は 0.05～

0.50nM の範囲であった。 

Drug A doses ranged from 0.5 to 10 mg/kg. Corresponding 

steady-state exposures ranged from 10 to 200 times the 

exposure in humans receiving 0.5 mg. 

薬剤 A の用量は 0.5～10mg/kg の範囲であった。それに対応する

定常状態の曝露量は 0.5mg の投与を受けたヒトにおける曝露量

の 10 倍ないし 200 倍の範囲であった。 

Drug A tear concentrations at 5 minutes post-dose ranged 

from 10 to 200 ng/mL after the first topical dose and from 50 

to 300 ng/mL after the last topical dose. 

投与 5 分後の薬剤 A の涙液中濃度は、初回点眼後で 10～

200ng/mL、最終点眼後で 50～300ng/mL の範囲であった。 

Drug A was rapidly eliminated from the plasma of mice and 

guinea pigs with half-lives of less than 1 hour, whereas in the 

rat and dog, the elimination half-life values ranged from 3 to 5 

hours. 

薬剤 A はマウス及びモルモットの血漿から 1 時間未満の半減期で

急速に排出されたが、一方、ラット及びイヌにおける消失半減期は

3～5 時間の範囲であった。 

Drug A was rapidly eliminated from the plasma of mice, guinea 

pigs, and rabbits with half-lives of less than 1 hour, whereas in 

the rat, the elimination half-life values ranged from 1 to 10 

hours. 

薬剤 A はマウス、モルモット、ウサギの血漿から 1 時間未満の半減

期で急速に排出されたが、一方、ラットにおける消失半減期は 1

～10 時間の範囲であった。 

Estimated glomerular filtration rate (eGFR) ranged from 4.58 

to 124 mL/min/1.73 m2 with a mean value of 73.3 

mL/min/1.73 m2. 

推算糸球体濾過量（eGFR）は 4.58～124mL/min/1.73m2 の範

囲で、平均値は 73.3mL/min/1.73m2 であった。 

Event rates ranged from 5.0% at the low dose to 10.0% at the 

high dose. 

事象発現率は、低用量の 5.0％から高用量の 10.0％までの範囲

に及んだ。 

Following two infusions of Drug A in patients with Disease A, 

geometric mean steady state volume of distribution after the 

second infusion of Drug A ranged from 2.0 to 2.5 L. 

薬剤 A を疾患 A の患者に 2 回点滴静注したとき、薬剤 A の 2

回目点滴静注後の定常状態における分布容積の幾何平均値は

2.0～2.5L の範囲であった。 

For Drug A, the within- and between-day variabilities ranged 

from 3% to 6% and 4% to 8%, respectively. 

薬剤 A については、日内変動及び日間変動はそれぞれ 3～6％

及び 4～8％の範囲であった。 
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For supine and standing pulse rates, the mean change from 

baseline to 4 hours after dosing on Days 1 and 14 ranged from 

5.5 to 25.5 beats per minute across the three Drug A dosage 

groups. 

仰臥位及び立位の脈拍数については、ベースラインから 1 日目及

び 14 日目の投与 4 時間後までの平均変化量は薬剤 A の 3 用

量群において 5.5～25.5 拍／分の範囲であった。 

Geometric mean accumulation ratios ranged from 0.5 to 1.5 

across the dose range of 0.5 to 20 mg/kg.  

0.5～20mg/kg の用量範囲における蓄積率の幾何平均値は 0.5

から 1.5 までの範囲であった。 

IC50 and IC90 values for isolates ranged from 0.005 to 0.030 

µM and 0.04 to 0.10 µM, respectively. 

分離菌に対する IC50 値及び IC90 値はそれぞれ 0.005～0.030µM

及び 0.04～0.10µM の範囲であった。 

In healthy subjects exposed to 10 doses of a 1% Drug A 

ophthalmic solution, the maximum blood concentrations for 

Drug A ranged from 0.01 to 0.5 ng/ml. 

1％薬剤 A 点眼液を 10 回使用した健康被験者では、薬剤 A の

最高血中濃度が 0.01～0.5ng/ml の範囲であった。 

In rodents and dogs, the half-lives of Drug A were comparable 

and ranged from about 0.5 to 1 hour. 

げっ歯類及びイヌにおける薬剤 A の半減期は同等で、約 0.5～1

時間の範囲であった。 

In the horny layer, Drug A recovered ranged from 9.0% (3 hours 

after administration) to 13.0% (24 hours after administration) 

of the dose administered, and Metabolite A recovered ranged 

from 2.0% (3 hours after administration) to 4.0% (8 hours after 

administration) of the dose administered. 

角質層における薬剤 A の回収率は投与量の 9.0％（投与 3 時間

後）～13.0％（投与 24 時間後）の範囲、代謝物 A の回収率は投

与量の 2.0％（投与 3 時間後）～4.0％（投与 8 時間後）の範囲で

あった。 

Mean change in brachial artery diameter ranged from 0.14 mm 

- 0.18 mm, with no dose-response relationship among the 

treatment groups. 

上腕動脈の直径の平均変化量は 0.14～0.18mm の範囲で、投

与群間に用量反応関係は認められなかった。 

Mean lung deposition of Drug A after inhalation via Inhaler A 

ranged from 30% to 40% of the delivered dose. 

吸入器 A で吸入投与した薬剤 A の平均肺沈着率は投与量の

30～40％の範囲であった。 

Mean volume of distribution values did not appear to follow a 

discernible trend with dose and ranged from 1.0 to 2.0 L/m2 

after the initial dose of Drug A. 

薬剤 A の初回投与後、分布容積の平均値は用量に伴う明確な

傾向を示さず、1.0～2.0L/m2 の範囲であった。 

On the other hand, the protein binding rates of Drug A ranged 

from 97.0% to 98.0% in patients suffering mild, moderate, 

severe, or dialysis-requiring renal impairment, indicating no 

obvious difference among the patients. 

一方、軽度の腎機能障害、中等度の腎機能障害、重度の腎機

能障害、透析を必要とする腎機能障害の患者における薬剤 A の

タンパク結合率は 97.0％から 98.0％までの範囲であり、これらの患

者間で明確な差異は認められなかった。 

Steady-state maximum plasma concentrations of Drug A 

following the morning dose on Day 10 ranged from 0.5 to 3.0 

ng/mL in Japanese subjects. 

10 日目の朝の投与後、定常状態における薬剤 A の最高血漿中

濃度は日本人被験者で 0.5～3.0ng/mL の範囲であった。 

Success rates with Drug A have ranged from 90 to 100 

percent in some studies. 

いくつかの試験では薬剤 A による有効率が 90％から 100％までの

範囲であった。 

The amount of Drug A excreted as unchanged drug into the 

feces ranged from 60% of the dose in the monkey to 80% of the 

dose in the rat. 

糞中に未変化体として排泄された薬剤 A の量は、サルにおける投

与量の 60％からラットにおける投与量の 80％までの範囲に及ん

だ。 

The apparent terminal half-life was estimated using the 

concentration values observed from 300 to 2000 hours 

見かけの終末相半減期は、薬剤投与から 300～2000 時間後に

おける濃度測定値から推定し、1000～1500 時間の範囲であっ
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following drug administration and ranged from 1000 to 1500 

hours. 

た。 

The apparent volume of distribution of Drug A in animals 

ranged from 1 to 3 L/kg and was consistent across the 

species examined. 

動物における薬剤 A の見かけの分布容積は 1～3L/kg の範囲で

あり、検討対象の動物種で一定していた。 

The cumulative biliary and urinary excretion of Drug A and its 

metabolites over a period of 48 hours following administration 

of Drug A in two patients ranged from approximately 25% to 

50%. 

患者 2 例に薬剤 A を投与したとき、投与後 48 時間における薬剤

A 及びその代謝物の胆汁中及び尿中への累積排泄率は約 25～

50％の範囲であった。 

The duration of topical ocular dosing ranged from four weeks 

(rabbits) to three months (cynomolgus monkeys). 

点眼投与の期間は、4週間（ウサギ）ないし 3ヵ月間（カニクイザル）

の範囲であった。 

The elimination half-lives of Drug A in the blood ranged from 

15 to 40 hours in rats, dogs, and monkeys following single oral 

and intravenous doses. 

薬剤 A の血液中における消失半減期は、単回経口投与後及び

単回静脈内投与後にラット、イヌ、サルで 15～40 時間の範囲で

あった。 

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 geometric mean terminal half-life ranged from 30 to 

40 hours across the dose range of 400-750 mg. 

400～750mg の用量範囲における終末相半減期の幾何平均値

は 30～40 時間の範囲であった。 

The interpatient variability in the pharmacokinetic parameter 

estimates was low and ranged from 6 to 40%. 

薬物動態パラメータ推定値の患者間のばらつきは小さく、6％から

40％までの範囲であった。 

The interval from the onset of illness to the detection of viral 

RNA in throat-swab samples ranged from 2 to 15 days. 

疾患の発症から咽頭拭き取り検体にウイルス RNA が検出されるま

での間隔は 2～15 日の範囲であった。 

The interval from the onset of illness to the first positive 

culture ranged from 3 to 16 days. 

疾患の発症から培養検査が最初に陽性となるまでの間隔は 3～

16 日の範囲であった。 

The Karnofsky performance score at the time of retreatment 

on Day 30 ranged from 20% to 90%. 

30 日目の投与再開時におけるカルノフスキー・パフォーマンス・スコ

アは 20％から 90％までの範囲であった。 

The mean apparent elimination half-life ranged from 90 to 100 

hours and was similar across all the dose groups. 

見かけの平均消失半減期は 90～100 時間の範囲で、すべての用

量群で同等であった。 

The mean elimination half-time was 21.6 +/- 3.1 hours and 

ranged from 10.7 to 40.8 hours. 

平均消失半減期は21.6±3.1時間で、10.7～40.8時間の範囲で

あった。 

The mean volume of distribution for Drug A at steady state 

(Vss) ranged from 2.0 to 3.0 L/m2. 

定常状態における薬剤 A の平均分布容積（Vss）は 2.0～

3.0L/m2 の範囲であった。 

The median age ranged from 55 to 60 years; 25 to 40% of the 

patients were 65 years or older, and no patients under 26 

years were treated. 

年齢の中央値は 55 歳から 60 歳までの範囲であり、患者の 25～

40％は 65 歳以上で、26 歳未満の患者には投与が行われなかっ

た。 

The minimum inhibitory concentrations (MICs) ranged from 50 

to 100 µg/mL, and the minimum bactericidal concentrations 

(MBCs) ranged from 100 to 400 µg/mL. 

最小発育阻止濃度（MIC）は 50～100µg/mL の範囲で、最小殺

菌濃度（MBC）は 100～400µg/mL の範囲であった。 

The percentage of patients reaching the target IOP of 20 

mmHg or less in the study eye(s) on Day 10 ranged from 10% 

10 日目に試験眼で 20mmHg 以下の目標眼圧に到達した患者の

割合は 10％から 20％までの範囲であった。 
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to 20%. 

The percentage of patients who received Drug A and 

developed an anti-nuclear antibody ranged from 10% to 20%. 

薬剤 A の投与を受け、抗核抗体が出現した患者の割合は 10％

から 20％までの範囲であった。 

The plasma elimination half-life of Drug A was short in animals 

and humans, and ranged from 10 to 20 minutes. 

薬剤 A の血漿中消失半減期は動物及びヒトで短く、10～20 分

間の範囲であった。 

The time to onset of symptoms after ingesting the brownie 

ranged from 30 minutes to 3 hours, with a mean of 93 minutes. 

ブラウニーの摂取後、症状の発現までの経過時間は 30 分間～3

時間の範囲で、平均は 93 分間であった。 

The weights of those adenomas were available in a total of 10 

cases, and ranged from 0.3 to 10 g, with a median weight of 

1.35 g. 

これらの腺腫の重量値は合計 10 例で入手可能で、0.3g から 10g

までの範囲に及び、重量中央値は 1.35g であった。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 

 

イ
ー

ト
モ



23 

（11）range from を使う用例 

a patient whose spherical power is outside the range from 

-1.00 D to -7.00 D in the left eye, right eye, or both eyes, as 

measured by the refraction test 

屈折検査で測定するとき、左右どちらかの眼あるいは両眼で球面

度数が-1.00D～-7.00D の範囲外の患者 

As causes and clinical symptoms of pediatric epilepsy are not 

uniform, and prognoses can range from very positive cases to 

obstinate cases, special consideration for each patient is 

required of treatments. 

小児てんかんの原因及び臨床症状は一様ではなく、予後は極め

て良い症例から難治性の症例に至るまで範囲が広いため、治療

では患者別に特別な配慮が求められる。 

Based on a large body of published clinical studies, the 

eradication rate of levofloxacin-based triple therapy has been 

found to range from 74% to 96%. 

発表されている多くの臨床試験に基づき、レボフロキサシンを中心

とする三剤療法の除菌率は 74％から 96％までの範囲であることが

わかっている。 

Drug A exhibited close to dose proportional pharmacokinetics 

following single or multiple doses for the Cmax and AUC over 

the dose range from 5 to 300 mg. 

薬剤 A は、単回投与又は反復投与したとき、Cmax 及び AUC に

関して5～300mgの用量範囲で用量比例に近い薬物動態を示し

た。 

Drug A was effective in lowering the serum phosphorus 

concentration in a clinically and statistically significant manner 

across the dose range from 5 mg to 20 mg per day. 

薬剤 A は 5～20mg/日の用量範囲で血清中リン濃度を下げる効

果があり、臨床的意義及び統計学的有意性が認められた。 

ECOG performance scores range from 0 to 5, with 0 indicating 

full activity, 1 indicating a restriction in strenuous activity but 

the ability to be ambulatory and do light work, and 2 indicating 

an ability to be ambulatory but an inability to work. 

ECOG パフォーマンススコアの範囲は 0～5 で、0 は問題なく活動で

きる状態、1 は激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業

は行うことができる状態、2 は歩行可能であるが、作業はできない

状態を表す。 

In general, treatment options for RA patients range from 

agents that provide symptomatic relief to disease modifying 

agents that affect the structural damage. 

一般的に、RA 患者に対する治療選択肢は、症状緩和をもたらす

薬剤から構造的損傷に作用する疾患修飾性薬剤に至るまでの

範囲に及ぶ。 

In healthy subjects, plasma erythropoietin concentrations 

range from 0.01 to 0.03 units/mL and increase up to 100- to 

1000-fold during hypoxia or anemia. 

健康被験者における血漿中エリスロポエチン濃度は 0.01〜0.03単

位/mL の範囲であるが、低酸素状態又は貧血時には 100 倍〜

1000 倍にまで上昇する。 

No apparent dose-dependent increases in the incidence and 

severity of adverse drug reactions were observed up to 30 

days after the start of treatment with the study drug when 

Drug A was administered in the dose range from 100 mg to 

1000 mg. 

薬剤 A を 100～1000mg の用量範囲で投与したとき、治験薬の

投与開始から 30 日後まで、副作用の発現率及び重症度に明ら

かに用量依存的な増加は認められなかった。 

PASI scores can range from a lower value of 0, corresponding 

to no signs of psoriasis, up to a maximum of 72.0. 

PASIスコアの範囲は、乾癬の徴候なしに相当する最低値の 0から

最高値の 72.0 までである。 

Scores on BPI-SF question 3, which asks about the worst 

pain in the previous 24 hours, range from 0 to 10, with higher 

scores reflecting a greater severity of pain. 

過去 24 時間における最大の疼痛について調べる BPI-SF 質問事

項 3 のスコアは 0～10 の範囲をとり、スコアが高いほど疼痛の程度

が大きいことを表す。 

The above population pharmacokinetics (PPK) analysis 

revealed dose proportionality in the pharmacokinetics of Drug 

A within the dose range from 0.3 to 10 mg/kg. 

上記の母集団薬物動態（PPK）解析により、0.3～10mg/kg の用

量範囲で薬剤 A の薬物動態に用量比例性が認められた。 
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The cumulative factor (mean) for Cmax and AUC of Drug A fell 

within a range from 1.1 to 1.3 for each dose level. 

薬剤 A の Cmax 及び AUC の累積係数（平均値）は、各用量とも

1.1 から 1.3 までの範囲内に入った。 

The FACT-P is a 39-item questionnaire on which the score 

for each item can range from 0 to 4, with higher scores 

indicating a better quality of life. 

FACT-P は 39 項目からなる調査票であり、各項目のスコアは 0～

4 の範囲で、スコアが高いほど生活の質が良好であることを示す。 

The future production batch sizes will range from 200 kg to 

2000 kg. 

将来の生産バッチサイズは 200～2000kg の範囲になる予定であ

る。 

The lower portion of this dose range from 0.5 to 5.0 mg was 

assessed in renal transplant patients and the upper portion 

from 10.0 to 40.0 mg in healthy subjects. 

この用量範囲のうち 0.5～5.0mg の下位部分は腎移植患者を対

象に、10.0～40.0mg の上位部分は健康被験者を対象に評価し

た。 

The median maintenance dose was 100 mg/kg, with a range 

from 20 to 200 mg/kg. 

維持量の中央値は 100mg/kg で、範囲は 20～200mg/kg であっ

た。 

The overall prevalence of primary open angle glaucoma in 

white populations range from 0.4%-4.1%, varying among 

countries and increasing with age. 

白人における原発性開放隅角緑内障の全有病率は 0.4％から

4.1％までの範囲で、国によって異なり、加齢《年齢》とともに上昇

する。 

The results for the percentage of subjects whose hemoglobin 

values stayed within the target range from Weeks 10 to 20, a 

secondary endpoint, also demonstrated that no trends 

suggesting inferiority of the Drug A group to the Drug B group 

were found. 

副次評価項目である 10～20 週目にヘモグロビン値が目標範囲

内に維持された被験者の割合《維持率》の結果からも、薬剤 A 群

が薬剤 B 群に劣ることを示唆する傾向はなかったことが証明され

た。 

The scores range from 0 to 18, with higher scores indicating 

more severe abnormalities. 

このスコアの範囲は 0～18 で、スコアが高いほど重度の異常である

ことを示している。 

The subjects range from 20 to 40 years (mean age, 30.0 

years). 

これらの被験者は 20～40 歳（平均年齢 30.0 歳)の範囲である。 

Thereafter, the dose may be adjusted in a range from 5 mg to 

15 mg as necessary and administered 3 times a week at the 

end of dialysis session during rinse back while parathyroid 

hormone (PTH) and serum calcium level should be carefully 

monitored in patients. 

その後、患者の副甲状腺ホルモン（PTH）濃度及び血清カルシウ

ム濃度を慎重に経過観察しながら、5～15mg の範囲内で必要に

応じて用量調節し、週 3 回、透析終了時の返血時に投与する。 

This approval extends the use of Drug A as an adjunctive 

therapy for partial-onset seizures by expanding the approved 

age range from 12 years and above to 4 years and above and 

for generalized tonic-clonic seizures from 12 years and above 

to 7 years and above. 

本承認は、承認年齢範囲を 12 歳以上から 4 歳以上に拡大し、

全身性強直性間代性発作については 12 歳以上から 7 歳以上に

拡大することにより、部分発作に補助療法として薬剤 A が用いら

れる範囲を広げるものである。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

イ
ー

ト
モ



25 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（12）ranged between を使う用例 

In rat developmental toxicity studies using corticosteroids 

with a similar dosing period, the incidence of cleft palate 

ranged between 2% and 60%. 

副腎皮質ステロイドを用いたラット発生毒性試験のうち同程度の

投与期間の試験では、口蓋裂の発生率は 2％～60％の範囲で

あった。 

The number of bowel movements on the dosing day in the 

subjects who had diarrhea ranged between 3 and 5 episodes 

per day. 

下痢をしていた被験者における投与日の排便回数は、1 日あたり

3～5 回の範囲であった。 

Trough plasma concentration of the active moiety on Day 30 

ranged between 2.0 and 4.0 ng/mL. 

30 日目における有効成分のトラフ血漿中濃度は 2.0～4.0ng/mL

の範囲であった。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（13）range between を使う用例 

Loop volumes can range between 10 µl to over 500 µl. ループ容積は 10µl ないし 500µl 超の範囲である。 

When these concentrations are corrected for plasma protein 

binding in each species, effective concentrations range 

between 30 and 200 nM, and tend to be higher in species (rat 

and dog) for which the FXa affinity of Drug A is lower. 

これらの濃度を各動物種の血漿タンパク結合率について補正する

と、有効濃度は 30～200nM の範囲となり、薬剤 A の FXa 親和性

が比較的低い動物種（ラット及びイヌ）において高くなる傾向にあ

る。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（14）a range of を使う用例 

The incidence of abortion in cynomolgus monkeys at the 

testing facility was a mean of 10.0%, with a range of 0% to 20% 

per study. 

この試験実施施設のカニクイザルにおける流産の発生率は平均

10.0％で、各試験につき 0～20％の範囲であった。 

The mean body mass index (BMI) was 25.9 ± 2.7, with a 

range of 20.0 to 29.0 and a median of 26.0. 

平均肥満度指数（BMI）は 25.9±2.7 で、範囲は 20.0～29.0、中

央値は 26.0 であった。 

This was repeated until three consecutive readings agreed 

within a range of 0.2 cm. 

これは、3 回連続の測定値が 0.2cm の範囲内で一致するまで繰り

返した。 

When Drug A was administered at an initial dose of 400 mg/m2, 

the mean volume of distribution was approximately equivalent 

to the vascular space (2.8 L/m2 with a range of 1.2 to 6.2 

L/m2). 

薬剤 A を 400mg/m2 の初回用量で投与したとき、平均分布容積

は血管スペースとほぼ等しかった（2.8 L/m2 で、範囲は 1.2～6.2 

L/m2）。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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（15）extensive を使う用例 

A relative paucity of brainstem signs and symptoms, despite 

extensive neuroimaging abnormalities therein, support the 

diagnosis. 

脳幹の神経画像に広範囲にわたる異常があるにもかかわらず、脳

幹の徴候及び症状が比較的少ないことから、この診断が支持され

る。 

An extensive set of neural tissues was embedded in paraffin, 

sectioned, and stained with hematoxylin and eosin, luxol fast 

blue/periodic acid-Schiff/hematoxylin, Sevier-Munger silver, 

and cresyl echt violet. 

広範囲にわたる神経組織をパラフィン包埋し、薄切した後、ヘマト

キシリン・エオシン、ルクソールファストブルー・過ヨウ素酸シッフ・ヘマ

トキシリン、Sevier-Munger 銀、クレシルバイオレットで染色した。 

Before approval was granted, it was necessary to carry out 

extensive preclinical safety studies. 

承認が与えられる前に、広範囲にわたる前臨床安全性試験を行

う必要があった。 

Cats fed a UV-irradiated diet during gestation developed a 

severe neurologic disease resulting from extensive myelin 

vacuolation and subsequent demyelination. 

紫外線照射処理した飼料が妊娠中に与えられたネコには、広範

囲にわたるミエリン空胞化及びそれに続く脱髄に起因する重度の

神経疾患が発生した。 

Clearly perceptible elevation but not extensive. 明らかに隆起が認められるが、広範囲に及ぶものではない。 

Clinically significant protein malabsorption is relatively 

infrequent, even after extensive intestinal resection. 

広範囲にわたる腸の切除後であっても、臨床的に問題となるタン

パク質の吸収不良は比較的少ない。 

CT scan revealed a kidney stone in the left distal ureter with 

extensive inflammatory changes. 

CT スキャンにより、広範囲の炎症性変化を伴う左遠位尿管の腎

結石が明らかとなった。 

Do not use a large amount or cover an extensive area 大量・広範囲には使用しないこと． 

Do not use extensively on the face. 顔面には，広範囲に使用しないこと. 

Drug A has extensive extravascular distribution. 薬剤 A は広範囲の血管外分布を示す。 

Drug A showed extensive tissue distribution and had an 

apparent volume of distribution greater than total body water. 

薬剤 A は広範囲の組織中分布を示し、見かけの分布容積が体

内水分の総量を上回った。 

During instillation, the pelvis of the patient should be rotated 

to ensure the most extensive contact of the drug solution with 

the vesical mucosa. 

注入中、薬液が膀胱粘膜とできるだけ広範囲に接触するように、

患者の骨盤を回転させる。 

Early detection allows less extensive surgery, with fewer 

complications. 

早期発見により手術範囲が小さくなり、合併症も少なくなる。 

Extensive biochemical testing has been performed to support 

the switch of the Drug A manufacturing process from a murine 

hybridoma cell line to a CHO cell line. 

薬剤 A の製造工程をマウスハイブリドーマ細胞株から CHO 細胞

株に切り替える際、それを支持するために広範囲にわたる生化学

的試験が行われてきた。 

Extensive mononuclear cell infiltration (subacute 

inflammation) was observed in animal No. 1 from Group 2 and 

in animal No. 2 from Group 4. 

Group 2 の動物 No.1 及び Group 4 の動物 No.2 に広範囲にわた

る単核細胞浸潤（亜急性炎症）がみられた。 

Films of the supine showed extensive destruction of the body 

and transverse processes of the second lumbar vertebra. 

脊椎の画像では第 2 腰椎の椎体及び横突起に広範囲の破壊が

認められた。 
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Formation of erosion was noted extensively on the oral 

mucosa. 

口腔粘膜に広範囲のびらん形成を認めた。 

Hepatitis B can result in fulminant hepatitis with extensive 

necrosis. 

B 型肝炎は広範囲の壊死を伴う劇症肝炎になることがある。 

Histopathologically, infection with viruses other than the 

hepatitis virus usually causes mild inflammation, rarely 

resulting in extensive hepatocyte necrosis. 

病理組織学的には、通常、この肝炎ウイルス以外のウイルスによ

る感染は軽度の炎症を引き起こし、その結果、稀に広範囲の肝

細胞壊死となる。 

However, other close contacts did not test positive for the 

virus, suggesting limited potential for extensive 

human-to-human transmission of the virus. 

しかし、他の濃厚接触者はこのウイルスの検査が陽性でなかったこ

とから、このウイルスが人から人へ広範囲に伝染する可能性は限

定的と考えられる。 

Leydig cells may be recognized not only by their location 

within the testicular interstitium but also by their round nuclei 

and extensive acidophilic cytoplasm. 

ライディッヒ細胞は、精巣間質内におけるその位置からだけでなく、

その円形の核及び広範囲にわたる好酸性細胞質からも確認する

ことができる。 

lung lobectomy or more extensive surgical resection 肺葉切除又はより広範囲の外科的切除 

Marked and extensive elevation. 顕著かつ広範囲に及ぶ隆起。 

Stevens-Johnson syndrome exhibits an extensive mucosal 

lesion, accompanied by pyrexia, on mucosal junctions such as 

the lip, ocular conjunctiva, and the vulva, etc. noted by erosion 

and blisters derived from necrotic epidermal disorders 

associated with diffuse erythema. 

スティーブンス・ジョンソン症候群は、発熱を伴い、口唇、眼結膜、

外陰部などの粘膜移行部に広範囲の粘膜病変を示し、汎発性

の紅斑を伴う表皮の壊死性障害に由来するびらん及び水疱が特

徴である。 

Ten patients with Disease A who had relapsed after extensive 

prior therapy were treated with Drug A at doses ranging from 

1.0 to 5.0 mg/kg/day until leukemic cells were eliminated from 

the bone marrow. 

広範囲にわたる前治療でも再発していた疾患 A の患者 10 例に

対して、白血病細胞が骨髄から排出されるまで、薬剤 A を 1.0～

5.0mg/kg/日の範囲の用量で投与した。 

The extensive transmission of tuberculosis may have been 

due to the increased virulence of the strain rather than to 

environmental factors or patient characteristics. 

このように結核が広範囲に伝染したのは、環境要因や患者の特

性ではなく、当該菌株の強い病原性が原因であったと考えられる。 

The following persons should contact a physician, pharmacist, 

or registered salesperson for a consultation before use. 

- Patients undergoing medical treatment from a physician 

- Pregnant women or women suspected of being pregnant. 

- Patients who have experienced allergic symptoms 

associated with drugs, etc. 

- Those with extensive lesions. 

- Those with severe moistening or erosion 

次の人は使用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談するこ

と 

・医師の治療を受けている人． 

・妊婦又は妊娠していると思われる人． 

・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人． 

・患部が広範囲の人． 

・湿潤やただれのひどい人． 

The mucosa is extensively ulcerated and replaced by 

inflammatory exudate. 

粘膜は広範囲に潰瘍となり、炎症性滲出液に置き換わっている。 

The principal finding is extensive multifocal or diffuse cortical 

laminar necrosis. 

主要な所見は広範囲にわたる多発性又はび漫性の皮質層状壊

死である。 

The study included an extensive series of examinations. 本試験には広範囲にわたる検査を設定した。 
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There was extensive transmission from the three patients to 

both close and casual contacts. 

これら患者 3 例から濃厚接触者及び偶発的接触者の両者への

広範囲にわたる伝染があった。 

These patients had extensive cancer progression これらの患者は広範囲にわたる癌の進行を示した。 

Toxic epidermal necrolysis, on the other hand, shows an 

extensive erythema and marked necrotic epidermal disorders 

such as blisters, epidermal detachment, and erosion over 10% 

of the body surface area, with pyrexia and enanthema. 

一方、中毒性表皮壊死症は、広範囲の紅斑と、体表面積の

10％超に及ぶ水疱、表皮剥離、びらんなどの顕著な表皮の壊死

性障害を示し、高熱と粘膜疹を伴う。 

Workup revealed extensive neutrophilic inflammatory 

infiltrates in the right middle and left lower lobes. 

精密検査により、右中葉及び左下葉に広範囲にわたる炎症性好

中球浸潤が明らかにされた。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 

（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 

 

イ
ー

ト
モ



32 

（16）widespread を使う用例 

At its most extreme, dry AMD results in widespread loss of 

the retinal pigment epithelium. 

最も極端な場合、乾燥型 AMD により広範囲にわたる網膜色素

上皮の消失が起こる。 

Oculomucocutaneous syndrome (Stevens-Johnson 

syndrome), toxic epidermal necrolysis, acute generalised 

exanthematous pustulosis: Hyperthermia, ocular hyperaemia, 

eye discharge, lip erosion, pain throat, widespread skin 

rash/redness, small pimples (small pustules) on reddened skin, 

general malaise, anorexia, etc. may persist or suddenly 

worsen. 

皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス･ジョンソン症候群），中毒性

表皮壊死融解症，急性汎発性発疹性膿疱症：高熱，目の充

血，目やに，唇のただれ，のどの痛み，皮膚の広範囲の発疹・発

赤，赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る，全身がだ

るい，食欲がない等が持続したり，急激に悪化する． 

Oculomucocutaneous syndrome (Stevens-Johnson 

syndrome), toxic epidermal necrolysis: Hyperthermia, ocular 

hyperaemia, eye discharge, lip erosion, pain throat, widespread 

skin rash/redness, etc. may persist or suddenly worsen. 

皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス･ジョンソン症候群），中毒性

表皮壊死融解症：高熱，目の充血，目やに，唇のただれ，のどの

痛み，皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり，急激に悪化

する． 

Since this technique is potentially hazardous and can lead to 

widespread necrosis of the perfused tissue, intra-arterial 

administration should only be attempted by those physicians 

fully trained with this technique 

この技術は健康被害をもたらす可能性があり、灌流した組織に広

範囲の壊死が生じることがあるため、動脈内投与はこの技術に熟

練した医師によってのみ実施されるべきである。 

Subjects at risk for developing Alzheimer’s dementia have 

evidence of amyloid pathology and often early signs of 

neurodegeneration but do not yet have widespread, 

irreversible neuronal loss. 

アルツハイマー型認知症の発症リスクがある被験者には、アミロイド

病変のエビデンスがあり、神経変性の初期徴候がみられることが多

いが、広範囲にわたる不可逆的なニューロンの減少はまだない。 

The intensity of the histologic reaction was greatest and 

widespread in Group 4 mice. 

この組織学的反応の強度は、Group 4 のマウスで最も強く、広範

囲であった。 

The result of this long standing chronic inflammation is 

widespread fibrosis which may cause bowel obstruction. 

この慢性的な炎症が長時間続く結果、広範囲の線維化が起こ

り、腸管閉塞の原因になることがある。 

Thrombotic thrombocytopenic purpura is a potentially fatal 

disease characterized by widespread platelet thrombi in the 

microcirculation. 

血栓性血小板減少性紫斑病は、微小循環における広範囲の血

小板血栓を特徴とする致死的な疾患である。 

We report a case of widespread, pruritic macular exanthema 

appearing 5 days after intravenous administration of Drug A in 

a patient who had not previously received any X-ray contrast 

medium. 

我々は、以前に X 線造影剤の投与を受けたことがない患者に薬

剤 A を静脈内投与してから 5 日後、広範囲のそう痒性斑状発疹

が発現した症例を報告する。 

（1）over the range を使う用例 

（2）within the range を使う用例 

（3）in the range を使う用例 

（4）normal range を使う用例 

（5）reference range を使う用例 

（6）a wide range of を使う用例 

（7）a narrow range of を使う用例 

（8）target range を使う用例 
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（9）ranging from を使う用例 

（10）ranged from を使う用例 

（11）range from を使う用例 

（12）ranged between を使う用例 

（13）range between を使う用例 

（14）a range of を使う用例 

（15）extensive を使う用例 

（16）widespread を使う用例 
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