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イートモで「緩和・軽減・軽快・寛解・回復」を検索したときの対訳（2021 年 5 月 27 日時点の対訳データに基づく）。 
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alleviate を使う用例 

An alcoholic woman who was admitted to hospital for 

detoxification was prescribed thyroxine because of 

hypothyroidism and mianserin to alleviate severe depression. 

デトックス目的で入院したアルコール依存症の女性に対して、甲状

腺機能低下症のためにチロキシンが処方され、重度うつ病の軽減

のためにミアンセリンが処方された。 

Drug A alleviates nausea. 薬剤 A は吐き気を緩和する。 

Drug A effectively alleviates "positive" symptoms including 

hallucinations and delusions. 

薬剤 A は、幻覚や妄想などの「陽性」の症状を効果的に和らげ

る。 

Drug A markedly alleviates heart failure, by increasing 

myocardial contractility, enhancing cardiac output, and 

decreasing afterload and preload in several anesthetized dog 

models of heart failure. 

薬剤 A は、いくつかの心不全の麻酔イヌモデルにおいて心筋収縮

力を増強すること、心拍出量を増加させること、後負荷及び前負

荷を減らすことによって心不全を著しく軽減する。 

Estrogens are used to alleviate menopausal symptoms 

<<climacteric symptoms>> such as hot flushes, night sweats, 

and vaginal dryness. 

エストロゲンは、ほてり、寝汗、膣の乾燥のような閉経期症状《更

年期障害》を緩和するために用いられる。 

Exercise helps to alleviate pain related to nerve damage. 運動は神経損傷に関連する疼痛の緩和に役立つ。 

Improving venous return alleviates circulatory congestion, and 

the risks of thrombus formation and pulmonary embolism can 

be expected to decrease as a result. 

静脈還流の改善によりうっ滞が軽減され、血栓形成リスクと肺塞

栓症発症リスクの低下が期待される。 

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 clinical studies of Drug A conducted after Studies A and B 

required premedication with Drug B to alleviate 

infusion-related reactions. 

試験 A 及び試験 B の後に実施された薬剤 A の臨床試験では、

輸注反応の緩和のため、薬剤 B の前投与が必要であった。 
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Nausea and vomiting may be prevented or alleviated by the 

administration of appropriate antiemetic therapy. 

嘔気及び嘔吐は、適切な制吐薬の投与によって予防又は軽減

することができる。 

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。 

Our study did not do much to alleviate the disagreement. 我々の研究はこの不一致の縮小にあまり貢献するものではなかっ

た。 

Problematic psychiatric symptoms associated with autistic 

disorder (e.g., aggression, temper tantrums, irritability, 

hyperactivity, and self-injurious behavior) may be alleviated by 

pharmacotherapy. 

自閉症性障害に伴う問題精神症状（攻撃性、かんしゃく、刺激

性、多動性、自傷行為等）は薬物療法によって軽減することがで

きる。 

Some side effects can often be alleviated by instructing 

patients in proper chewing techniques before therapy. 

一部の副作用は、治療開始前に患者に対して適切な噛み方を

指導することによって軽減できることが多い。 

The goal of inhalation therapy is to improve breathing and lung 

function in order to alleviate the symptoms of chronic 

respiratory disorders such as asthma, bronchitis, chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD), and emphysema. 

吸入療法の目標は、喘息、気管支炎、慢性閉塞性肺疾患

（COPD）、気腫のような慢性呼吸障害の症状を緩和するため、

呼吸機能及び肺機能を改善することである。 

The leaves of the tree may alleviate erectile dysfunction by 

improving blood circulation. 

この木の葉は、血液循環を改善することによって勃起機能障害を

軽減すると考えられる。 

These symptoms were alleviated by higher doses of the drug. これらの症状は本剤の高用量投与によって軽減した。 
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alleviation を使う用例 

Alleviation of symptoms associated with gum 

inflammation/gingivitis (mouth odor, stickiness inside the 

mouth, prickliness/swelling/redness of the gums, 

pus/bleeding from the gums) 

歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状（口臭・口のねばり・歯ぐきのむずがゆ

さ・はれ・発赤・歯ぐきからのうみ・出血）の緩和 

Alleviation of symptoms associated with hemorrhoidal polyps, 

hemorrhagic hemorrhoids, and hemorrhoidal bleeding. 

次の場合の症状の緩和：痔核（いぼ痔），きれ痔，痔出血 

Alleviation of the following nasal allergic symptoms associated 

with pollen, house dust (indoor dust): nasal congestion, runny 

nose, sneezing. 

花粉，ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー

症状の緩和：鼻づまり，鼻水，くしゃみ． 

Drug A Tablets is a protease enzyme inhibitor created 

internally at Company A and obtained a manufacturing and 

marketing approval for the alleviation of acute symptoms 

associated with chronic pancreatitis. 

薬剤 A 錠は会社 A が社内創製した蛋白分解酵素阻害薬で、慢

性膵炎に伴う急性症状の緩和について製造販売承認を取得し

た。 
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ease を使う用例 

A local anesthetic is added to ease the pain on administration. 局所麻酔薬を加えて投与時の痛みを緩和する《無痛化》。 

For instance, a vaginal estrogen ring or cream can ease 

vaginal dryness, urinary leakage, or vaginal or urinary 

infections, but does not relieve hot flashes. 

例えば、エストロゲンの膣リングやクリームは膣の乾燥、尿漏れ、膣

や尿路の感染症を緩和するが、ほてりを緩和する《和らげる》ことは

ない。 

If you use dietary supplements to try to ease hot flashes and 

other menopausal symptoms, you should bear these points in 

mind: …. 

ほてりやその他の更年期障害の緩和のために栄養補助食品を使

用しているならば、以下の事項に留意してください《心がけてくださ

い》。 

 

イ
ー

ト
モ



5 

mitigate を使う用例 

Currently available data are inadequate to determine whether 

concurrent use of inhaled corticosteroid or other long-term 

asthma control drugs mitigates the increased risk of 

asthma-related death from LABA. 

現在得られているデータは、副腎皮質ステロイド吸入薬又は他の

長期的喘息コントロール薬剤の併用により LABA による喘息関連

死のリスク増大が減弱するかどうかを判断するには不十分である。 

Drug A markedly mitigates expansion of the left ventricular 

internal diameter and decrease in fractional shortening in 

animal models of propranolol-induced heart failure. 

薬剤 A は、プロプラノロール誘発心不全の動物モデルにおいて左

心室内径の拡大及び短縮率の低下を著しく改善する。 

To mitigate the risks of hypoglycemia by insulin preparations, 

dose reduction of insulin preparations should be considered. 

インスリン製剤による低血糖のリスクを軽減するため、インスリン製

剤の減量を考慮する。 
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mitigation を使う用例 

Because of the risks, Drug A is available only through a 

restricted distribution program under a Risk Evaluation and 

Mitigation Strategy. 

これらのリスクがあるため、薬剤 A はリスクの評価と緩和戦略

《REMS》の下、restricted distribution program を介してのみ入

手可能である。 

Chemical protective clothing is often recommended as a 

method of exposure mitigation among pesticide applicators. 

農薬散布者の曝露量を減らす方法として化学防護服が推奨され

ることが多い。 

The FDA eliminated the Risk Evaluation and Mitigation 

Strategy (REMS) for Drug A. 

FDA は、薬剤 A についてリスクの評価と緩和戦略（REMS）を解除

した。 
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palliate を使う用例 

A randomized, placebo-controlled trial did not demonstrate a 

clinical benefit of Drug A in neonates and infants with cyanotic 

congenital heart disease palliated with a 

systemic-to-pulmonary arterial shunt. 

体肺動脈シャントで症状緩和されているチアノーゼ性先天性心疾

患の新生児及び乳児を対象としたランダム化プラセボ対照試験で

は、薬剤 A に臨床効果は認められなかった。 
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palliative を使う用例 

"Guideline on drug therapy for cancer pain 2014" of the 

Japanese Society for Palliative Medicine 

日本緩和医療学会の「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン

2014 年版」 

Among adults undergoing hematopoietic stem cell 

transplantation for hematologic malignancy, the use of 

inpatient palliative care compared with standard care resulted 

in a smaller decrease in QOL 2 weeks after transplantation. 

血液悪性腫瘍のために幹細胞移植を受ける成人では、入院緩

和ケアを行った結果、標準ケアと比較して移植から 2 週間後にお

ける QOL 低下幅が小さくなった。 

Any palliative surgery (or an equally considered procedure) 

required during the study might be performed at the discretion 

of the investigator as medically indicated. 

試験中に必要とされる緩和手術（又は同等の処置）は、医学的

に必要である場合、治験責任医師の判断で実施できることとし

た。 

For metastatic tumors, palliative endocrine therapy including 

surgical/medical castration and maximum androgen blockade 

are indicated. 

転移性腫瘍に対しては、外科的・内科的去勢や最大アンドロゲン

阻害療法《MAB 療法》などの姑息的内分泌療法が必要とされ

る。 

Palliative radiotherapy was permitted. 緩和目的の放射線療法は許可した。 

Patients assigned to standard care should be seen by 

palliative care clinicians on request. 

標準ケアに割り当てた患者は、要求に応じて緩和ケア担当医が

診察すべきである。 

Patients in the palliative care group reported a smaller 

decrease in QOL from baseline to Week 2 (mean baseline 

score, 110.26; Week 2 score, 95.46; mean change, −14.72) 

compared with patients in the control group (mean baseline 

score, 106.83; Week 2 score, 85.42; mean change, −21.54; 

difference between groups, −6.82; 95% CI, −13.48 to −0.16; 

P = .045). 

緩和ケア群の患者から報告されたベースラインから 2 週目にかけて

の QOL の低下幅（平均ベースラインスコア 110.26、2 週目のスコア

95.46、平均変化量−14.72）は対照群の患者（平均ベースライン

スコア 106.83、2 週目のスコア 85.42、平均変化量−21.54）よりも

小さかった（群間差−6.82、95％信頼区間−13.48～−0.16、P =

 .045）。 

Patients were seen by palliative care clinicians at least twice a 

week during hospitalization 

入院中は週 2 回以上、緩和ケア担当医が患者を診察した。 

promotion of palliative care from the time of cancer diagnosis がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

Seventy-five percent of the population survived more than 6 

months after hospital discharge; 50% expressed a preference 

for palliative care. 

この集団の 75％が退院後に 6 ヵ月間よりも長く生存し、50％は緩

和ケアを望んだ。 

The objective of this study is to assess the effect of inpatient 

palliative care on patient- and caregiver-reported outcomes 

during hospitalization and 3 months after transplantation. 

本試験の目的は、入院中及び移植から3ヵ月後に患者及び介護

者から報告される治療成績に対する入院緩和ケアの効果を評価

することである。 

The palliative care was focused on management of physical 

and psychological symptoms. 

緩和ケアは身体的症状及び精神的症状の治療を中心に行われ

た《重点を置いた》。 

The patient was placed on comfort measures <<palliative 

care>>. 

当患者には緩和ケアが行われた。 

The patient was transferred to the palliative care unit for 

terminal care. 

当患者は終末期医療《ターミナルケア》のため緩和ケア施設へ移さ

れた。 

We evaluated the impact of early integrated palliative care in 

patients with newly diagnosed lung cancer. 

我々は、新規に肺癌と診断された患者を対象に早期統合緩和ケ

アが与える影響を評価した。 
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We randomly assigned patients with newly diagnosed incurable 

lung cancer to receive either early integrated palliative care (n 

= 100) or usual care (n = 100). 

我々は、新規に不治の肺癌と診断された患者を、早期統合緩和

ケア（100 例）又は通常ケア（100 例）のどちらかにランダムに割り付

けた。 
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palliation を使う用例 

Best supportive care was defined as those measures designed 

to provide palliation of symptoms and improve quality of life as 

much as possible. 

ベストサポーティブケアは、症状の緩和をもたらし、生活の質をでき

る限り改善することを意図した処置と定義した。 

Patients who have received wide field radiotherapy < 4 weeks, 

or limited field radiation for palliation < 2 weeks, prior to 

starting the study drug. 

治験薬投与開始前の 4 週間以内に広範囲に放射線照射を受

けたことがある患者又は 2 週間以内に狭い範囲に緩和目的の放

射線照射を受けた患者。 
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relieve を使う用例 

A stellate ganglion block is an injection of a local anesthetic 

(pain-relieving medication) around this group of nerves to 

relieve pain. 

星状神経節ブロックは、この神経群の周囲に局所麻酔薬（鎮痛

薬）を注射し、疼痛を緩和することである。 

Aminophylline is a complex of theophylline and 

ethylenediamine and is given to relax smooth muscle and to 

relieve bronchial spasm. 

アミノフィリンはテオフィリンとエチレンジアミンの複合体で、平滑筋の

弛緩及び気管支痙攣の緩和のために投与される。 

An enema is a liquid treatment most commonly used to relieve 

severe constipation. 

浣腸薬は重度便秘の緩和に最も多く用いられる液体の治療薬で

ある。 

Aortic valve bypass surgery relieves aortic stenosis. 大動脈弁バイパス術で大動脈狭窄症を軽減する。 

Carbamazepine, selective serotonin reuptake inhibitors, or 

monoamine oxidase inhibitors may relieve symptoms of PTSD 

and treat associated mood disorders. 

カルバマゼピン、選択的セロトニン再取り込み阻害薬、モノアミンオ

キシダーゼ阻害薬は、PTSD の症状を緩和し、随伴する気分障

害を治療すると考えられる。 

Cardiac resynchronization therapy (CRT) is an innovative new 

therapy that can relieve CHF symptoms by improving the 

coordination of the heart's contractions. 

心臓再同期療法(CRT)は新しい革新的な治療で、心臓収縮の

調和を改善することによって CHF の症状を緩和する。 

Drug A in patch form is easy to use and relieves post-herpetic 

neuralgia. 

薬剤 A のパッチ剤は使いやすく、ヘルペス後神経痛を緩和する。 

Drug A interacts specifically with the enzyme topoisomerase I 

which relieves torsional strain in DNA by inducing reversible 

single-strand breaks. 

薬剤 A は、可逆的な一本鎖切断を引き起こすことによって DNA の

ねじれを解消する酵素であるトポイソメラーゼ I と特異的に相互作

用する。 

Drug A is indicated for the long-term, twice daily, maintenance 

treatment of asthma in children, adolescents, and adults and 

for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) in adults, as well as for the maintenance and reliever 

treatment of asthma. 

薬剤 A の効能・効果は、小児、思春期児、成人の喘息に対する

1 日 2 回投与による長期維持療法、成人の慢性閉塞性肺疾患

（COPD）の治療、喘息の維持療法及び緩和治療である。 

Drug A is used prophylactically following ocular surgery to 

prevent or relieve postoperative ocular inflammation. 

薬剤 A は、眼手術後、術後の眼炎症の予防又は緩和を目的に

予防的に用いられる。 

Drug A relieved pain that was rated by patients as moderate 

to severe. 

薬剤 A は患者が中等度ないし重度と評価した疼痛を緩和した。 

Drug A, a medicine used to relieve the symptoms of diarrhea, 

is sold over the counter by Company A under the brand name 

ABC. 

薬剤 A は下痢症状を緩和するために用いられる薬剤で、商品名

ABC で OTC 薬《一般用医薬品》として会社 A により販売されて

いる。 

Evidence shows that community-based education and support 

for caregivers may help relieve the stresses associated with 

providing care for a patient with cancer. 

介護者に対して地域密着型の教育及び支援を行うことは、癌患

者のケアに伴うストレスを軽減するのに役立つ可能性があることを

示すエビデンスがある。 

For instance, a vaginal estrogen ring or cream can ease 

vaginal dryness, urinary leakage, or vaginal or urinary 

infections, but does not relieve hot flashes. 

例えば、エストロゲンの膣リングやクリームは膣の乾燥、尿漏れ、膣

や尿路の感染症を緩和するが、ほてりを緩和する《和らげる》ことは

ない。 

Here are some safe home remedies to help you relieve nasal 習慣性のリスクがなく、鼻づまりを楽にする安全な家庭薬を以下に
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congestion without risking an addiction. 示します。 

However, there is no solid evidence that soy really do relieve 

hot flashes. 

しかし、大豆が本当にほてりを緩和することを示す確固たるエビデン

スはない。 

If you smoke 20 or less cigarettes a day, this product will help 

relieve your cravings. 

1 日の喫煙本数が 20 本以下ならば、本品は喫煙欲求を緩和す

るのに役立ちます。 

In models of post-oral surgery pain, post-orthopedic surgical 

pain, and primary dysmenorrhea, Drug A relieved pain that was 

rated by patients as moderate to severe. 

口腔術後疼痛、整形外科術後疼痛、原発性月経困難症のモ

デルにおいて、薬剤 A は患者が中等度ないし重度と評価した疼痛

を緩和した。 

In the 5 studies combined, patients receiving Drug A/Drug B 

maintenance therapy used, on average, no reliever inhalations 

on 50% of treatment days. 

これら 5 試験を併合した場合、薬剤 A・薬剤 B による維持療法を

受けた患者は平均して投与日の 50％で緩和薬の吸入を受けな

かった。 

NSAIDs are available in eyedrops to relieve itching. 痒みの緩和用に NSAID の点眼液が用意されている《剤形》。 

NSAIDs are widely used to relieve pain and to treat a variety 

of inflammatory diseases. 

NSAID は、疼痛の緩和及び様々な炎症性疾患の治療に広く使

われている。 

Opioid analgesics, also known as narcotic analgesics, are pain 

relievers that act on the central nervous system. 

オピオイド鎮痛薬は麻薬性鎮痛薬としても知られ、中枢神経系に

作用する鎮痛薬である。 

Osteotomy relieves pain and may delay the progression of 

osteoarthritis. 

骨切り術は疼痛を緩和し、変形性関節炎の進行を遅らせることが

できる。 

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。 

Pericardial drainage is done to relieve pressure on the heart 

caused by cardiac tamponade. 

心嚢ドレナージは、心タンポナーデによる心臓の圧迫を解除するた

めに行われる。 

Some over-the-counter medications contain ingredients that 

relieve symptoms but do not effectively treat the infection. 

一部の一般用医薬品《OTC 薬》は症状を緩和する成分を含んで

いるが、この感染症に対する治療効果はない。 

The patient reported mild muscle cramps, especially in the 

triceps, shoulder, and upper back muscles, on awakening that 

were quickly relieved by stretching. 

当患者は起床時に軽度の筋肉痙攣を訴え、特に三頭筋、肩、

背中上部の筋肉で顕著であったが、ストレッチによってすぐに和らい

だ《緩和した》。 

The precise mechanisms by which Drug A relieves angina have 

not been fully delineated, but are thought to include the 

following: … 

薬剤 A の狭心症緩和作用の正確な機序は完全に解明されてい

ないが、以下のものが該当すると考えられる。 

These drugs seldom relieve symptoms completely. これらの薬剤により症状が完全に緩和することはほとんどない。 

These symptoms are often relieved by reducing the dose or 

giving an antacid. 

これらの症状は投与量の減量又は制酸薬の投与によって緩和す

ることが多い。 

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 relieves the unpleasant withdrawal symptoms 

such as restlessness, irritability, inability to concentrate, or 

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。 
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light headedness. 

Unrelieved acute pain might lead to chronic pain. 急性痛が緩和しなければ慢性痛になることがある《慢性化》。 
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relieving を使う用例 

A stellate ganglion block is an injection of a local anesthetic 

(pain-relieving medication) around this group of nerves to 

relieve pain. 

星状神経節ブロックは、この神経群の周囲に局所麻酔薬（鎮痛

薬）を注射し、疼痛を緩和することである。 

Drug A is a medicine which is used in relieving severe pain. 薬剤 A は激痛《激しい痛み》の緩和に用いられる薬剤である。 

Transurethral resection is effective in relieving an obstruction 

of the bladder outlet caused by the primary tumor. 

経尿道的切除術は、原発腫瘍による膀胱開口部の閉塞を軽減

するのに有効である。 
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relief を使う用例 

1) Constipation 

2) Relief of the following symptoms due to constipation: dull 

headache, hot flush, skin roughness, eruption, loss of appetite 

(anorexia), fullness in the abdomen, abnormal fermentation in 

the intestines, and hemorrhoids 

3) Rapid excretion of intestinal contents (food poisoning, etc.) 

4) Constipation in infants and small children 

5) Nutritional supplementation to infants and small children in 

poor development 

1)便秘 

2)便秘に伴う次の症状の緩和：頭重，のぼせ，肌あれ，吹出物，

食欲不振（食欲減退），腹部膨満，腸内異常醗酵，痔 

3)腸内容物の急速な排除（食あたり等） 

4)乳幼児の便秘 

5)乳幼児の発育不良時の栄養補給 

1. Office of General Affairs 

2. Office of Planning and Coordination 

3. Office of Relief Funds 

4. Office of Review Administration 

5. Office of New Drug I 

6. Office of New Drug II 

7. Office of New Drug III 

1. 総務部 

2. 企画調整部 

3. 健康被害救済部 

4. 審査管理部 

5. 新薬審査第一部 

6. 新薬審査第二部 

7. 新薬審査第三部 

A number of other drugs have been approved worldwide for 

relief of pain. 

他に多数の薬剤が鎮痛用《疼痛緩和用》に世界中で承認されて

いる。 

A once-daily 10 mg dose of Drug A offers 24-hour pain relief 

for both osteoarthritis and rheumatoid arthritis. 

薬剤 A 10mg の 1 日 1 回投与により、変形性関節症及び関節リ

ウマチの両方で 24 時間の鎮痛《疼痛緩和》が得られる。 

A similar system for biological products was established to 

bring prompt relief to people who suffered from adverse health 

effects such as disorders or disabilities caused by viral 

infections, etc. acquired through the use of biological products 

despite their proper use. 

生物由来製品についても、適正使用にもかかわらず、生物由来

製品の使用を介してウイルス感染症等となり、それによる疾病や

障害等の健康被害を受けた方々を迅速に救済するため、同様の

制度が創設されました。 

Additional doses can be used as needed to provide rapid 

symptom relief and improved asthma control as follows. 

速やかな症状の緩和及び喘息コントロールの改善のため、必要に

応じて追加投与を以下のとおり行うことができる。 

Administrative Notice by the Health Service Division, Health 

Service Bureau, MHLW, dated December 1, 2015 Relief 

Benefits for Adverse Health Effects due to Urgent 

Vaccination Promotion such as for cervical cancer vaccines 

(Request)” 

平成 27 年 12 月 1 日付け厚生労働省健康局健康課事務連絡

｢子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救

済について（依頼）｣ 

Administrative notice by the Safety Division, Pharmaceutical 

Safety and Environmental Health Bureau, MHLW, dated 

January 14, 2016, Items to be Considered in Regard to 

Necessary Documentation When Claiming Relief Benefits 

under the Relief System for Adverse Drug Reaction in 

Relation to Vaccination based on “Urgent Vaccination 

Promotion such as for cervical cancer vaccines” 

平成 28 年 1 月 14 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局安全

対策課事務連絡「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に

基づく「接種に係る医薬品副作用被害救済制度への救済給付

請求に際して必要となる資料に関する留意事項について」 イ
ー
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An indwelling catheter was reinserted, with the removal of 500 

mL of urine and considerable relief of the patient's discomfort. 

留置カテーテルを再挿入したところ、500mL の尿が排出され、当

患者の不快感が大幅に緩和した。 

By the end of March 2020, there have been 315 of the total 

512 patients who had been reviewed who were determined 

eligible for the Relief System for whom a causal relationship to 

HPV vaccines could not be ruled out. 

2020 年 3 月末までに、HPV ワクチンとの因果関係が否定できない

ため、救済制度の対象と判定され、審査されたのは計 512 人の患

者のうち 315 人となっています。 

By the time that some women have been referred to the 

center, they have seen four to six health care professionals on 

average and have not had relief of their symptoms. 

数名の女性が当センターに紹介された時点までに、これらの女性

は平均して 4～6 名の医療従事者を受診しており、症状の緩和を

示していない。 

Cases in which the deadline for claiming the relief benefits has 

passed. 

救済金の請求期限が経過している場合。 

Cases of adverse health effects resulting from drugs not 

considered eligible for the Relief System. 

救済制度対象除外医薬品による健康被害の場合。 

Cases of adverse health effects resulting from statutory 

vaccination practice (Relief System for Injury to Health with 

Vaccination is applicable in accordance with the Preventative 

Vaccination Law.) 

法定予防接種による健康被害の場合（予防接種法に準じて予

防接種健康被害救済制度が適用される）。 

Drug A combines the pain relief and anti-inflammatory effect 

of diclofenac designed for sustained release using a drug 

delivery system with the joint function improving effect of 

hyaluronic acid. 

薬剤 A は、ヒアルロン酸の関節機能改善効果とともに、ドラッグデリ

バリーシステムを利用して徐放性になるように設計されたジクロフェ

ナクの鎮痛作用と抗炎症作用を併せ持っている。 

Drug A is expected to provide prompt and long-lasting relief of 

the pain and inflammation associated with osteoarthritis (of 

the knee joint, hip joint, and ankle joint). 

薬剤 A には、変形性関節症（膝関節、股関節、足関節）に伴う

疼痛及び炎症を速やかに、そして持続的に緩和する作用が期待

される。 

Drug A is indicated for relief of bronchospasm associated with 

asthma and in chronic obstructive pulmonary disease. 

薬剤 A の効能・効果は、喘息に伴う気管支痙攣の緩和及び慢

性閉塞性肺疾患における気管支喘息の緩和である。 

Drug A is indicated for relief of the signs and symptoms of 

Disease A. 

薬剤 A の効能・効果は疾患 A の徴候及び症状の緩和である。 

Drug A is NOT indicated for the relief of acute bronchospasm 

in COPD patients. 

薬剤 A は COPD 患者における急性気管支痙攣の緩和を効能・

効果としない。 

Drug A is used in adults for the relief of signs and symptoms 

of ankylosing spondylitis. 

薬剤 A は強直性脊椎炎の徴候及び症状の緩和のために成人に

使用される。 

Drug A provides a new option to help millions of patients who 

need arthritis pain relief. 

薬剤 A は、関節炎の鎮痛《疼痛緩和》を必要とする数百万人の

患者に役立つ新しい選択肢となる。 

Drug A provides an additional treatment option for women 

seeking relief of dyspareunia. 

薬剤 A は、性交疼痛の緩和を求める女性にとってもう 1 つの治療

選択肢となる。 

Drug A provides considerable relief of signs and symptoms of 

Disease A. 

薬剤 A は疾患 A の徴候及び症状の大幅な緩和をもたらす。 

Drug A was given at recommended doses for relief of acute 

pain. 

薬剤 A は急性疼痛の緩和に推奨される用量で投与した。 
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Drug Fund for Adverse Reaction Relief and Research 

Promotion 

医薬品副作用被害救済研究振興基金 

Figure 1 identifies the pain relief score distribution. 図 1 には鎮痛スコア《疼痛緩和スコア》の分布を示す。 

Following currently available acute heart failure therapy, 

although symptomatic relief does occur in a subset of patients 

within a few days of admission, such improvement is usually 

transient and incomplete with persistent or recurrent 

symptoms of heart failure during hospitalization and post 

discharge. 

現在利用可能な急性心不全治療の後、入院から数日以内に一

部の患者では症状の緩和がみられるが、通常、そのような改善は

一過性かつ不完全で、入院中及び退院後に心不全の症状が持

続するか、再発する。 

For every 10 patients treated with Drug A, 9 had relief of their 

symptoms. 

薬剤 A が投与された患者各 10 例につき 9 例が症状の緩和を示

した。 

For relief of the signs and symptoms of osteoarthritis, the 

recommended oral dose is 200 mg per day administered as a 

single dose or as 100 mg twice per day. 

変形性関節症の徴候及び症状の緩和のため、推奨経口用量の

1 日 200mg を単回投与するか、100mg を 1 日 2 回投与する。 

Further research investigating antioxidants could provide 

relief for cancer patients from debilitating muscle weakness, 

leading to improved quality of life. 

抗酸化剤のさらなる研究は、癌患者における消耗性の筋肉虚脱

の軽減をもたらし、生活の質の改善につながるかもしれない。 

Furthermore, adverse reactions to regenerative medical 

products and infections, etc. acquired through the use of such 

products have been covered by the Relief System. 

さらに、再生医療等製品の副作用及びそうした製品の使用を介し

た感染症等についても、この救済制度の対象となっています。 

FY 2019 Awareness Survey on the Relief System for Adverse 

Drug Reaction 

令和元年度「医薬品副作用被害救済制度に関する認知度調

査」 

Healthcare professionals should provide information on the 

Relief System to people who have suffered from adverse 

health effects associated with adverse reactions to drugs or 

regenerative medical products so that they can benefit from 

the Relief System. 

医療関係者は、医薬品又は再生医療等製品の副作用による健

康被害を受けた方々が本救済制度で給付を受けられるように、

本救済制度について情報提供してください。 

However, cases of adverse health effects resulting from 

voluntary vaccinations are applicable for relief benefits under 

the Relief System. 

ただし、任意の予防接種による健康被害の場合は救済制度下の

給付の対象となります。 

If approved at the proposed dose, the product could offer 

symptom relief with a low volume nasal spray. 

申請用量で承認されれば、本品は少ない鼻スプレー量で症状の

緩和をもたらすかもしれない。 

If extraocular CMV infections develop, the patient may benefit 

from a short course of intravenous ganciclovir to provide 

symptomatic relief. 

眼外サイトメガロウイルス感染が起こったならば、患者はガンシクロ

ビルの短期静脈内投与により症状緩和のベネフィットを得ることが

できる。 

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 two other studies with patients seeking medical attention 

due to acute asthma symptoms, the Drug A/Drug B 

急性喘息症状のために医療機関を受診した患者を対象とした他

の 2 試験では、薬剤 A・薬剤 B の配合剤により薬剤 C と同様に

イ
ー

ト
モ



18 

combination provided rapid and effective relief of 

bronchoconstriction similar to Drug C. 

迅速かつ効果的な気管支収縮の緩和が得られた。 

It is concluded that the use of the WHO three-step analgesic 

ladder leads to effective pain relief in hemodialysis patients. 

WHO 方式三段階除痛ラダー《鎮痛ラダー》の使用は血液透析患

者における効果的な疼痛緩和につながると結論されている。 

It is expected to provide prompt and long-lasting relief of the 

pain and inflammation associated with osteoarthritis. 

変形性関節症に伴う疼痛及び炎症の速やかかつ持続的な緩和

が期待されている。 

Japan Medical Team for Disaster Relief (JMTDR) 国際緊急援助隊医療チーム（JMTDR) 

Localized radiation therapy for pain relief is permitted 

providing it is not directed towards an area in which the 

subject’s only available target lesion is located. 

鎮痛《疼痛緩和》のための局所放射線療法は、当該被験者の唯

一の標的病変が存在する部位に対する照射でなければ許可す

る。 

Myectomy provides excellent relief of symptoms in most 

patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy who 

are severely symptomatic despite medical therapy. 

肥大型閉塞性心筋症で、内科的治療を行うも重度の症状を示

す患者のほとんどにおいて、心筋切除術は優れた症状緩和をもた

らす。 

Non-steroidal anti-inflammatory drugs provide symptomatic 

relief. 

非ステロイド性抗炎症薬《NSAID》は症状緩和をもたらす。 

Notification by the Director of the Office of Drug Induced 

Damages, General Affairs Division and the Director of the 

Safety Division, Pharmaceutical Safety and Environmental 

Health Bureau, MHLW, dated January 15, 2016, Request for 

Cooperation for the Relief System for Adverse Health Effects 

Provided by PMDA (PSEHB/ODID, Notification No. 0115-1, 

and PSEHB/SD Notification No. 0115-1) 

平成 28 年 1 月 15 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務

課医薬品副作用被害対策室長及び安全対策課長通知「独立

行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害救済

制度に関する協力依頼について」（薬生副 0115 第 1 号、薬生安

0115 第 1 号） 

NSAIDs eyedrops are used twice a day and provide quick, 

long-lasting relief of itching. 

NSAID 点眼液は 1 日 2 回使用し、迅速かつ長期にわたって痒み

の緩和をもたらす。 

Occasional use of antacids and sucralfate is permitted for 

relief of gastrointestinal symptoms. 

消化器症状の緩和のため、制酸薬及びスクラルファートを時々使

用することを許可する。 

Of the three studies that could not be metaanalyzed, one 

demonstrated a significant relief of abdominal pain in patients 

treated with Drug A. 

メタアナリシスに含まれなかったこれらの 3 試験のうち 1 試験では、

薬剤 A 投与患者において腹痛の著しい緩和が認められた。 

On the other hand, off-label uses which are widely known in 

medical practice, such as those described in the guidelines, 

may be covered for relief benefits. 

一方、適応外使用のうち、ガイドラインに記載されているなど医療

現場で広く知られているものは、救済対象となることがあります。 

Opioids are powerful prescription drugs that can help manage 

pain when other drugs cannot be taken or are not able to 

provide enough pain relief. 

オピオイドは強力な医療用医薬品で、他の医薬品を服用できな

い場合や他の医薬品で十分な鎮痛《疼痛緩和》が得られない場

合、疼痛の治療に役立つ。 

Overactive bladder is a chronic condition that requires 

long-term treatment to maintain symptom relief. 

過活動膀胱は症状緩和を維持するために長期治療を必要とする

慢性疾患である。 

Patients on Drug A therapy typically experience a relief of 

symptoms for the first 3 years of treatment. 

薬剤 A 投与中の患者は、一般に投与期間の最初の 3 年間に症

状緩和を示す。 
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Patients who do not experience sufficient pain relief following 

2 to 4 weeks of treatment with 300 mg/day, and who are able 

to tolerate the drug, may be treated with up to 300 mg two 

times a day, or 200 mg three times a day (600 mg/day). 

300mg/日を 2～4 週間投与するも十分な疼痛緩和を示さない

が、本剤に対して忍容性がある患者には、300mg の 1 日 2 回又は

200mg の 1 日 3 回（600mg/日）を限度に投与することができる。 

Patients who have insufficient relief of symptoms may benefit 

from higher doses. 

症状緩和が不十分な患者では、高用量でベネフィットが得られる

ことがある。 

PMDA have promptly reviewed the relief claims for claimants 

who claim adverse health effects for symptoms that occurred 

after administration of HPV vaccines and have taken efforts 

to increase awareness of the Relief System. 

PMDA は、HPV ワクチン接種後に生じた症状について、健康被害

を訴える方々のために速やかに救済請求の審査を行うとともに、救

済制度の周知に努めてまいりました。 

Prevention and relief of dizziness, nausea, and headache 

associated with motion sickness. 

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和 

Radiotherapy (except localized radiotherapy for pain relief as 

outlined in Section 10), major surgery, or any investigational 

drug in the 30 days before the start of study drug treatment. 

放射線療法（第 10 項に概略を示す鎮痛用《疼痛緩和用》の局

所放射線療法を除く）、大手術、治験薬投与開始前 30 日以内

に何らかの治験薬が投与されている場合。 

Relief of fever at the time of chills (feeling cold due to fever) 

and fever 

悪寒・発熱時の解熱 

Relief of headache, toothache, pain after tooth extraction, 

sore throat (throat pain), earache, joint pain, neuralgia, 

lumbago, muscular pain, pain due to stiff shoulders, contusion 

pain, bone fracture pain, pain associated with sprain (sprain 

pain), painful menses (menstrual pain), and traumatic pain 

頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰

痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理

痛)・外傷痛の鎮痛 

Relief of moderate to severe chronic pain difficult to manage 

with non-opioid analgesics or other opioid analgesics. 

非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中

等度ないし高度の慢性疼痛の緩和。 

Relief of pain, itching, swelling, bleeding, and erosion 

associated with bleeding piles (ripped piles)/blind piles, and 

disinfection. 

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれの緩和

及び消毒 

Relief of symptoms associated with airflow obstruction in the 

following diseases: … 

下記疾患の気道閉塞に伴う諸症状の緩和 

Relief of the following symptoms due to acute rhinitis, allergic 

rhinitis or sinusitis; sneezing, runny nose (excessive nasal 

discharge), stuffy nose, watery eyes, sore throat, dull 

headache (heaviness in the head). 

急性鼻炎，アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の

緩和：くしゃみ，鼻みず（鼻汁過多），鼻づまり，なみだ目，のどの

痛み，頭重（頭が重い） 

Relief of the following symptoms due to acute rhinitis, allergic 

rhinitis or sinusitis; stuffy nose, runny nose (excessive nasal 

discharge), sneezing, dull headache (heaviness in head). 

急性鼻炎，アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の

緩和：鼻づまり，鼻みず(鼻汁過多)，くしゃみ，頭重(頭が重い) イ
ー
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Relief of the following symptoms due to peripheral circulatory 

disturbances: stiffness in the shoulder and neck, 

numbness/chills in the limbs and chilblains 

末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり，手足

のしびれ、冷え，しもやけ 

Relief of the following symptoms in the climacterium: stiffness 

in the shoulder and neck, chills, numbness in the limbs and hot 

flashes 

更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり，冷え，手足

のしびれ，のぼせ 

Relief of the following symptoms: angular stomatitis, canker 

sores, stomatitis, glossitis, eczema, dermatitis, rash, sores, 

acne, skin roughness, rosacea, congestion of the eye, and 

itchy eyes (A physician or pharmacist should be consulted if 

there is no improvement after about one month of 

administration) 

次の諸症状の緩和：口角炎，口唇炎，口内炎，舌炎，湿疹，皮

膚炎，かぶれ，ただれ，にきび，肌あれ，赤鼻，目の充血，目のか

ゆみ（1 カ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師又は

薬剤師に相談すること．） 

Relief of the following symptoms: dryness of the eyes 次の症状の緩和：目の乾燥感 

Relief of the following symptoms: neuralgia, muscle and joint 

pain (lumbago, stiff shoulder, frozen shoulder), numbness in 

the limbs, constipation, and eye strain 

次の諸症状の緩和：神経痛，筋肉痛・関節痛（腰痛，肩こり，五

十肩など），手足のしびれ，便秘，眼精疲労 

Relief of various symptoms of a common cold: running nose, 

stuffy nose, sneezing, sore throat, cough, phlegm (sputum), 

chills (feeling cold due to fever), fever, headache, joint pain, 

and muscle pain. 

かぜの諸症状(鼻水，鼻づまり，くしゃみ，のどの痛み，せき，たん，

悪寒，発熱，頭痛，関節の痛み，筋肉の痛み)の緩和 

Relief System for Injury to Health with Vaccination 予防接種健康被害救済制度 

Relief System for Sufferers from Adverse Drug Reactions 医薬品副作用被害救済制度 

Significantly higher percentages of patients experienced relief 

from migraine versus placebo-treated patients. 

片頭痛の緩和を示した患者の割合はプラセボ投与患者よりも有

意に高かった。 

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。 

Single doses of Drug A provided pain relief within 60 minutes. 薬剤 A の単回投与により 60 分以内に鎮痛《疼痛緩和》がもたら

された。 

Suppression of tension, excitability and irritability, and relief of 

associated dull headache and general fatigue. 

緊張感・興奮感・いらいら感の鎮静，前記に伴う頭重・疲労倦怠

感の緩和 

Surgical intervention on appropriate nerves may provide 

further pain relief if drugs are not effective. 

薬剤が無効であるならば、関係する神経の外科的処置により鎮

痛効果が高まることがある。 

Symptomatic relief has been obtained using topical 

corticosteroids. 

副腎皮質ステロイド外用剤により症状緩和がもたらされてきた。 
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The Adverse Drug Reaction Sufferings Relief Fund Law was 

launched for rapid relief of adverse effect victims. 

医薬品副作用被害救済基金法は、副作用の被害者を迅速に

救済するために制定された。 

The annual numbers of applications and payments in the Relief 

System between 2015 and 2019 are shown in Figure 1. 

本救済制度における 2015 年～2019 年の請求件数及び支給件

数を図 1 に示します。 

The degree of relief is directly related to the dose. 緩和の程度は用量と直接的な関係にある。 

The device can help some patients when medication alone 

may not provide adequate relief from symptoms such as 

walking difficulties, balance problems, and tremors. 

このデバイスは、医薬品だけでは歩行困難、平衡障害、振戦のよ

うな症状が十分に緩和されない一部の患者に役立つことがある。 

The immediate goals of therapy are to produce rapid relief of 

symptoms and stabilize their hemodynamic state by lowering 

cardiac preload and afterload. 

治療の当面の目標は、症状の速やかな緩和をもたらすとともに、

前負荷及び後負荷を減らして血行動態を安定させることである。 

The MHLW issued an administrative notice on January 14, 

2016 regarding items to be considered in regard to the 

necessary documentation when claiming relief benefits. 

厚生労働省は 2016 年 1 月 14 日に救済給付請求に際して必要

となる資料に関する留意事項に関する事務連絡を発出しました。 

The patient received pain relief for abdominal pain via thoracic 

intrathecal catheter. 

当患者は胸部クモ膜下カテーテルを介して腹痛の緩和治療を受

けた。 

The recommended dose of fentanyl buccal tablets is usually 

one tablet dissolved in the mouth as needed for pain relief. 

フェンタニルバッカル錠の推奨用量は通常 1 錠で、鎮痛《疼痛緩

和》が必要なときに口腔内で溶かす。 

The Relief System for Adverse Drug Reactions is a public 

service funded by contributions from marketing authorization 

holders (MAHs) of drugs etc. as a way to fulfill some of their 

social responsibilities. 

「医薬品副作用被害救済制度」は、医薬品等の製造販売業者

（MAH）がその社会的責任を果たす手段の 1 つとして、その拠出金

を財源とした公的制度です。 

The Relief System for Adverse Drug Reactions was 

established to bring prompt relief to people who suffer from 

adverse health effects such as disorders or disabilities caused 

by adverse reactions to drugs despite their proper use. 

「医薬品副作用被害救済制度」は、医薬品の適正使用にもかか

わらず、副作用による疾病や障害等の健康被害を受けた方々を

迅速に救済することを目的に創設されました。 

The results (annual trends) of health damage relief through 

the Relief System for Adverse Drug Reactions for HPV 

vaccines have been reported as shown in the following table. 

HPV ワクチンに関する医薬品副作用被害救済制度による健康

被害の救済の実績（年度別推移）は下表のとおり報告されていま

す。 

The study concluded that, if 10 patients were switched from 

Drug A to Drug B, the number who had relief of symptoms 

would increase from 8 to 9. 

本試験により、患者 10 例が薬剤 A から薬剤 B に切り替えられた

ならば、症状緩和を示す患者が 8 例から 9 例に増えると判断され

た。 

The use of non-opioid analgesics may not provide sufficient 

pain relief during the first days after a surgical procedure, and 

some may contribute to post-surgical bleeding. 

非オピオイド鎮痛薬を使用しても術後の数日間は十分な疼痛緩

和が得られないことがあり、非オピオイド鎮痛薬の中には術後出血

を起こしやすくするものもある。 

There is strong unmet need among patients for drugs that can 

provide rapid relief of pain, in a formulation that can be used 

instead of an injection. 

患者の間には、注射に代わる剤形で、疼痛の速やかな緩和をもた

らす医薬品に対する強いアンメットニーズがある。 

These results suggest that Drug A is well positioned to 

become a new formulation that can provide rapid relief of 

これらの結果から、薬剤 A は片頭痛の速やかな緩和をもたらす新

しい製剤に十分なりえると考えられる。 
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migraine to patients. 

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 study will determine if once-daily doses of Drug A can 

provide pain relief and control of inflammation attributed to 

Disease A. 

本試験では、薬剤 A の 1 日 1 回投与が疾患 A に起因する疼痛

の緩和及び炎症のコントロールをもたらすかどうかを確認する予定

である。 

To establish effective safety measures, the product safety 

staff work together with the review and relief departments as 

well as the MHLW, as required. 

効果的な安全対策を設定するため、製品安全スタッフは必要に

応じて厚生労働省とだけでなく審査部門や救済部門とも連携す

る。 

We are also responsible for providing relief compensation for 

sufferers from adverse drug reactions and infections by 

pharmaceuticals or biological products. 

我々は、医薬品又は生物由来製品による副作用及び感染症の

被害者を救済するという責任も有している。 
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abate を使う用例 

Inflammation was abated, and the affected area was reduced 

from 50-60% to 10-20%. 

炎症は軽減し、病変面積は 50～60％から 10～20％に縮小し

た。 

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 the third hospital day, the patient's menstrual flow abated 

considerably. 

入院 3 日目、当患者の生理出血量は大幅に軽減した。 

The event abated after the infusion stopped. 当該事象は点滴静注の中止後に軽減した。 

These symptoms may abate with time or with a reduction in 

the dose. 

これらの症状は経時的に、あるいは投与量の減量で軽減すること

がある。 

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。 
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remit を使う用例 

… in the Lewis rat model of relapsing-remitting autoimmune 

encephalomyelitis. 

再発と寛解を繰り返す自己免疫性脳脊髄炎のLewisラットモデル

において、～。 

Approximately 85% of patients present with 

relapsing-remitting multiple sclerosis, characterized by acute 

exacerbations of neurological dysfunction followed by 

recovery. 

患者の約 85％が神経機能障害の急性増悪とその後の回復を特

徴とする再発寛解型の多発性硬化症を示す。 

Crohn’s disease is a relapsing and remitting form of 

inflammatory bowel disease that causes gastrointestinal signs 

and symptoms. 

クローン病は再発寛解型の炎症性腸疾患で、消化管の徴候及

び症状を引き起こす。 

Drug A has been shown to decrease the frequency of clinical 

exacerbations and delay the accumulation of physical 

disability associated with relapsing-remitting multiple 

sclerosis. 

薬剤 A は臨床的増悪の頻度を下げるとともに、再発寛解型の多

発性硬化症に伴う身体障害の蓄積を遅らせることが示されてい

る。 

Drug A reduced the risk of disability progression in patients 

with relapsing-remitting multiple sclerosis, regardless of 

treatment history. 

薬剤 A により、再発寛解型の多発性硬化症の患者において、治

療歴を問わず、身体障害の悪化リスクが低下した。 

Erythema multiforme remitted. 多形紅斑は軽快した。 

Planning a randomized placebo-controlled study in 

relapsing-remitting multiple sclerosis requires knowledge of 

the annualized relapse rate in the placebo group. 

再発寛解型の多発性硬化症を対象としたランダム化プラセボ対

照試験を計画するには、プラセボ群における年間再発率について

の知見が必要である。 

Relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) is the most 

common form of multiple sclerosis. 

再発寛解型の多発性硬化症(RRMS)は、多発性硬化症の中で

最も多い形式である。 

Secondary progressive multiple sclerosis is a stage of multiple 

sclerosis which comes after relapsing-remitting multiple 

sclerosis. 

二次性進行型の多発性硬化症は、再発寛解型の多発性硬化

症の次に来るステージの多発性硬化症である。 

The patient later experienced a similar event during 

open-label treatment; symptoms remitted spontaneously 

during continued treatment with Drug A. 

当患者は後に非盲検投与期にも同様の事象を示したが、症状は

薬剤 A の継続投与中に自然軽快した。 

The sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor modulator has 

been shown to be effective in the treatment of patients with 

relapsing-remitting multiple sclerosis. 

このスフィンゴシン-1-リン酸（S1P）受容体調整薬は再発寛解型

の多発性硬化症患者の治療に有効であることが示されている。 

When using medicines, clinicians should be alerted to the fact 

that side effects occur more often, last longer, and take longer 

to remit than in the general population. 

医薬品を使用するとき、臨床医には、一般集団よりも副作用が

起こりやすいこと、長期間続くこと、軽快するのに時間がかかること

を注意喚起する。 

 イ
ー

ト
モ



25 

remission を使う用例 

A high ACR70 response rate and DAS28 remission rates 

observed in the highest dose group suggested that Drug A 

could potentially have superior efficacies compared to existing 

therapies. 

最高用量群において高い ACR70 奏効率及び DAS28 寛解率が

認められたことから、薬剤 A には既存の治療と比較して優れた有

効性があると考えられた。 

A single course of therapy for 20 weeks has been shown to 

result in complete and prolonged remission of disease in many 

patients. 

1 回 20 週間の治療クールにより、多くの患者で疾患の完全寛解

及び長期寛解が得られることが示されている。 

A very small number of patients have a complete remission; at 

the opposite end of the spectrum is a somewhat larger group 

of patients whose disease is resistant to treatment. 

完全寛解となる患者は非常に少なく、その対極においては治療が

無効の比較的多くの患者がいる。 

After a 2-4-week stabilization period following remission, 

patients were randomly assigned to receive either Drug A or 

placebo for a 4-month period. 

寛解に続く 2～4 週間の安定期の後、患者を薬剤 A 又はプラセボ

のどちらかにランダムに割り付け、4 カ月間投与した。 

An adolescent female patient with relapsed acute 

promyelocytic leukemia who no longer responded to all 

trans-retinoic acid (ATRA) alone achieved a complete 

remission after treatment with a combination of Drug A and 

Drug B. 

オールトランスレチノイン酸（ATRA）の単独投与が無効になった再

発型急性前骨髄球性白血病の思春期の女性患者 1 例は、薬

剤 A と薬剤 B の併用投与後に完全寛解を達成した。 

An explanation for the discordant remission rates between 

CDAI and PRO may be that the definition of clinical remission 

of PRO ≤ 8 is too stringent. 

CDAI と PRO の間で寛解率が一致しないことについては、PRO 8

以下と臨床寛解の定義が厳しすぎることから説明できるかもしれな

い。 

Assuming a difference of 20% in the clinical remission rate at 

Week 24 and a difference of 15% in endoscopic response rate 

at Week 24, 150 subjects in each treatment group will provide 

90% power to declare statistical significance on either clinical 

remission or endoscopic response. 

24 週目の臨床的寛解率の差が 20％、24 週目の内視鏡的奏効

率の差が 15％と仮定すると、各投与群の被験者が 150 例のとき、

臨床的寛解又は内視鏡的効果のいずれかについて 90％の検出

力で統計学的有意差が検出できる。 

Complete remission of acute lymphoblastic leukemia has been 

defined as the near absence of lymphoblasts in a 

light-microscopical examination of stained bone marrow 

smears. 

急性リンパ芽球性白血病の完全寛解とは、染色骨髄塗沫標本

を光学顕微鏡で検査したとき、リンパ芽球がほとんど存在しない状

態と定義されてきた。 

Currently, untreated Disease A patients receive high-dose 

methotrexate-based treatment followed by whole-brain 

radiation therapy, by which a certain patient population shows 

long-term remissions, but many patients will relapse. 

現在、未治療の疾患 A 患者には高用量メトトレキサートを中心と

する治療とそれに続く全脳照射が行われており、それによって特定

の患者集団は長期寛解を示すが、多くの患者は再発する。 

Cytogenetic remission was considered to be present when all 

bone marrow metaphases were normal. 

すべての骨髄分裂中期像が正常であるとき、細胞遺伝学的寛解

になっていると考えられた。 

Drug A extends remissions and lessens disease activity during 

relapses of ulcerative colitis. 

薬剤 A は寛解を延ばし、潰瘍性大腸炎の再燃時における疾患

活動性を弱める。 
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Drug A is a commercially available, entirely humanized, 

anti-tumor-necrosis–factor monoclonal antibody that is 

effective in inducing and maintaining remission in patients who 

have Crohn disease. 

薬剤 A は市販されている完全ヒト化抗腫瘍壊死因子αモノクロ

ーナル抗体で、クローン病の患者において寛解を誘発し、寛解を

維持するのに有効である。 

Drug A is approved for treatment of ulcerative colitis in the 

active stage as well as disease management in remission. 

薬剤 A は、寛解状態における疾患管理に加えて、活動ステージの

潰瘍性大腸炎の治療にも承認されている《～の効能・効果が承

認》。 

For Paget's disease of bone, on the other hand, zoledronic 

acid is proposed to be given as a single 10-minute intravenous 

infusion to induce a long-lasting biochemical remission. 

一方、骨パジェット病に対しては、長期的な生化学的寛解を誘発

するため、ゾレドロン酸を 10 分間で単回点滴静注することが提案

されている。 

Fourteen patients achieved a complete remission, 3 showed a 

partial remission, and 16 had no response at 6 months (5 died 

before completing treatment). 

6 カ月後、患者 14 例が完全寛解を達成し、3 例は部分寛解を示

し、16 例は無効であった（5 例は投与終了前に死亡した）。 

Good nutrition continues to be important for patients who are 

in remission. 

寛解状態にある患者でも、良好な栄養補給の重要性に変わりは

ない。 

Guidelines advocate switching to alternate therapies after a 

3-6 month therapeutic trial in patients who have not achieved 

a low disease activity or clinical remission. 

低い疾患活動性又は臨床的寛解が達成されていない患者にお

いては、3～6 カ月間の治療を試みた後、別の治療に切り替えるよ

うにガイドラインは推奨している。 

Hematologic remission was defined as the return of normal 

blood counts and bone marrow cellularity. 

血液学的寛解は、正常な血球数及び正常な骨髄細胞密度に

戻った状態と定義した。 

Higher proportions of patients treated with Drug A achieved 

remission, compared with those treated with Drug B. 

薬剤 A が投与された患者では、薬剤 B が投与された患者と比較

して、より高い割合の患者が寛解を達成した。 

If non-inferiority of one Drug A dose group compared to Drug 

B on achieving clinical remission at Week 24 is demonstrated, 

then a superiority test of the Drug A dose group compared to 

Drug B on the clinical remission rate at Week 24 will be 

conducted. 

24 週目に臨床的寛解を達成することに関して薬剤 A のいずれか

の用量群の非劣性が薬剤 B と比べて証明されたならば、24 週目

の臨床的寛解率に関して薬剤 A の当該用量群を薬剤 B と比較

する優越性検定が行われる。 

If the patient was not in remission, the dose was first 

increased to 15.0 mg/week and then to 20.0 mg/week. 

当患者が寛解状態にないならば、投与量を最初に 15.0mg/週に

増量し、次に 20.0mg/週に増量した。 

In combination with other oncolytic viruses, Drug A is intended 

for remission induction therapy of acute lymphatic leukemia. 

薬剤 A は、他の腫瘍溶解性ウイルスとの併用により、急性リンパ

性白血病の寛解導入療法を意図したものである。 

In the calculation of mean charge per complete remission, …. 1 回の完全寛解あたりの平均費用を算出する際に、～。 

In the Drug A group, remission was maintained for 4 months in 

4 out of 8 animals, and the tumor regrew in the other 4 animals 

in the group. 

薬剤 A 群では、寛解が 8 匹のうち 4 匹で 4 カ月間維持され、同

群の他の 4 匹では腫瘍が再増殖した。 

In the studies involving 100 patients with ulcerative colitis, the 

rate of mucosal healing and the rate of remission of symptoms 

including diarrhea frequently observed in patients with 

inflammatory bowel disease were significantly higher in the 

treatment group than in the placebo group. 

潰瘍性大腸炎の患者 100 例を対象としたこれらの試験において、

粘膜の治癒率及び炎症性腸疾患の患者に高頻度に認められる

下痢などの症状の寛解率は、投与群のほうがプラセボ群よりも有

意に高かった。 
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In young adults with acute myeloid leukemia, intensive 

chemotherapy during the initial remission improves the 

long-term outcome. 

急性骨髄性白血病の若年成人の場合、第一寛解期に集中的

に化学療法を行うことにより長期的成績が改善する。 

Lastly, the concept of a sustained response off therapy is 

important in the treatment of chronic HBV infection, since 

stable, off-treatment control of HBV replication is believed to 

be associated with long-term remission of liver disease. 

最後に、無治療下で HBV 複製が安定的にコントロールされる場

合に肝疾患が長期寛解すると考えられることから、無治療下での

持続的効果という概念は慢性 HBV 感染症の治療において重要

である。 

Low doses of Drug A can be effective to maintain remission in 

high-risk patients. 

薬剤 A の低用量投与はハイリスク患者の寛解を維持するのに効

果的である。 

Magnetic resonance imaging (MRI) was used to measure the 

volume of the hippocampus in 20 patients with major 

depression in remission and 20 nondepressed subjects. 

磁気共鳴画像検査（MRI）を用い、寛解状態にある大うつ病の患

者 20 例及び非うつ病の被験者 20 例における海馬の容積を測定

した。 

More patients receiving Drug A achieved complete remission 

with a single cycle than did patients receiving Drug B. 

1 クールで完全寛解を達成したのは薬剤 A 投与患者のほうが薬

剤 B 投与患者よりも多かった。 

More patients remained in remission during maintenance 

treatment with Drug A than with Drug B and with either drug 

than with placebo. 

薬剤 A による維持療法期に寛解状態が持続した患者は薬剤 B

の場合よりも多く、いずれの薬剤でもプラセボよりも多かった。 

Most patients with relapsed ALL will achieve a remission; 

however, the challenge remains to maintain remission. 

再発性 ALL のほとんどの患者は寛解を達成するが、寛解の維持

には課題が残っている。 

Nearly five times more patients with Disease A achieved 

complete remission with Drug A compared to best available 

therapy (BAT) at 28 weeks. 

薬剤 A で 28 週後に完全寛解を達成した疾患 A の患者は利用

可能な最善の治療法《現状で利用可能な最良の治療》（BAT）

よりも約 5 倍多かった。 

No deficiency was detected in 100 samples of plasma from 

patients with thrombotic thrombocytopenic purpura in 

remission. 

寛解状態にある血栓性血小板減少性紫斑病の患者から得られ

た血漿検体 100 個に、欠損《欠乏》は検出されなかった。 

Of the 100 patients who were randomized to Drug A 40 mg 

(the current approved dose), 50 were in remission at Week 24. 

薬剤 A 40mg（現在の承認用量）にランダム化されたこれらの患者

100 例のうち、50 例が 24 週目に寛解状態であった。 

Of the 15 patients studied, 10 had a complete remission after 

treatment that lasted from 20 to 30 days. 

検討対象としたこれらの患者 15 例のうち 10 例では、治療後に完

全寛解となり、20～30 日間持続した。 

Of these treatments, only bone marrow transplantation 

currently provides a "cure" for chronic myeloid leukemia in 

terms of long-term remission of cancerous cell growth. 

これらの治療のうち、現在、骨髄移植だけが癌細胞増殖の長期

寛解の点で慢性骨髄性白血病に対して「治癒」をもたらす。 

Of those 70 patients, 55 sustained remission through Week 56, 

suggesting that remission at 6 months is predictive of 

remission at 1 year. 

これらの患者 70 例のうちの 55 例では 56 週目まで寛解が持続し

たことから、6 カ月後の寛解は 1 年後の寛解を予測するものと考え

られた。 

Of those subjects who received Drug A, subjects who were 

TNFα-naïve reported the highest rates of clinical remission. 

薬剤 A の投与を受けたこれらの被験者のうち、TNFα未投与の被

験者から最も高い臨床的寛解率が報告された。 

One hundred patients with ulcerative colitis in remission were 

recruited at one study center. 

寛解状態にある潰瘍性大腸炎の患者 100 例が各治験実施医

療機関で募集された。 
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Patient Reported Outcomes (PRO) data indicated that 

subjects who received Drug A experienced a non-statistically 

significant increase in clinical remission compared to placebo. 

患者報告アウトカム（PRO）のデータが示すように、薬剤 A の投与

を受けた被験者では、統計学的に有意ではなかったものの、プラセ

ボと比べて多くの臨床的寛解が得られた。 

patients retreated with Drug A for recurrence after remission 寛解後の再発のために薬剤 A が再投与された患者 

Patients suffer acute attacks of neurological dysfunction 

followed by complete or incomplete remission in function. 

患者は神経機能障害の急性発作を示し、その後、機能の完全

寛解又は部分寛解を示す。 

Patients who initially received placebo and switched to Drug A 

100 mg at Week 10 showed a rate of remission of 30.0%. 

最初にプラセボの投与を受け、10 週目に薬剤 A 100mg に切り替

えられた患者は 30.0％の寛解率を示した。 

Potential advantages of Drug A in the treatment of Disease A 

include rapid induction of remission and sustained remission 

using a once daily oral medication. 

疾患 A の治療における薬剤 A の利点は、1 日 1 回の経口投与で

速やかに寛解導入されること並びに寛解が持続することである。 

Psoriasis is a chronic condition that will cycle through 

flare-ups and remissions throughout the rest of the patient's 

life. 

乾癬は慢性疾患で、患者の残りの生涯を通じて悪化と寛解を繰

り返す。 

Recent therapeutic goals extend beyond symptomatic control 

and include long-term mucosal and endoscopic remission. 

最近の治療目標は、症状のコントロールを超えて、粘膜及び内視

鏡所見の長期寛解となっている。 

Reduction in vascular oxygen during the remission phase of 

atherosclerosis may contribute to improvement in vasomotor 

function. 

動脈硬化症の寛解期に血管酸素量を減らすことは血管運動機

能の改善に寄与すると考えられる。 

Remission of acute leukemia can be achieved if diagnosed at 

an early stage and treated with the appropriate chemotherapy 

schedules. 

急性白血病は、早期診断されて適切な化学療法スケジュールで

治療すれば、寛解が達成される。 

Remission rates within 12 weeks after treatment initiation 

were significantly higher in the Drug A group than in the Drug 

B group. 

治療開始から 12 週間以内の寛解率は薬剤 A 群のほうが薬剤 B

群よりも有意に高かった。 

Several patients were considered to be in hematological 

remission. 

数例の患者は血液学的寛解の状態にあると考えられた。 

Striking temporary remissions may be obtained by the use of 

plasma exchange. 

血漿交換によって一時的であるが顕著な寛解が得られることがあ

る。 

Subjects with greater increases in CD4 cell counts during 

remission induction therapy, higher viral load at baseline, and 

slower rate of viral clearance were at greater risk for loss of 

viral suppression. 

寛解導入療法の間に CD4 細胞数の増加幅が大きく、ベースライ

ン時のウイルス量が多く、ウイルス消失速度が遅い被験者では、ウ

イルス抑制が減弱するリスクが比較的高かった。 

Survival after complete remission was somewhat better after 

chemotherapy than after autologous marrow transplantation. 

完全寛解後の生存状況は、化学療法後のほうが自家骨髄移植

後よりも多少良好であった。 

The ABC cells have been given to over 90 patients so far in 

the United States, many of whom had decreases in their 

disease or entered a complete remission. 

ABC 細胞はこれまでに米国で 90 名を超える患者に投与され、そ

のうち多くの患者で病気の軽減又は完全寛解が認められていま

す。 

The colitis has an indolent, progressive course characterized 

by diarrhea and weight loss, although occasionally there is 

大腸炎は無痛性かつ進行性の経過をたどり、下痢及び体重減

少が特徴的にみられるが、ときに症状及び組織学的異常が自然

イ
ー

ト
モ



29 

spontaneous remission of the symptoms and histologic 

abnormalities. 

寛解することがある。 

The cumulative probability of entering molecular genetic 

remission was calculated according to ABC equation. 

分子遺伝学的寛解に入る累積確率は ABC 式で算出した。 

The durability of the remissions and the effect on survival 

remain to be determined. 

寛解の持続性及び延命効果はまだ不明である《今後の検討課

題である》。 

The earlier use of second-line drugs has been advocated on 

the premise that treatment before the onset of pannus and 

joint destruction would have the best chance to reverse the 

disease process and induce remission. 

パンヌス形成及び関節破壊の発現前に治療を行うと、疾患経過

が反転し、寛解導入となるチャンスが非常に高くなるという前提に

基づき、二次治療薬の早期使用が提唱されている。 

The efficacy of Drug A was evaluated by examining clinical 

remission, clinical response (defined as a decrease in CDAI 

score of at least 100 points from baseline), and endoscopic 

response (defined as a decrease of at least 50% from baseline 

in SES-CD score). 

薬剤 A の有効性は、臨床的寛解、臨床効果（ベースラインから

100 ポイント以上の CDAI スコアの減少と定義）、内視鏡的効果

（ベースラインから 50％以上の SES-CD スコアの減少と定義）を検

討することによって評価した。 

The endpoints were survival from the time of complete 

remission and disease-free survival. 

評価項目は、完全寛解以降の生存期間及び無病生存期間とし

た。 

The estimated proportion of patients in remission at the end 

of 6 months was 70% in the Drug A group and 50% in the Drug 

B group. 

6 カ月間の終了時に寛解状態にある患者の割合は薬剤 A 群で

70％、薬剤 B 群で 50％と推定された。 

The investigators evaluated the effectiveness of 

methotrexate in patients whose Crohn's disease was in 

remission but who were at substantial risk for worsening. 

これらの研究者は、クローン病が寛解状態にあるが、悪化のリスク

が非常に高い患者におけるメトトレキサートの有効性を評価した。 

The mean Crohn's disease activity index (CDAI) score, mean 

change in CDAI score, and rate of clinical remission from 

baseline to Week 10 are shown by treatment group in Figure 1, 

Figure 2, and Figure 3, respectively. 

ベースラインから 10 週目までの平均クローン病活動度指数

（CDAI）スコア、CDAI スコアの平均変化量、臨床的寛解率は、投

与群別にそれぞれ図 1、図 2、図 3 に示す。 

The patient's stem cells are collected in advance (while they 

are in remission) and then returned to them after they receive 

high-doses of chemotherapy. 

患者の幹細胞が事前に《前もって》採取され（患者が寛解状態の

ある間）、次に大量化学療法を受けた後に患者に戻される。 

The remission rates at 8 weeks were 20.0% in the Drug A 

group and 3.0% in the placebo group. 

8 週後の寛解率は薬剤 A 群で 20.0％、プラセボ群で 3.0％であっ

た。 

The studies have primary endpoints of clinical remission 

defined as CDAI < 150 and endoscopic response defined as a 

SES-CD score reduction of ≥ 50% from baseline. 

これらの試験では、主要評価項目として臨床的寛解（CDAI が

150未満と定義）及び内視鏡的効果（SES-CDスコアがベースライ

ンから 50％以上減少と定義）が設定されている。 

The use of azathioprine in combination with alternate-day 

prednisone is associated with fewer treatment failures, longer 

remissions, and fewer side effects than the use of either drug 

alone. 

アザチオプリンをプレドニゾンの隔日投与と併用することに伴い、どち

らかの薬剤を単独投与するよりも無効が少なく、寛解時間が長

く、副作用が少なくなっている。 
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These cells increased progressively in number during 

treatment and persisted in the early phase of complete 

remission. 

これらの細胞は投与中に次第に増加し、完全寛解の初期にも存

続していた。 

This timepoint (Week 24) is considered appropriate to 

evaluate long-term remission as well as to assess endoscopic 

healing. 

この時点（24 週目）は、内視鏡的治癒の評価に加えて、長期寛

解の評価にも適切と考えられる。 

This treatment leads to remission in 50% of patients, and 

patients who do not have a response usually require total 

colectomy. 

この治療は患者の 50％で寛解につながり、効果のない患者では

結腸全摘除術が必要となるのが普通である。 

Three complete remissions and one partial remission were 

observed in 30 assessable acute myeloid leukemia patients. 

評価可能な急性骨髄性白血病の患者 30 例では 3 件の完全寛

解及び 1 件の部分寛解が認められた。 

Total IgE levels may help to diagnose atopic dermatitis, since 

they are elevated and will rise during exacerbations and fall 

during remissions. 

総 IgE 濃度がアトピー性皮膚炎の診断に役立つと考えられるが、

これは総 IgE 濃度が高値であり、増悪時に上昇し、寛解時に低

下するためである。 

Treatment on this study may help to keep your disease in 

remission. 

本試験の治療はあなたの病気の寛解を保つのに役立つ可能性が

あります。 

Treatment with Drug A resulted in a higher rate of event-free 

survival <<recurrence-free survival>> than that with Drug B 

as well as a longer median duration of remission. 

薬剤 A を投与した結果、薬剤 B の投与よりも寛解持続期間の中

央値が長いだけでなく無イベント生存率《無事象生存率》も高かっ

た。 

Two reports from China have suggested that arsenic trioxide 

can induce complete remissions in patients with acute 

promyelocytic leukemia. 

中国の 2 報告から、亜ヒ酸は急性前骨髄球性白血病の患者に

完全寛解をもたらすことが示唆されている。 

We compared high-dose cytarabine with autologous or 

allogeneic marrow transplantation during the first remission of 

acute myeloid leukemia. 

我々は、急性骨髄性白血病の第一寛解期に高用量シタラビンと

自家骨髄移植又は同種異系骨髄移植を比較した。 

When partial remissions and anxiety disorder diagnoses 

classified as "not otherwise specified" were included, 

two-thirds of the patients had a current anxiety disorder and 

three-quarters had a history of an anxiety disorder. 

部分寛解及び「他に特定されない」《NOS》に分類される不安障

害の診断を含めると、これらの患者の 2/3 が不安障害に現在罹

患しており、3/4 に不安障害の既往歴があった。 

While all drugs caused complete tumor regression at the end 

of the treatment period, the remission remained for another 4 

months in all 8 animals treated with Drug A for 14 days. 

すべての薬剤により投与期間の終了時に完全腫瘍退縮《著しい

腫瘍縮小》となったのに対して、薬剤 A が 14 日間投与された全 8

匹では寛解がさらに 4 カ月間続いた。 

While rheumatoid arthritis treatment is advancing, many 

patients still do not experience sufficient disease remission, 

and many unmet medical needs remain. 

関節リウマチの治療は進歩しているが、十分な寛解に至っていない

患者も多く、アンメットメディカルニーズが残っている。 

With the disease-modifying therapy currently available, 

complete remissions of rheumatoid arthritis are 

disappointingly rare. 

現在利用可能な疾患修飾治療では、関節リウマチの完全寛解

は残念ながら稀である。 
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ameliorate を使う用例 

A loading dose was used because of the very long serum 

half-life of Drug A in order to hasten the times to steady 

state, with the intention to ameliorate clinical symptoms more 

rapidly. 

薬剤 A の血清中半減期は非常に長いので、定常状態への到達

を速めるとともに、臨床症状がより早く回復するように、負荷投与

を行った。 

Drug A can reduce the overexpansion of the lung and 

ameliorate dyspnea on exertion. 

薬剤 A には肺の過膨張を抑制し、労作時呼吸困難を軽減させる

作用がある。 

Drug A treatment ameliorated the severity of kidney disease. 薬剤 A の投与により腎疾患の重症度が軽減した。 

Drug treatment ameliorated the long-term motor impairment 

produced by Compound A. 

薬物療法により、化合物 A によってもたらされる長期的な運動障

害が回復した。 

Early diarrhea (occurring during or shortly after infusion of 

Drug A) may be accompanied by cholinergic symptoms which 

may be prevented or ameliorated by atropine. 

早発性の下痢（薬剤 A の点滴静注時あるいはその直後に起こる）

には、アトロピンで予防又は回復させることができるコリン作動性症

状が併発することがある。 

Early diarrhea and other cholinergic symptoms may be 

prevented or ameliorated by atropine. 

早発性の下痢及びその他のコリン作動性症状はアトロピンによって

予防又は回復させることができる。 

IL-22 ameliorates intestinal inflammation in a mouse model of 

ulcerative colitis. 

IL-22 により潰瘍性大腸炎のマウスモデルにおける腸炎症が回復

する。 

Interventions that might ameliorate insulin resistance in the 

prediabetic state could be of potential benefit in preventing 

the development of Disease A. 

前糖尿病状態におけるインスリン抵抗性に対する治療介入には

疾患 A の発生を予防する上で潜在的ベネフィットがあるかもしれな

い。 

Medium-chain fatty acids ameliorate insulin resistance caused 

by high-fat diets in rats. 

中鎖脂肪酸により、高脂肪食に起因するラットのインスリン抵抗性

が改善する。 

The benzyl alcohol in the bacteriostatic saline acts as a local 

anesthetic which may ameliorate SC injection site discomfort. 

静菌生理食塩水に溶解したベンジルアルコールは局所麻酔薬とし

て作用し、皮下注射時の不快感を和らげる。 

The results of the study have demonstrated conclusively that 

good glycemic control can prevent or ameliorate diabetic 

microvascular complications in patients with 

insulin-dependent diabetes. 

本試験の結果から、良好な血糖コントロールによりインスリン依存

性糖尿病患者における微小血管の糖尿病性合併症が予防でき

ること、あるいは軽減できることが確実視されている。 

The symptoms ameliorated without any treatments. これらの症状は無治療で回復した。 

Toxicity is substantial but may be partially ameliorated with 

the use of Drug A. 

毒性は重大であるが、薬剤 A の使用で部分的に軽減することが

可能である。 
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amelioration を使う用例 

Because inhibition of beta-adrenergic receptor kinase 

(betaARK) activity is pivotal for amelioration of cardiac 

dysfunction, we investigated whether the level of betaARK 

inhibition correlates with the degree of heart failure. 

βアドレナリン受容体キナーゼ（betaARK）活性の阻害は心機能

障害の回復にとって非常に大切であるため、我々は betaARK 阻

害レベルと心不全の重症度が相関するかどうかについて検討した。 

Drug A caused a dose-dependent amelioration of pyrexia with 

a maximum effect seen at 10 µg/kg. 

薬剤Aは発熱を用量依存的に回復させ、最大の効果は10µg/kg

でみられた。 

Geriatric psychopharmacologic research has become directed 

increasingly toward amelioration of decline in memory 

functions associated with normal aging. 

老年精神薬理学の研究は、正常な加齢に伴う記憶機能低下の

改善に注目が向けられるようになっている。 

The amelioration of disease by IL-22 was mediated by 

enhanced mucus production. 

IL-22 による疾患の回復には粘液産生の亢進が介在していた。 

The diabetic rats treated with Drug A showed an impressive 

decrease in the amount of proteinuria, probably as a result of 

the amelioration of hyperglycemia. 

これらの糖尿病ラットは、薬剤 A の投与により、蛋白尿の著しい軽

減を示したが、これは高血糖症が回復した結果と考えられる。 
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recover を使う用例 

(Case 2) A ventilator’s alarm sounded, and the patient was 

found in a cyanotic state. By correctly setting the water trap 

and the cup, the patient’s respiratory status was recovered. 

（事例２）人工呼吸器のアラームが鳴り、患者さんはチアノーゼ状

態であった。ウォータートラップのカップを取り付け直すと呼吸状態が

改善した。 

… when a physician can tell the patient's family that there is 

no further hope for recovery of consciousness. 

意識が回復する望みはないことを医師が患者の家族に告げると

き、～。 

A clear temporal relationship between recovery and activation 

of the motor system after stroke was demonstrated. 

脳卒中後の回復と運動系の活動の間に明らかな時間的関係が

認められた。 

A later recovery was almost invariably associated with severe 

disability. 

回復が遅くなるにつれて、ほぼ例外なく身体障害が重度となった。 

A new course of therapy should not begin until the 

granulocyte count has recovered to 1500/mm3, and 

treatment-related diarrhea is fully resolved. 

顆粒球数が 1500/mm3 に回復し、投与関連性の下痢が十分に

回復するまで新しい治療クールを開始してはならない。 

A new course of therapy should not begin until the toxicity has 

recovered to grade 1 or less. 

毒性がグレード 1 以下に回復するまで新しい治療クールを開始し

てはならない。 

A trend toward a recovery was evident until the end of the 

6-hour observation period. 

6 時間の観察期間の終了時まで回復傾向が認められた。 

Acquisition via sexual contact with a convalescent patient is 

possible as the virus is present in semen for up to 7 weeks 

after recovery. 

このウイルスは回復から 7 週間後まで精液中に存在するので、回

復期患者との性交渉で感染する可能性がある。 

Adverse events which are not recovered (ongoing) but worsen 

in toxicity grade (severity) or seriousness should be 

documented again with a new start date at time of change of 

toxicity grade or seriousness, e.g., for a grade 3 skin reaction 

which changes to grade 4, a stop date for the end of the grade 

3 event should be entered. 

回復せず（継続中）、毒性グレード（重症度）又は重篤性が悪化

した有害事象については、毒性グレード又は重篤性の変化時を

新たな発現日として再度記録する。例えば、グレード 3 の皮膚反

応がグレード 4 に変化した場合、このグレード 3 の事象の終了時を

終了日として記入する。 

After a 10-week recovery period, the changes in the adrenal 

gland tended to resolve and other changes resolved. 

10 週間の回復期間後、副腎のこれらの変化は回復傾向を示し、

その他の変化は回復した。 

After a 13-week recovery period, reversibility of the 

histopathological changes was complete in only half of the 

animals. 

13 週間の回復期間の後、これらの病理組織学的変化の回復は

動物の半数においてのみ認められた。 

After a 4-week recovery period, all changes resolved. 4 週間の回復期間後、すべての変化が回復した。 

After a recovery interval of at least 5 days, stylets were 

removed. 

少なくとも 5 日間の回復期間の後、スタイレットを抜去した。 

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 recovery, patients should be advised to avoid the drug 

thought to be responsible for the reaction. 

回復後、患者にはこの反応の原因と考えられる本剤を避けるよう

に助言する。 

After surgery, all animals were allowed 3 to 5 days for 術後、すべての動物に 3～5 日間の回復期間を設定し、その後、
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recovery before  testing. 検査した。 

After surgery, animals were placed in recovery cages with 

ambient temperature maintained at 22 deg C. 

術後、動物は周囲温度 22℃に維持した回復ケージに収容した。 

After the 12-week treatment-free period, changes in body 

weight, hematology, and biochemistry showed complete 

recovery. 

この 12 週間の非投与期間の後、体重、血液学的検査値、生化

学的検査値の変動が完全な回復を示した。 

After the 14-day recovery period, all findings noted during the 

treatment period were reversible. 

この 14 日間の回復期間の後、投与期間中に認められたすべての

所見が回復した。 

After the 2-week recovery period, all changes had resolved or 

were resolving. 

この 2 週間の回復期間の後、すべての変化が回復又は軽快し

た。 

After the 8-week recovery period, the above changes 

resolved except decreased albumin, proteinuria, hematuria, 

and swelling and pale discoloration of the kidney. 

この 8 週間の回復期間の後、上記の変化は、アルブミンの減少、

タンパク尿、血尿、腎臓の腫大及び退色を除いて、回復した。 

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 50 patients had favorable outcomes and recovered from 

the hypersensitivity reactions. 

患者 50 例のすべてが良好な転帰を示し、過敏症反応から回復し

た。 

All animals demonstrated functional recovery of the immune 

system, as assessed by the antibody response to ABC. 

ABC に対する抗体反応を指標に評価したとき、すべての動物が免

疫系の機能回復を示した。 

All but 1 of the patients had a favorable outcome and 

recovered from these hypersensitivity reactions. 

これらの患者は 1 例を除いてすべてが良好な転帰を示し、過敏症

反応から回復した。 

All findings showed a clear tendency towards reversibility 

after a 4-week recovery period. 

すべての所見が、4 週間の回復期間の後、明らかな回復傾向を

示した。 

All four have recovered fully, although two have mild dyspnea 

on exertion approximately three weeks after the onset of their 

illness. 

4 例すべてが十分に回復したが、2 例は疾患の発現から約 3 週間

後にも軽度の労作時呼吸困難を示した。 

All of the toxic changes observed during the dosing period, 

including the cardiotoxic alterations, resolved and returned to 

normal during the 3-month recovery period. 

投与期間中に認められた心毒性変化等の毒性変化のすべてが 3

カ月間の回復期間中に回復し、正常に戻った《正常化した》。 

All patients had mild normocytic anemia that persisted beyond 

discharge from the ICU, followed by a slow recovery. 

すべての患者が軽度の正球性貧血を示し、ICU 退院以降も持続

したが、その後、徐々に回復した。 

All three patients recovered from the adverse event. 3 例すべての患者がこの有害事象から回復した。 

Although food consumption was decreased in males of the 10 

and 30 mg/kg/day groups in the early phase of the recovery 

period, all changes excluding increased kidney weight resolved 

during the 4-week recovery period. 

回復期間の初期に 10 及び 30mg/kg/日群の雄で摂餌量が減少

したが、腎重量の高値を除くいずれの変化も 4 週間の回復期間

中に回復した。 

Although most patients recover within 10 days, some develop 

irreversible renal failure. 

ほとんどの患者は 10 日間以内に回復するが、不可逆的な腎不

全を示す患者もいる。 
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Although neurological function was severely impaired, by 72 

hours postinjury, a significant degree of spontaneous recovery 

was noted in the control animals. 

神経機能に重度の障害があったが、対照動物では損傷から 72 時

間後までに著しい自然回復が認められた。 

Although these data are all from single-dose studies, a similar 

heart rate decrease and recovery is observed with daily 

dosing of Drug A. 

これらのデータはすべて単回投与試験で得られたものであるが、薬

剤 A の連日投与でも同様の心拍数の減少と回復が観察されてい

る。 

An endovascular approach eliminates a significant amount of 

postoperative pain and discomfort associated with that of 

open surgical repair and allows a shorter recovery time for the 

patient. 

血管内処置であるため、開腹修復術に伴う大きな術後疼痛及び

不快感がなく、患者の回復までの期間も短い。 

Analysis of subjective and objective symptoms showed that 

more than half of the patients (50.7%), admitted to the 

rehabilitation center or hospital in the late recovery period of 

stroke, complained of headaches of varying intensity.  

自他覚症状の分析により、脳卒中の回復後期にリハビリテーション

センター又は病院に入院したこれらの患者の半数以上（50.7％）が

様々な程度の頭痛を訴えていることが明らかになった。 

Anemia associated with general iron deficiency and diseases, 

pregnancy anemia, anemia associated with pediatric nutritional 

disorders, hematopoiesis and nutritional supplementation in 

weak children/adenopathic children/children with poor 

growth, parasitic anemia, general dullness/palpitations due to 

anemia. Hematopoiesis and recovery promotion during and 

after illness. 

一般の鉄欠乏及び諸疾患に伴う貧血，妊娠時の貧血，小児の

栄養障害による貧血，虚弱児・腺病質児・発育不良児の増血

及び栄養補給，寄生虫性貧血，貧血に原因する全身倦怠・動

悸．病中・病後の増血及び回復促進 

Anencephaly is the only malformation for which it is clear at 

birth that there is no possibility of recovery of consciousness. 

無脳症は、出生時に意識回復の可能性がないことが明白な唯一

の奇形である。 

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。 

Approximately 85% of patients present with 

relapsing-remitting multiple sclerosis, characterized by acute 

exacerbations of neurological dysfunction followed by 

recovery. 

患者の約 85％が神経機能障害の急性増悪とその後の回復を特

徴とする再発寛解型の多発性硬化症を示す。 

As in adults, if recovery of consciousness from the 

post-traumatic vegetative state began before six months, a 

higher grade of recovery was likely. 

成人の場合と同様、外傷後の植物状態からの意識回復が 6 カ月

以内に始まったならば、高度の回復が見込まれた。 

As lens proteins are known to be only slightly metabolized 

during the lifetime, cataracts are difficult to recover from once 

they have progressed.  

水晶体タンパク質は生涯でわずかしか代謝されないことが知られて

いるので、白内障はいったん進行すると回復するのが難しい。 

At the end of the 10-week recovery period scheduled for high 

dose animals, skin lesions were less pronounced, but not fully 

recovered within this time period. 

高用量投与の動物で予定される 10 週間の回復期間の終了時、

皮膚病変は目立たなくなったが、この期間内に完全には回復しな

かった。 

At the time of this report, the patient had recovered from the 

allergic reaction and was discharged. 

この報告書の時点で当患者はアレルギー反応から回復し、退院し

ていた。 
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Because mild cardiac valvulopathy occurred in 1 of 5 rats in 

the 5 mg/kg recovery group after the recovery period, the 

NOAEL was determined to be < 5 mg/kg. 

5mg/kg 回復群のラット 5 匹中 1 匹では回復期間後に軽度の心

臓弁膜症が認められたことから、無毒性量は 5mg/kg 未満と判断

された。 

Blood samples collected prior to dosing and on Days 10 and 20 

revealed no evidence of an antibody response to Drug A 

throughout the treatment and recovery periods. 

投与前並びに 10 日目と 20 日目に採取した血液試料は、投与期

間及び回復期間を通じて薬剤 A に対する抗体反応のエビデンス

を示されなかった。 

Blood transfusion was performed, and the patient recovered 

completely. 

輸血が行われ、当患者は完全に回復した。 

Body mass index (BMI) correlated inversely with ATP 

recovery in both patient and control groups. 

肥満指数（BMI）は患者群及び対照群の両方で ATP の回復と逆

の相関関係を示した。 

Both events were moderate in severity and a causal 

relationship to the study drug could not be ruled out, but the 

outcomes were reported as "recovered/resolved." 

両事象とも重症度は中等度で、治験薬との因果関係を否定する

ことはできなかったが、それらの転帰は「回復

（recovered/resolved）」と報告された。 

Both patients recovered; however one patient developed 

recurrent cardiomyopathy 4 months later. 

両患者とも回復したが、1 例は 4 カ月後に再発性心筋症を示し

た。 

Cardiovascular parameters were measured once pre-dose and 

several times throughout the treatment period, as well as at 

the end of the recovery period. 

心血管パラメータは、回復期間の終了時に加えて、投与開始前

に 1 回、投与期間中に数回測定した。 

Changes seen in the liver and stomach were still present at 

the end of the 1-month washout period, although with a lower 

incidence and severity, indicating an ongoing recovery 

process. 

肝臓及び胃でみられた変化は 1 カ月の休薬期間の終了時にも持

続していたが、発現率及び重症度が低下しており、回復過程にあ

ったことが示された。 

Changes were no longer present after approximately 8 weeks 

of recovery, with the exception of the corticomedullary 

mineralization in the kidneys. 

約 8 週間の回復期間の後、腎臓の皮髄石灰化を除いて、変化

はもう認められなかった。 

Children with midupper arm circumference < 130 mm were 

provided weekly medical consultations and supplementary 

feeding until recovery. 

上腕周囲径が 130mm 未満の小児には、回復するまで診察と栄

養補給を毎週行った。 

Complete recovery of B cell populations was seen during the 

100-day post dose observation period. 

投与後 100 日間の観察期間中に B 細胞集団の完全な回復が

みられた。 

Complete recovery of the microscopic lesions and biomarker 

changes was seen after lowering the dose from 40 to 20 

mg/kg/day. 

これらの顕微鏡的病変及びバイオマーカー変化の完全な回復が

40mg/kg/日から 20mg/kg/日に投与量の減量後にみられた。 

Despite extensive resuscitative efforts, the patient never 

recovered and was pronounced dead within 2 hours of the 

initiation of Drug A infusion. 

懸命の蘇生処置にもかかわらず、当患者は回復せず、薬剤 A の

点滴静注開始から 2 時間以内に死亡が宣告された。 

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。 

Due to the reversibility of proteasome inhibition with Drug A, 

normal cells can recover from its effects, whereas cancer 

薬剤 A によるプロテアソーム阻害は可逆性であるため、正常細胞

はその影響から回復するが、一方、癌細胞はアポトーシスを受けや
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cells are more likely to undergo apoptosis. すい。 

During a 1-month recovery period, mean plasma 

concentrations were below the lower limit of quantification. 

1 カ月間の回復期間中、平均血漿中濃度は定量下限値よりも

低かった。 

During the recovery period, the effects on the erythroid 

parameters continued to be observed in the 100 mg/kg group. 

回復期間中、赤血球系パラメータに対する影響が 100mg/kg 群

で継続的に認められた。 

Endovascular treatment of an abdominal aortic aneurysm has 

been shown to be an effective, less invasive procedure that 

may result in reduced early mortality, reduced time for 

anesthesia, reduced need for blood products, shorter hospital 

stays and recovery time, as well as improved quality of life in 

the early postoperative period. 

腹部大動脈瘤の血管内治療は低侵襲性の効果的な処置であ

ることが示されており、早期死亡率の低下、麻酔時間の短縮、血

液製剤の必要性の抑制、入院期間及び回復期間の短縮、さら

に術後早期に生活の質の改善が得られる可能性がある。 

Epithelial hyperplasia and hyperkeratosis of the skin were not 

apparent following a 2-week recovery period. 

2 週間の回復期間の後、上皮過形成及び皮膚の過角化はなか

った。 

Equally striking was the consistent pattern of immunologic 

effects and recovery in all six patients. 

同じく特筆すべき点は、6 例すべての患者で免疫学的影響及び

回復のパターンが一致していたことであった。 

Excellent functional recovery is likely with early recognition 

and treatment of the underlying etiology, as well as successful 

lysis of the clot. 

血栓をうまく溶解することだけでなく、根底にある原因を早期に特

定かつ治療することで、優れた機能回復が得られる可能性があ

る。 

Expression of p-MAPK in skin biopsies demonstrated a 

time-dependent downregulation on Days 8 and 15 (95% 

decrease compared to baseline), with recovery to baseline 

levels on Day 22. 

皮膚生検標本における p-MAPK の発現は 8 日目及び 15 日目に

時間依存的なダウンレギュレーションを示し（ベースラインと比較して

95％の減少）、22 日目にベースライン値に回復した。 

Fill in outcome, relationship, and action taken with the study 

drug after recovery or when patient leaves the study. 

回復後あるいは患者が試験中止となったときの転帰、因果関係、

治験薬にとった処置を記入してください。 

Fill in the Adverse Event Follow-up form for serious events 

that are not recovered. 

回復しない重篤な事象については、有害事象追跡調査用紙に

記入してください。 

Five of 20 treated animals were confirmed positive for 

anti-drug antibodies at one or more sampling times during the 

dosing or recovery phase of the study. 

投与された動物 20 匹のうち 5 匹は、本試験の投与期又は回復

期の 1 時点以上の試料採取時に抗薬物抗体陽性であることが

確認された。 

Heart rates recovered gradually over the ensuing days back to 

baseline. 

心拍数はその後の数日間で徐々に回復し、ベースライン値に戻っ

た。 

Here are just some of the reasons why and how yoga can help 

to aid recovery from drug and alcohol addiction. 

ヨガが薬物中毒やアルコール中毒から回復するのに役立つ理由の

いくつかおよび利用方法を以下に示します。 

How to get quick recovery from tiredness. 疲労から速やかに回復する方法。 

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, most patients recovered from this adverse event by 

the fourth week of therapy. 

しかし、ほとんどの患者は投与 4 週目までにこの有害事象から回

復した。 

However, none of the injured, vehicle-treated animals 

completely recovered neurological function, with at least 

contralateral forelimb flexion and shoulder adduction still 

evident in all rats examined at 72 hours after injury. 

しかし、損傷を受けた溶媒投与動物のいずれも神経機能を完全

に取り戻すことはなく、少なくとも対側の前肢屈曲及び肩内転は

損傷の 72 時間後にもすべてのラットに残っていた。 

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

ジアのリスクは容認できる。 

However, the findings were mild and observed at 

approximately ≥ 5.0-fold the exposure at the maximum 

clinical dose and were clearly reversible after a recovery 

period. 

しかし、これらの所見は軽度で、最大臨床用量による曝露量の約

5.0 倍以上で認められ、回復期間後に明らかな回復性を示した。 

However, these effects were transient, and full recovery was 

apparent within 24 hours after dosing. 

しかし、これらの影響は一過性で、投与後 24 時間以内に完全回

復が認められた。 

If grade 3 or 4 diarrhea occurs, administration of Drug A 

should be delayed until the patient recovers and subsequent 

doses should be decreased. 

グレード 3 又は 4 の下痢が起こったならば、患者が回復するまで薬

剤 A の投与を遅らせ、それ以降の投与量は減量する。 

If physical injury occurs that is directly related to your 

involvement in this study, you will receive any medical 

treatment that is necessary to assist your recovery from the 

injury. 

本試験への参加に直接関連する健康被害が生じたならば、あな

たにはその被害からの回復を支援するのに必要な治療が行われま

す。 

If platelets ≤ 100 x 109/L, withhold treatment with study drug 

until recovery to at least > 100 x 109/L. 

血小板が 100×109/L 以下であるならば、少なくとも 100×109/L

超に回復するまで治験薬の投与を控える《休薬》。 

If the event ended with no residual effects, select 

“Recovered/Resolved”. 

この事象が終わり、影響が残っていなければ、「回復

（Recovered/Resolved）」を選択する。 

If the event resolved, but residual effects remain (i.e., hip 

fracture healed but subject is wheelchair bound), select 

“Recovered/Resolved with sequelae”. 

この事象は回復したが、影響が残っているならば（すなわち、股関

節骨折は治癒したが、被験者が車椅子生活になっている場合）、

「回復したが後遺症あり（Recovered/Resolved with sequelae）」

を選択する。 

If the event was ongoing when the subject's study 

participation ended, enter “Not Recovered/Not Resolved” 

OR “Recovering/Resolving” (if the event severity was 

improving). 

被験者の試験参加が終わった時点にこの事象が継続していたな

らば、「未回復（Not Recovered/Not Resolved）」又は「軽快

（Recovering/Resolving）」（事象の重症度が改善傾向を示して

いた場合）と記入する。 

If the outcome is “Not Recovered/Not Resolved”, leave this 

field blank except in the following cases: … 

転帰が「未回復（Not Recovered/Not Resolved）」であるならば、

以下のケースを除いてこのフィールドは空欄のままにする。 

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。 

If these criteria are not met, the start of next cycle must be 

delayed for up to 2 weeks to allow for recovery. 

これらの基準を満たさない場合、回復するまで最長 2 週間、次ク

ールの開始を延期しなければならない。 
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If we can interfere with cell reproduction, the cancer cells will 

be hit disproportionately hard and often will not recover. 

細胞の複製を妨げることができれば、癌細胞は大きな打撃を受

け、回復することはほとんどなくなる。 

In a 1-month repeat-dose study in rats with a 1-month 

recovery, Drug A was administered twice weekly by p.o. 

gavage at a dose of 100 mg/kg/administration. 

1 カ月間の回復期間を設定したラット 1 カ月反復投与試験では、

薬剤 A を 100mg/kg/回の用量で週 2 回強制経口投与した。 

In a juvenile toxicity study, 7-day-old rats were treated orally 

with Drug A for up to 10 consecutive weeks, followed by a 

4-week recovery period. 

幼若動物を用いた毒性試験では、7 日齢のラットに対して薬剤 A

を最長で連続10週間経口投与し、その後、4週間の回復期間を

設定した。 

In both cases, complete recovery occurred after stopping 

Drug A. 

両症例とも薬剤 A の投与中止後に完全回復となった。 

In contrast, although neurological function recovered to a 

neurological score of 1 in 60% of Drug B-treated rats, no rats 

in this treatment group recovered complete neurological 

function. 

対照的に、薬剤 B 投与ラットの 60％では神経機能が神経学的ス

コア 1 まで回復したが、この投与群で神経機能が完全に回復した

ラットはいなかった。 

In cultured neurons, Drug A and Drug B were shown to 

interact with sodium channels, i.e., to slow their recovery from 

inactivation. 

培養ニューロンにおいて、薬剤 A 及び薬剤 B はナトリウムチャネルと

相互作用すること、すなわち、不活化状態からの回復を遅くするこ

とが示された。 

In either case, recovery to baseline visual acuity can take up 

to a month. 

どちらのケースでも、ベースラインの視力に回復するのに最長 1 カ月

間かかる。 

In general, all of the findings were reversible after a 1 month 

recovery period. 

全般的に、これらの所見のすべてが 1 カ月間の回復期間後に回

復した。 

In general, thrombocytopenia was transient, dropping during 

the dosing period and recovering during the rest period. 

全般的に、血小板減少症は一過性で、投与期間中に下がり、

休薬期間中に回復した。 

In kidney transplant patients, the initial dose of Drug A should 

be delayed until renal function has recovered. 

腎移植患者の場合、薬剤 A の初回投与は腎機能が回復するま

で遅らせることとする。 

In rats and dogs, plasma concentrations of Drug A decreased 

after stopping the treatment, although they were still 

quantifiable after a 4-week recovery period. 

ラット及びイヌにおいて薬剤 A の血漿中濃度は投与中止後に低

下したが、4 週間の回復期間後も依然として数量化することがで

きた。 

Indicate the date (and time, if necessary) of recovery from this 

serious adverse event. 

この重篤な有害事象から回復した日付（必要であれば時刻も）を

示してください。 

Intravenous hyperalimentation <<total parenteral nutrition>> 

is used after surgery if a person is not recovering as quickly as 

expected or has complications relating to the surgery. 

術後に予想された速度で回復していなかったり、手術に関連する

合併症のある人には、経静脈的高カロリー輸液《中心静脈栄養》

が行われる。 

It is important to discuss with the family the probability that 

the patient will recover or remain in a vegetative state. 

患者が回復するか、あるいは植物状態が続く確率について患者の

家族と話し合うことが大切である。 

Major surgery within 4 weeks prior to Day 1 of study or who 

have not recovered from prior surgery. 

試験 1 日目の 4 週間以内に大手術を受けている場合、あるいは

以前の手術から回復していない患者。 

Managing the side effects of chemotherapy is a critical 

component to overall health and recovery. 

化学療法の副作用を管理することは健康全般と回復にとって非

常に重要である。 
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Median duration of illness (calculated as the reported duration 

of symptoms before initial hospital visit plus the time from 

first consultation to recovery) was 12 days (95% confidence 

interval, 11-14 days). 

罹病期間の中央値（報告されている初回来院前の症状の持続

時間＋初回診察時から回復までの時間として算出）は 12 日間で

あった（95％信頼区間 11～14 日間）。 

Mianserin appears to be well tolerated by the elderly and by 

patients with cardiovascular disease, including those 

recovering from a subacute myocardial infarction. 

ミアンセリンは、高齢者や亜急性心筋梗塞の回復期の患者など

心血管疾患患者において忍容性良好である。 

Microscopically, injection sites had localized inflammatory 

reaction by Day 20 that was also evident at Day 50 but which 

showed clear evidence of resolution/recovery by Day 100. 

顕微鏡検査によると、注射部位は 20 日目まで局所的な炎症反

応を示し、50 日目にも認められたが、100 日目までに明らかな消

失又は回復を示した。 

Monkeys were euthanized 1 week after the fourth dose or 

after a 5-week recovery period. 

サルは 4 回目投与の 1 週間後又は 5 週間の回復期間後に安楽

死させた。 

Myelin basic protein levels between 4 and 8 ng/mL may be a 

sign of a chronic breakdown of myelin, or recovery from an 

acute episode of myelin breakdown. 

ミエリン塩基性タンパク質の濃度が 4～8ng/mL であることは、ミエリ

ンが慢性的に破壊されているか、急激なミエリン破壊からの回復過

程にあることのサインと考えられる。 

Neurodiagnostic tests alone can neither confirm the diagnosis 

of a vegetative state nor predict the potential for recovery of 

awareness. 

神経学的診断検査だけでは植物状態の診断を確認することも、

意識が回復する可能性について予測するもできない。 

NK activity was unaffected during treatment; however, a slight 

reduction in activity was observed at the end of the 10-week 

recovery period. 

NK 活性には投与中に影響がなかったが、10 週間の回復期間の

終了時には活性のわずかな低下が認められた。 

NK cells recovered to near baseline levels by the end of 

therapy in Study A. 

試験 A では、投与終了時までに NK 細胞がベースライン値付近ま

で回復した。 

Normal cells appear to be able to recover from intermittent 

proteasome inhibition. 

正常な細胞は、断続的なプロテアソーム阻害があっても、回復可

能と思われる。 

Occupational therapists help these patients develop, recover, 

and improve the skills needed for daily living. 

作業療法士は、これらの患者が日常生活に必要なスキルを見出

すこと、取り戻すこと、改善することを支援する。 

Of the patients who had a good recovery, over half showed 

signs of improvement within 3 months after injury. 

良好な回復を示したこれらの患者の半数以上は損傷から 3 カ月

以内に改善の徴候を示した。 

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。 

One 100 mg/kg male monkey assigned to the recovery group 

had several anatomical lesions consistent with disseminated 

histoplasmosis. 

回復群に割り付けられた100mg/kg投与の雄サル1頭は播種性ヒ

ストプラスマ症に一致するいくつかの解剖学的病変を示した。 

Only Patient A has had a complete clinical recovery and 

radiographic recovery, leading to her discharge on Day 20. 

患者 A だけが臨床状態及び X 線検査所見の完全な回復を示

し、20 日目の退院につながった。 

Over time, recovery may be incomplete, leading to progressive 

decline in function and increased disability. 

時間経過とともに、回復は不完全になり、進行性の機能低下及

び身体障害の増悪につながる。 
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Patients 1 and 2, the two who were most severely ill, had a 

slower recovery, with lower overall numbers of T cells and a 

CD4+:CD8+ ratio of 2:1. 

最も重体であった患者 1及び患者2の 2例は回復が比較的遅く、

T 細胞の総数は比較的少なく、CD4+:CD8+比は 2:1 であった。 

Patients taking this supplement exhibited a recovery in 

emotional functions, with no observable side effects. 

このサプリメントを摂取している患者は情動機能の回復を示し、副

作用は認められなかった。 

Patients who have received chemotherapy < 4 weeks prior to 

starting the study drug or who have not recovered from side 

effects of such therapy. 

治験薬の投与開始前 4 週間以内に化学療法を受けたことがある

か、当該治療の副作用から回復していない患者。 

Patients who recover slowly from non–small-cell lung cancer 

surgery may still benefit from delayed adjuvant chemotherapy 

started up to 4 months after surgery. 

非小細胞肺癌の手術からの回復が遅い患者では、手術から 4 カ

月経過後と遅れてアジュバント化学療法を開始してもベネフィット

が得られる可能性がある。 

Patients with intracerebral hemorrhage made a significantly 

greater recovery than those with cerebral infarction. 

脳出血の患者では、脳梗塞の患者よりも回復度が有意に大きか

った。 

Patients with moderate recovery can resume almost all 

activities of daily living. 

中等度の回復を示した患者は日常生活動作のほとんどすべてを

再び行うことができる。 

Please examine the appropriateness of the following terms 

(Japanese terms corresponding to them) used in the dog 

7-day oral dose study and 14-day recovery study and, if 

necessary, correct them: “hepatocellular hypertrophy of 

individual hepatocytes,” “hepatic cytoplasm,” and 

“microvesiculation.” 

イヌ 7 日間経口投与試験及び 14 日間回復性試験で用いられた

「単細胞性肝細胞肥大」、「肝細胞原形質」、「微小小胞形成」

の用語の妥当性を検討し、必要ならば訂正してください。 

Potential benefits of the ABC Stent Graft System compared 

to open surgical aneurysm repair may include, but are not 

limited to: … 

- Not having open surgery 

- Less time under general anesthesia and/or the ability to use 

other forms of anesthesia that do not require mechanical 

ventilation 

- Reduction of complications 

- Reduction in hospitalization and recovery time 

動脈瘤開腹修復術と比較して ABC ステントグラフトシステムには

以下のベネフィットが予想されるが、それらに限られるわけではな

い。 

- 開腹術ではない。 

- 全身麻酔の時間が短い、あるいは機械的人工呼吸を必要とし

ないその他の形式の麻酔が使用可能である。 

- 合併症が少ない。 

- 入院期間及び回復期間が短い。 

Prior to the administration of Drug A on Day 1 of Cycles 5 and 

10, chymotrypsin-like activity had recovered slightly in spite 

of the irreversible binding of Drug A to proteasome. 

第 5 クール及び第 10 クールの 1 日目の薬剤 A 投与前には、プロ

テアソームに対する薬剤Aの不可逆的な結合にもかかわらず、キモ

トリプシン様活性がわずかに回復していた。 

Rat 1-month oral toxicity study with a 1-month recovery 

period 

1 カ月間の回復期間を設定したラット 1 カ月間経口投与毒性試

験 

Recovered with sequelae. 回復したが後遺症あり。 

Recovery after this time almost always involves a severe 

disability. 

この時点以降、回復しても必ずと言っていいほど重度の身体障害

が残る。 

Recovery date and time of serious adverse event 重篤な有害事象の回復日時 

Recovery from disturbance of nerve or motor function 神経機能障害又は運動機能障害の回復 

イ
ー

ト
モ



42 

Recovery from unicompartmental knee replacement (UKR) is 

faster than from osteotomy. 

単顆置換型人工膝関節置換術（UKR）では回復が骨切り術の

場合よりも速い。 

Recovery had occurred in 40% of the patients at 6 months and 

in 50% at 12 months. 

これらの患者の 40％は 6 カ月後に回復し、50％は 12 カ月後に回

復していた。 

Recovery in the patient group was assessed using a battery of 

measures at each time point. 

患者群における回復は一連の指標を用いて各時点で評価した。 

Recovery is rare and at best associated with moderate or 

severe disability. 

回復は稀で、良くても中等度又は重度の身体障害が残る。 

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。 

Recovery of B cells was not observed during the period from 

last dosing until caesarean section. 

最終投与から帝王切開までの期間中に B 細胞の回復は認められ

なかった。 

Recovery of consciousness after 12 months is unlikely in 

adults who have had traumatic injuries. 

外傷性障害となっている成人では、12 カ月後に意識が回復する

可能性は低い。 

Recovery of motor function after stroke is often attributed to 

cerebral reorganization. 

脳卒中後の運動機能の回復は脳機能再構築による場合が多

い。 

Recovery of motor function after stroke may occur over 

weeks or months. 

脳卒中後の運動機能の回復には数週間又は数カ月間がかかる

ことがある。 

Recovery started in the 100 mg and 300 mg groups after 

approximately 12 and 20 weeks, respectively. 

100mg 群及び 300mg 群ではそれぞれ約 12 週後及び 20 週後に

回復が始まった。 

Recovery was quantified by the change in ABC score. 回復は ABC スコアの変化量に基づき数量化した。 

Recovery without severe disability is rare. 重度の身体障害を伴わない回復は稀である。 

Regarding digits, there is a report that indicates recovery in 

blood flow after a certain period of time following 

administration without sequelae. 

指趾に関しては、投与から一定時間経過後に血流の回復が認め

られ、後遺症を伴わないとの報告がある。 

Regardless of the treatment group, all animals lost 

approximately 15% to 20% body weight over the 72-hour 

recovery period, and there were no significant differences in 

body weight loss between the groups. 

投与群を問わず、すべての動物が 72 時間の回復期間中に約 15

～20％の体重減少を示し、体重減少幅に有意な群間差はなか

った。 

Regular exercises to restore the strength of your back and a 

gradual return to everyday activities are important for your full 

recovery. 

完全回復のためには、背中の筋力を元に戻すために定期的な運

動を行い、日常生活に徐々に復帰していくことが重要です。 

Repeat-dose oral studies up to 26 weeks with a 16-week 

recovery period in rats and up to 39 weeks with a 16-week 

recovery in dogs were conducted. 

ラットを対象に最長26週間で16週間回復期間の反復経口投与

試験及びイヌを対象に最長 39 週間で 16 週間回復期間の反復

経口投与試験が行われた。 

Repeated applications of Drug A caused a slight chronic 

dermatitis which was reversible during the recovery period. 

薬剤 A の反復投与により、軽度の慢性皮膚炎が起こったが、回

復期間中に回復した。 
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Serial cystometrograms during the recovery phase of flaccid 

paralysis provide an index of detrusor functional capacity and 

hence an indication of rehabilitation prospects. 

弛緩性麻痺の回復期における連続膀胱内圧曲線は排尿筋機

能の指標になるため、リハビリの見通し《展望》を示す。 

Several studies included recovery periods following Drug A 

dosing to determine the reversibility potential of 

treatment-induced toxicity. 

いくつかの試験では薬剤 A の投与後に回復期間を設定し、投与

による毒性の回復性を確認した。 

Some of the animals were sacrificed immediately after the 

dosing period while other animals were allowed up to a 

3-month recovery prior to sacrifice. 

これらの動物の一部は投与期間の直後に屠殺したのに対して、他

の動物には屠殺前に最長 3 カ月間の回復期間を設けた。 

Some patients failed to recover and required long-term 

treatment with hormone replacement therapy, etc. 

一部の患者は未回復で、ホルモン補充療法等による長期治療を

必要とした。 

Some patients required intensive care at the hospital for 

several days, and while most have recovered fully, death has 

occurred in a few adult patients. 

数日間入院して集中治療を必要とする患者もおり、ほとんどが完

全に回復しましたが、成人の患者数例が死亡しました。 

Steroids are effective in speeding up recovery from relapse. ステロイドは再燃《再発》からの回復を速めるのに有効である。 

Subject has had major surgery (e.g., requiring general 

anesthesia) within 8 weeks before screening or will not have 

fully recovered from surgery. 

スクリーニング前の 8 週間以内に大手術（全身麻酔を必要とする

ものなど）を受けた被験者あるいは手術からの十分な回復が見込

めない被験者。 

Systemic administration of steroids (orally or intravenously) 

can shorten the time to recovery and can also hasten 

recovery of lung function. 

ステロイドの全身投与（経口又は静脈内）により、回復までの時間

が短縮し、肺機能の回復も速まる。 

Target organ effects showed partial to complete recovery 

during non-dosing periods. 

標的臓器に対する影響は非投与期間中に部分的な回復又は

完全な回復を示した。 

Temperatures recovered gradually and reached predrug levels 

5 hours postinjection. 

体温は次第に回復し、注射の 5 時間後には投与前のレベルに達

した。 

The bispectral index (BIS) was developed to measure a 

patient's level of awareness during sedation and to determine 

the probability of recovery of consciousness in patients in 

coma. 

バイスペクトラルインデックス （BIS）は、セデーション時における患者

の意識レベルを測定するため、並びに昏睡状態の患者における意

識回復の確率を測定するために開発された。 

The charts of 100 patients undergoing resuscitative 

thoracotomy for trauma in the emergency room at the General 

Hospital from 1972 through 1978 were reviewed to assess 

factors affecting neurologic recovery. 

外傷のために 1972 年から 1978 年までに当総合病院の救急治療

室で蘇生開胸術を受けた患者 100 例のカルテを再検討し、神経

系の回復に影響を及ぼす因子を評価した。 

The chymotrypsin-like activity in cells treated with Drug A 

recovered over time. 

薬剤 A で処理した細胞におけるキモトリプシン様活性は経時的に

回復した。 

The condition may be permanent as a consequence of the 

failure to recover from such injuries. 

そうした損傷から回復しなかった場合、その結果として、この病気は

永久的に続く可能性がある。 

The course is divided into four phases: cytokine storm, 

reactive, recovery, and steady state. 

経過はサイトカインストーム、反応期、回復期、安定期の 4 期に

分類される。 

The date of recovery (stop date) 回復日（終了日） 
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The time of recovery (stop time) 回復時刻（終了時刻） 

The event outcome was complete recovery (8 cases); 

condition improving (4 cases); recovered with sequelae (1 

case); and condition unchanged (1 case). 

事象の転帰は、完全に回復（8 例）、状態の改善（4 例）、回復し

たが後遺症あり（1 例）、状態に変化なし（1 例）であった。 

The events of AST increased/ALT increased were treated 

with corticosteroids or immunosuppressants, and some 

patients needed several months to recover. 

AST 高値・ALT 高値の事象は副腎皮質ステロイド又は免疫抑制

薬で治療し、一部の患者は回復までに数カ月間を必要とした。 

The goal of this study is to determine if aerobic training can 

enhance the recovery of motor function after spinal cord 

injury. 

本試験の目標は、エアロビック運動が脊椎損傷後の運動機能の

回復を促進するかどうかを確認することである。 

The implant and recovery were uneventful, and the patient 

survives at 10 months, is NYHA class II, and lives at home. 

植込み及び回復は順調で、当患者は 10 カ月後にも生存してお

り、NYHA クラス II で、自宅で生活している。 

The intracerebral hemorrhage patients with the most severely 

disabling strokes had significantly greater recovery than 

cerebral infarction patients with stroke of similar severity. 

最も重度の脳卒中を示した脳出血患者では、脳卒中の重症度

が同等のとき、脳梗塞の患者よりも回復度が有意に高かった。 

The lack of spontaneous recovery in this patient was probably 

due to the presence of insufficient numbers of donor stem 

cells. 

当患者で自然回復がなかったのは、十分な数のドナー幹細胞が

なかったためと考えられた。 

The lesion showed a clear trend towards reversibility after the 

recovery periods in the 13- and 39-week studies. 

この病変は、13 週間試験及び 39 週間試験で回復期間後に明ら

かな回復傾向を示した。 

The lesions were not present after a 4-week recovery period. 4 週間の回復期間後、これらの病変はなかった。 

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 majority of the treatment-related laboratory findings did 

not show full reversibility at the end of the recovery period. 

投与関連性の臨床検査所見の大多数は回復期間の終了時に

も完全に回復していなかった。 

The objective of this study was to investigate the potential 

toxicity of Vaccine A prepared with ABC adjuvant when 

injected once weekly for eight weeks by subcutaneous 

injection in the mouse and to assess the reversibility of any 

treatment-related findings following an 8-week recovery 

period. 

本試験の目的は、ABC アジュバントで調製したワクチン A をマウス

に週 1 回で 8 週間皮下注射したときの毒性を検討し、8 週間の回

復期間後に投与関連性の所見の回復性を評価することであっ

た。 

The objectives of this study were to 1) further investigate the 

potential toxicity of ABC Liposomal vaccine when injected 

once weekly for 8 weeks by subcutaneous injection in the 

mouse following an 80 mg/kg intraperitoneal pretreatment of 

cyclophosphamide on Day -3; and 2) to assess the 

reversibility of any treatment-related findings following an 

8-week recovery period. 

本試験の目的は、1）－3 日目にシクロホスファミド 80mg/kg を腹

腔内に前投与した後、マウスに ABC リポソームワクチンを週 1 回で

8 週間皮下注射したときの毒性を詳しく検討すること、2）8 週間の

回復期間後に投与関連性の所見の回復性を評価することであっ
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The other event was related to post procedural pulmonary 

edema, recovered without sequelae and was classified as 

related to procedure but not to device. 

もう一方の事象は術後の肺水腫に関連したもので、後遺症なく回

復し、手術との関連性はあるがデバイスとの関連性なしに分類され

た。 

The outcome according to the following definitions: 

- Recovered (adverse event disappeared). 

- Recovered with sequelae. 

- Not yet recovered. 

- Not recovered at death. 

- Change in toxicity grade/severity or seriousness. 

- Fatal (adverse event resulted in death). 

転帰は以下に定義する。 

- 回復（有害事象は消失） 

- 回復したが後遺症あり 

- 未回復 

- 死亡時に未回復 

- 毒性グレード・重症度又は重篤性の変化 

- 致死性（死亡に至る有害事象） 

The outcome according to the following definitions: 

- recovered/resolved (adverse event disappeared) 

- recovering/resolving (subject is recovering) 

- not recovered/not resolved (adverse event remains without 

signs of improvement) 

- recovered/resolved with sequelae (adverse event has 

resulted in permanent disability/incapacity) 

- change in toxicity grade 

- fatal 

- unknown (only applicable if subject has been lost to 

follow-up) 

転帰を以下の定義に基づき分類 

- 回復・消失した（有害事象が消失した） 

- 回復・軽快（被験者が回復傾向） 

- 回復・消失していない（改善の徴候なく有害事象が持続してい

る） 

- 回復・消失したが後遺症あり（有害事象による永続的な身体

障害・機能不全） 

- 毒性グレードの変化 

- 死亡 

- 不明（追跡調査不能の被験者にのみ該当） 

The outcome was "recovered/resolved" in all adverse events 

other than asteatosis (the outcome was "not changed") and 

γ-GTP increased (the outcome was "recovering/resolving"). 

転帰は、皮脂欠乏症（転帰は「不変（not changed）」）及びγ

-GTP 増加（転帰は「軽快（recovering/resolving）」）を除くすべて

の有害事象で「回復（recovered/resolved）」であった。 

The outcome was "recovered/resolved" in all cases except 

one case of acne, which was “unchanged.” 

転帰は、「不変（unchanged）」であったざ瘡の 1 例を除くすべての

症例で「回復（recovered/resolved）」であった。 

The outcome was "recovered/resolved." 転帰は「回復（recovered/resolved）」であった。 

The patient almost fully recovered from visual disturbance 

after second dialysis was performed. 

2 回目の透析施行後、当患者の視覚障害はほぼ完全に回復し

た。 

The patient did not require supplemental oxygenation anymore 

after he recovered from lung transplantation. 

当患者は、肺移植から回復後、それ以上の酸素補給を必要とし

なかった。 

The patient fully recovered on May 1, 2017. 当患者は 2017 年 5 月 1 日に完全に回復した。 

The patient had a dramatic recovery from childhood leukemia 

following antenatal or postnatal exposure to X-rays for 

diagnostic purposes. 

当患者は、診断のために出生前又は出生後に X 線に曝露したこ

とによる小児白血病から劇的な回復を示した。 

The patient recovered from all the symptoms she developed. 当患者に発現したすべての症状が回復した。 

The patient recovered from post-transplant 

lymphoproliferative disorder but developed total parenteral 

nutrition-induced liver failure. 

当患者は移植後リンパ増殖性疾患から回復したが、完全非経口

栄養《高カロリー輸液》に起因する肝不全を示した。 
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The patient recovered from the event (leukopenia) on Day 8 

with WBC count at 7.2 x 109/L. 

当患者は 8 日目に白血球数 7.2 x 109/L とこの事象（白血球減

少症）から回復した。 

The patient recovered from the event (renal tubular necrosis) 

on Day 3. 

当患者は 3 日目にこの事象（腎尿細管壊死）から回復した。 

The patient recovered to the extent that he could converse in 

response to the treatment then got worse. 

当患者は治療により会話ができる程度まで回復したが、その後、

悪化した。 

The patient recovered with some sequelae, and other than 

admission to hospital for a urinary tract infection the following 

month, remained well. 

当患者はいくつかの後遺症を残して回復し、翌月に尿路感染症

のために入院した以外、経過良好であった。 

The patient recovers to an absolute neutrophil count 

1000/mm3. 

当患者は好中球絶対数 1000/mm3 に回復した。 

The patient subsequently recovered. その後、当患者は回復した。 

The patient was admitted to a medical ward with a diagnosis of 

suspected SARS and has subsequently recovered, coincident 

with receiving broad-spectrum antibiotics and intravenous 

ribavirin. 

当患者は SARS 疑い例の診断で内科病棟に入院となったが、そ

の後、広域スペクトル抗生物質の投与とリバビリン静脈内投与を

受けると同時に回復した。 

The patient was discharged from the hospital on January 1, 

2018 and was considered to have recovered from this adverse 

event. 

当患者は 2018 年 1 月 1 日に退院し、この有害事象から回復し

たものとみなされた。 

The patients recovered from the adverse events without 

residual effects, expect for Patient A, who recovered with 

residual effects. 

これらの患者は、影響が残ったまま回復した患者 A を除いて、影

響が残ることなく《後遺症なく》有害事象から回復した。 

The precardioversion duration of atrial fibrillation is inversely 

proportional to atrial recovery following cardioversion. 

心房細動が起こってから電気的除細動を実施するまでの経過時

間は電気的除細動後の心房回復と反比例する。 

The present study was undertaken to determine whether 

myocardial energy or ion levels are related to 

oxygen-replenishment-induced recovery of cardiac 

contractile force after hypoxia. 

本試験は、心筋のエネルギーレベル又はイオンレベルが低酸素後

の酸素補充による心収縮力の回復と関係するかを検討するため

に行われた。 

The rapidity and intensity of lymphocyte count reduction, as 

well as the time required for recovery of these counts, 

appeared to be dose-dependent. 

リンパ球数の減少の速度及び減少の程度は、リンパ球数の回復

に要する時間と同様、用量依存性があると思われた。 

The rate of recovery back to baseline lymphocyte counts is 

dose-dependent. 

ベースラインのリンパ球数への回復速度には用量依存性がある。 

The recovery of chymotrypsin-like activity is attributable to 

proteasome in newly produced erythrocytes. 

このキモトリプシン様活性の回復は、新たに生成された赤血球のプ

ロテアソームに起因したものである。 

The recovery of peak air flow was more rapid and the rate of 

clinical deterioration requiring therapeutic interventions was 

lower in antibiotic-treated subjects. 

抗生物質が投与された被験者では最大気流の回復が比較的速

く、治療介入を必要とするような臨床状態の悪化率が比較的低

かった。 

The recovery of post-hypoxic cardiac contractility correlated 

with tissue sodium content during hypoxia rather than with 

低酸素後の心収縮力の回復は、低酸素の終了時の心筋高エネ

ルギーリン酸量よりも低酸素時の組織内ナトリウム量と相関した。 
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myocardial high energy phosphate content at the end of 

hypoxia. 

The recovery phase occurred between Day 3 and Day 15 (or 

between Day 5 and Day 20 for the patients who were the 

sickest) and was characterized by the recovery of renal and 

pulmonary function. 

回復期は 3 日目～15 日目で（最も重症の患者では 5 日目～20

日目）、腎機能及び肺機能の回復が特徴的であった。 

The resumption of treatment should be considered when 

creatinine clearance has recovered to ≥ 15 mL/min or to a 

level not requiring dialysis. 

クレアチニンクリアランスが 15mL/分以上に回復するか、透析不要

のレベルに回復した場合、投与の再開を検討する。 

The study demonstrates that immune recovery following 

potent antiretroviral therapy is effective in controlling a major 

opportunistic infection, even in patients with a history of 

severe immunosuppression. 

本試験で証明されるように、強力な抗レトロウイルス療法実施後

の免疫力の回復は重度の免疫抑制の既往のある患者においても

重大な日和見感染を抑制するのに有効である。 

The treating neurologist estimates the patient's recovery to 

be 90% of baseline. 

治療担当の神経専門医は、当患者の回復度はベースラインの

90％と推定している。 

The treatment should be resumed when creatinine clearance 

recovers to ≥ 15 mL/min. 

クレアチニンクリアランスが 15mL/分以上に回復した場合、投与を

再開する。 

The vehicle group and the 30 mg/kg group included their 

recovery group in which reversibility of the toxicity was 

investigated during 13-week washout period. 

溶媒群及び 30mg/kg 群には回復群が設定され、13 週間の休薬

期間中に毒性の回復性が検討された。 

Then, some animals (10/sex/group) were tested for fertility 

after a recovery period of 14 days. 

その後、一部の動物（雌雄各 10 匹／群）について 14 日間の回復

期間後に生殖能が検査された。 

There were no apparent Drug A-related changes in natural 

killer (NK) cells or monocytes throughout the treatment or 

recovery phases of the study. 

本試験の投与期又は回復期を通じて、ナチュラルキラー（NK）細

胞又は単球に薬剤 A 関連性の明らかな変化はなかった。 

These arterial changes did not recover after a 2-week 

treatment-free period. 

これらの動脈変化は 2 週間の非投与期間後に回復しなかった。 

These changes showed full or partial reversibility after a 2- or 

4-week recovery period. 

これらの変化は2週間又は4 週間の回復期間後に完全な回復あ

るいは部分的な回復を示した。 

These changes were reversed following a 16-week recovery 

period. 

これらの変化は 16 週間の回復期間後になくなった。 

These patients have all since recovered fully, although two 

remain mildly dypsneic on exertion approximately three weeks 

after the onset of their illness. 

それ後、これらの患者はいずれも完全に回復したが、2 例ではその

疾患の発現から約 3 週間経過しても軽度の労作時呼吸困難が

残っていた。 

These patients have no possibility of recovery. これらの患者には回復の見込みがない。 

These patients recovered with supportive care. これらの患者は支持療法で回復した。 

These posterior segment changes diminished and in some 

instances completely resolved during the recovery period. 

これらの後眼部変化は軽減し、一部の事例では回復期間中に完

全に回復した。 

Thickening of the injections site tissues was noted on Day 20 

in the recovery group animals maintained to Day 100. 

100 日目まで飼育した回復群の動物では注射部位の組織の肥

厚が 20 日目に認められた。 
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This approach theoretically would lead to better long-term 

results because the precardioversion duration of atrial 

fibrillation, which is inversely proportional to atrial recovery 

following cardioversion, would be shortened. 

理論上、このアプローチは長期成績の改善につながると思われる

が、それは電気的除細動を実施するまでの心房細動の時間（電

気的除細動後の心房回復と反比例の関係にある）が短縮される

ためである。 

This finding was reversed after a 4-week recovery period. この所見は 4 週間の回復期間後になくなった。 

This may explain why lowering the dose from 40 to 20 

mg/kg/day was associated with recovery of the general 

condition of the animals, despite the fact that plasma 

exposure remained similar. 

40mg/kg/日から 20mg/kg/日に減量したことに伴い、血漿中曝

露量が同程度で推移したにもかかわらず、動物の一般状態《全

身状態》が回復したが、このことからその理由が説明できると考えら

れる。 

This patient recovered completely and had no exercise 

restriction. 

当患者は完全に回復し、運動制限はなかった。 

This patient recovered uneventfully from a total nephrectomy. 当患者は腎臓の摘出術から何事もなく《無事に》回復した。 

Three months after injury, 30% of the patients had recovered 

consciousness. 

負傷の 3 カ月後、これらの患者の 30％が意識を回復していた。 

To discourage medical institutions from letting patients who 

have recovered enough to go home remain hospitalized, the 

Ministry plans in fiscal 2006 to overhaul the public insurance 

framework for hospital stays. 

退院できるまで十分に回復した患者を医療機関が入院させたまま

にしないように、同省は 2006 年度に入院に関する保険制度の枠

組みを大幅に見直す計画である。 

Treatment may be delayed 1 to 2 weeks to allow for recovery 

from treatment-related toxicity. 

治療は、投与関連性の副作用が回復するように、1～2 週間遅ら

せることができる。 

We hypothesized that adding intravenous aminophylline to 

conventional treatment would not produce clinically important 

changes in the speed of spirometric or symptomatic recovery 

or shorten hospital stay in patients with exacerbations of 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 

我々は、従来型の治療にアミノフィリンの静脈内投与を追加して

も、慢性閉塞性肺疾患（COPD）の増悪を示す患者の肺活量又

は症状の回復速度に臨床的に重要な変化なく、入院期間も短

縮しないという仮説を立てた。 

We studied patients admitted to a rehabilitation hospital after 

cerebellar stroke to quantify recovery after rehabilitation 

therapy. 

我々は、小脳卒中後にリハビリ病院に入院した患者を検討し、リ

ハビリ治療後の回復状況を数量化した。 

When dogs were given Drug A alone, there was a trend 

towards a more rapid recovery of indicators of immune 

function. 

イヌに薬剤 A を単独投与すると、免疫機能の指標が比較的速く

回復する傾向があった。 

When the hearts were perfused for more than 25 min under 

hypoxic conditions, no recovery of cardiac contractile force 

was observed following 45-min of reoxygenation. 

心臓を低酸素条件下で 25 分間超灌流したとき、45 分間の再酸

素負荷後に心収縮力の回復は認められなかった。 

While effects on the hematopoietic system showed clear signs 

of reversibility, histopathological changes in the thyroid and 

male reproductive organs were still present at the end of the 

4-week recovery period. 

造血系に対する影響には回復性を示す明らかなサインが認められ

たが、甲状腺及び雄の生殖器の病理組織学的変化は 4 週間の

回復期間の終了時にも持続していた。 

With continued dosing of Drug A, heart rate recovers back to 

baseline by 1 to 2 weeks after initiation of Drug A. 

薬剤 A の継続投与で、心拍数は薬剤 A の投与開始から 1～2

週後までにベースラインに回復する《復帰する》。 
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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。 

Worsening immune recovery uveitis was associated with a 

substantial (> 3 lines) vision loss in 3 patients. 

免疫回復ブドウ膜炎の悪化に伴い、患者 3 例において大幅な視

力障害（3 ライン超）が起こった。 

Your orthopedic surgeon and physical therapist may 

recommend that you exercise 10 to 30 minutes a day during 

your early recovery. 

整形外科医と理学療法士は、回復初期に 1 日 10～30 分運動

するように薦めるかもしれません。 
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restore を使う用例 

Company A and other bioventure companies plan to 

commercialize their discoveries in the field of regenerative 

medicine, a branch of health care that restores tissues and 

functions. 

会社 A やその他のバイオベンチャー企業は、組織や機能を修復す

る医療である再生医療の分野において発見内容を商品化する計

画である。 

Coronary artery bypass graft surgery is a surgical procedure 

in which one or more blocked coronary arteries are bypassed 

by a blood vessel graft to restore normal blood flow to the 

heart. 

冠動脈バイパス移植術は、1 つ又は複数の閉塞冠動脈に血管の

移植でバイパスを作り、心臓に向かう正常な血流を復活させる手

術である。 

Direct current cardioversion is commonly used to restore 

sinus rhythm from atrial fibrillation and atrial flutter. 

直流除細動は、心房細動及び心房粗動の場合、洞調律の復活

のために多く用いられる。 

Doses of Drug A omitted for toxicity are not replaced or 

restored, instead the subject should resume the planned 

treatment cycle. 

毒性のため薬剤 A 投与を省略してもその分を服用しなおすことは

せず、被験者は計画された投与クールを再開する。 

Drug A enables medical personnel to reverse the effects of 

neuromuscular blocking drugs and restore spontaneous 

breathing after surgery. 

薬剤 A の使用により、術後に神経筋遮断薬の作用は消失し、自

発呼吸が復活します。 

Drug A has been demonstrated to block constriction and 

restore blood flow in coronary arteries and arterioles in animal 

models and in human coronary vessels in vitro. 

薬剤 A は、動物モデル及びヒト冠動脈の vitro 系において冠動脈

及び細動脈の収縮を阻止し、血流が復活することが証明されてい

る。 

Fertility was restored in the majority of these women. これらの女性の大半で受精能が復活した。 

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。 

Loss of hexagonality, which might have occurred in the 

postoperative period, may have been restored by the time the 

Group A assessments were made. 

六角形構造の破綻は術後に起こったものと考えられたが、Group 

A の評価が行われた時点までに回復していた可能性がある。 

More than half the patients had their infertility restored by 

treatment with Drug A. 

これらの患者の半数超は薬剤 A の投与によって不妊症が治った。 

Moreover, the pharmacologic reduction of blood pressure 

does not necessarily restore insulin and glucose 

concentrations to normal. 

その上、薬剤による降圧では《薬剤で血圧を下げても》インスリン

濃度及び血糖値が必ず正常値に復帰するわけではない。 

Once inflated, the balloon opens up a pathway for mucus and 

air to flow through the eustachian tube, which may help 

restore proper function. 

バルーンが膨らんたならば、バルーンによって通路が開き、粘液や

空気が耳管を流れ、適正な機能の回復に役立つと考えられる。 

Regenerative medicine aims to restore the function of tissues 

and organs by a variety of approaches. 

再生医療は、様々なアプローチによって組織及び臓器の機能を回

復させることを目指す。 

Regular exercises to restore the strength of your back and a 

gradual return to everyday activities are important for your full 

recovery. 

完全回復のためには、背中の筋力を元に戻すために定期的な運

動を行い、日常生活に徐々に復帰していくことが重要です。 
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Reimplantation of cryopreserved ovarian tissue has been 

shown to restore natural fertility in animals. 

凍結保存された卵巣組織を再移植することにより、動物の本来の

受精能が回復することが示されている。 

The depolarization of the membrane must be restored within a 

brief time frame to allow for continued transmission of 

succeeding light signals. 

その後の光信号が継続的に伝達されるには、膜の脱分極が短時

間で回復しなければならない。 

The device was first approved by the FDA in 2012 to remove a 

blood clot and restore blood flow in stroke patients who could 

not receive tissue plasminogen activator (t-PA) or for those 

who did not respond to t-PA therapy. 

このデバイスは、組織プラスミノーゲンアクチベーター（t-PA）の投与

を受けられなかった脳卒中の患者あるいは t-PA 治療が無効であ

った脳卒中の患者における血栓の除去及び血流の復活のため、

2012 年に FDA により初めて承認された。 

The key to the treatment is to restore tissue perfusion to 

prevent the development of multiorgan failure. 

治療の鍵は、組織血流を回復させて、多臓器不全の発生を防ぐ

ことである。 

The patent term will be restored up to 5 years, depending on 

the term in which use of the patented invention is prevented 

by procedures for approval. 

特許期間は、承認手続きのために発明の利用《特許権の実施》

が妨げられた期間に応じて、5 年間を限度に復活する。 

The patient underwent chelation therapy under topical 

anesthesia, which successfully removed the subepithelial 

opacification and ultimately restored visual acuity to 20/20. 

当患者は局所麻酔下でキレーション治療を受け、それにより上皮

下混濁の除去に成功し、最終的に視力が 20/20 に回復した。 

The system is used during a minimally invasive surgical 

procedure to restore normal blood flow to narrowed carotid 

arteries. 

このシステムは、狭窄した頸動脈への血流を回復させるための低

侵襲手術時に用いられている。 

This therapy is used to protect additional areas of the retina 

from infection, but it does not restore the function of 

previously infected areas. 

この治療は網膜の別の部位を感染から守るために用いられるが、

既に感染した部位の機能回復にはならない。 

To 5.0g of this compound add 100 ml of water, boil gently for 

15 minutes while shaking, then cool, add water to restore the 

original volume, and centrifuge. 

本品 5.0g に水 100ml を加え、15 分間振り混ぜながら穏やかに煮

沸し、冷後、水を加えてもとの容量とし、遠心分離する。 

We interviewed him about the functions of foods that restore 

and enhance the body's immune system. 

我々は、身体の免疫系の回復及び強化に係る食品の機能につ

いて彼にインタビューした。 

When the heart has stopped, it is essential to provide cardiac 

massage to restore a normal heart rhythm. 

心臓が止まったならば、心臓マッサージをして正常な心リズムを回

復させることが必須である。 

Whether cellular immunity against opportunistic pathogens 

can be fully restored by control of HIV-1 replication remains 

open to question. 

日和見病原体に対する細胞性免疫が HIV-1 増殖のコントロール

によって十分に回復するかどうかは、今後の検討課題である。 
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restoration を使う用例 

Change to a gluten-free diet results in restoration of the 

normal villous pattern after several weeks. 

グルテンフリー食に変更すると、数週間後に正常な絨毛パターンに

戻る《回復》。 

Engraftment of donor-derived hematopoietic cells occurred in 

all patients and was followed by restoration of normal 

leukocyte galactocerebrosidase levels. 

ドナー由来の造血細胞の生着がすべての患者でみられ、それに続

いて白血球中ガラクトセレブロシダーゼ値が正常に回復した《正常

化した》。 

In turn, restoration and maintenance of vascular patency 

reduces the need for antihypertensive medication and may 

slow down the progression of renal failure. 

逆に、血管開存性が回復し、維持されると、降圧薬の必要性が

低下し、腎不全の進行が遅くなると考えられる。 

Restoration of circulation to the lower extremities or the heart 

may be undertaken using a variety of techniques including 

angioplasty, stenting, and bypass grafting. 

下肢又は心臓の血行再建は、血管形成術、ステント留置術、バ

イパス移植術など様々な技術によって可能である。 

Restoration of fluid and electrolytes balance is necessary. 体液と電解質のバランスの回復が必要である。 

Revascularization is the restoration of perfusion to a body 

part or organ that has suffered ischemia. 

血行再建術は、虚血化した身体部位又は臓器への血流を復活

させることである。 

Some of these issues are beyond your control, but there are 

steps you can take to expedite your skin's restoration. 

これらの問題の中には手に負えないものもあるが《不可抗力》、皮

膚の修復を早めるために取ることができるいくつかの対策がある。 

Surgical intervention with gas injection in the anterior 

chamber resulted in excellent visual acuity restoration in the 

patient. 

前房へのガス注入によるう外科的処置を行った結果、当患者で

優れた視力回復が得られた。 

The Committee emphasized the importance of the patent 

term restoration for stimulation of R&D activities. 

当委員会は、研究開発活動を刺激するのに特許期間回復の重

要性について強調した。 

The development of fevers shortly after commencing 

zidovudine (ZDV) in HIV-infected patients may reflect 

restoration of cellular immunity to mycobacterial antigens in 

some patients rather than failure of therapy or 

hypersensitivity to ZDV. 

HIV 感染患者にジドブジン（ZDV）の投与を開始した後、まもなく

発熱がみられるが、これは治療効果不十分や ZDV に対する過敏

症ではなく、一部の患者におけるマイコバクテリア抗原に対する細

胞性免疫の回復を反映したものと考えられる。 
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repair を使う用例 

A patch of Teflon was used to repair the ruptured 

myocardium. 

テフロンのパッチを破裂した心筋の修復に用いた。 

All endovascular repair patients were followed up with periodic 

examination, contrast-enhanced computed tomography, or 

duplex ultrasonography. 

血管内修復が行われたすべての患者は、定期的な診察、造影

CT、デュプレックス超音波検査で追跡調査した。 

All five strains are defective in DNA repair capacity and have 

a defective lipopolysaccharide barrier on the cell wall. 

5 菌株はいずれも DNA 修復能に欠陥があり、細胞壁上にあるリポ

多糖体バリアにも欠陥がある。 

Although the adverse events associated with the use of the 

ABC Stent Graft System may be less than for standard open 

surgical repair, inherent risks exist, as with many medical 

procedures. 

ABC ステントグラフトシステムの使用に伴う有害事象は標準的な

開腹修復術よりも少ないと考えられるが、多くの医療処置と同

様、固有のリスクが存在する。 

An endovascular approach eliminates a significant amount of 

postoperative pain and discomfort associated with that of 

open surgical repair and allows a shorter recovery time for the 

patient. 

血管内処置であるため、開腹修復術に伴う大きな術後疼痛及び

不快感がなく、患者の回復までの期間も短い。 

Aneurysms can be repaired through open surgery or less 

invasively with endograft repair using a stent graft. 

動脈瘤は直視下手術で修復可能で、ステントグラフトを用いたエ

ンドグラフト修復ならば侵襲性がさらに低くなる。 

Between January 2014 and April 2016, all patients with 

thoracoabdominal aortic aneurysms underwent endovascular 

repair by the endograft. 

2014 年 1 月から 2016 年 4 月の間に、胸腹部大動脈瘤のあるす

べての患者がこのエンドグラフトによる血管内修復を受けた。 

BioGlue was also used in one patient following mitral valve 

replacement, and in one patient during repair of a 

postinfarction ventricular septal rupture. 

バイオグルーは、僧帽弁置換術後の患者 1 例及び心筋梗塞後の

心室中隔破裂の修復を受けている患者 1 例にも用いられた。 

BioGlue was found to be an effective adjuvant to the standard 

techniques used for the repair of intracardiac structural 

defects of various etiologies. 

バイオグルーは、様々な原因による心臓内構造的欠損の修復に

用いられる標準的技術にとって効果的な補助剤であることが確認

された。 

BioGlue’s most common application has been in repairs of 

acute dissections of the aorta. 

バイオグルーは大動脈の急性解離の修復に最も高頻度に使用さ

れてきた。 

BRCA genes are involved with repairing damaged DNA and 

work to prevent tumor development. 

BRCA 遺伝子はダメージを受けた DNA の修復に関与し、腫瘍発

生に対して予防的に働く。 

Chronic intrahepatic replication of HBV appears to be the 

inciting event that results in a cascade of inflammation, injury, 

and repair. 

肝臓内における HBV の慢性的な複製が刺激イベントとなり、その

結果、炎症、損傷、修復のカスケードが起こると思われる。 

Comparison was made to 50 patients undergoing standard 

open repair over a similar time period. 

同等の期間にわたって標準的な切開型修復を受けた患者 50 例

との比較を行った。 

Despite high operative mortality, the lack of an effective 

medical alternative makes surgical repair the mainstay of 

current management for these patients. 

手術死亡率が高いにもかかわらず、効果的な内科的治療がない

ため、これらの患者にとって外科的修復が現在の治療の主流とな

っている。 
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Drug A interferes with epidermal growth factor receptor 

(EGFR)-dependent DNA repair mechanisms, which are 

upregulated in response to chemotherapy. 

薬剤Aは、化学療法に反応してアップレギュレートされる上皮増殖

因子受容体（EGFR）依存性の DNA 修復機構を阻害する。 

Drug A repairs and regenerates the peripheral nerve tissues 

damaged by diabetes mellitus through increasing neurotrophic 

factors. 

薬剤 A は、神経栄養因子を増加させることにより、糖尿病によって

傷ついた末梢神経組織を修復及び再生させる。 

Drug A was also negative in an oral micronucleus study and an 

oral DNA repair study in rats. 

薬剤 A は、ラットの経口投与小核試験及び経口投与 DNA 修復

試験においても陰性であった。 

Drug A was not genotoxic in four in vitro tests (Ames test, 

DNA-repair test in rat hepatocytes, gene mutation assay in 

Chinese hamster fibroblasts, and metaphase chromosome 

analysis of human lymphocytes) and in one in vivo test 

(micronucleus test by oral route in mice).  

薬剤 A は、4 つの in vitro 試験（エームス試験、ラット肝細胞を用

いた DNA 修復試験、チャイニーズハムスター線維芽細胞を用いた

遺伝子突然変異試験、ヒトリンパ球の中期染色体分析）及び 1

つ in vivo 試験（マウスを用いた経口投与による小核試験）で遺伝

毒性を示さなかった。 

Drug A was not mutagenic or clastogenic in 6 different test 

systems: Ames test, mouse micronucleus test, mouse 

lymphoma test, chromosome aberration test in human 

lymphocytes, sex linked recessive lethal test in Drosophila 

melanogaster, and DNA repair analysis in rat hepatocyte 

culture. 

エームス試験、マウス小核試験、マウスリンパ腫試験、ヒトリンパ球

を用いた染色体異常試験、キイロショウジョウバエを用いた伴性劣

性致死試験、ラット肝培養細胞を用いた DNA 修復試験の 6 試

験系において、薬剤 A に変異原性及び染色体異常誘発性は認

められなかった。 

During the 10-year study period, 50 patients required 

emergent operation for a cardiac injury, with three patients 

undergoing BioGlue repair of their ventricle. 

この 10 年の試験期間中、患者 50 例が心臓損傷のため緊急手

術を必要とし、患者 3 例がバイオグルーによる心室修復を受けた。 

During the clinical evaluation of the ABC Stent Graft System 

for abdominal aortic aneurysm repair, patients in the 

endovascular repair group had lower blood loss, fewer days in 

the ICU, and a shorter hospitalization in comparison to the 

patients in the surgical control group. 

ABC ステントグラフトシステムによる腹部大動脈瘤の修復について

の臨床評価時、血管内修復群の患者では対照の手術群の患者

と比較して出血が少なく、集中治療室滞在日数が短く、入院期

間も短かった。 

Endovascular repair of abdominal aortic aneurysm involves the 

placement of a stent graft at the location of the aneurysm 

without the need for performing an open surgical procedure. 

腹部大動脈瘤の血管内修復は動脈瘤の位置にステントグラフト

を留置するもので、開腹術を行う必要がない。 

Failure to deploy the graft resulting in the need to stop the 

procedure and/or convert to open surgical repair. 

グラフトの留置失敗により、処置を中止する必要が生じたり、開腹

修復術に切り替える必要が生じる。 

Four patients have subsequently undergone laparotomy for 

repair of gastric perforation. 

その後、患者 4 例は胃穿孔の修復のために開腹術を受けた。 

If tissue destruction proceeds at a pace which outstrips the 

attempts to repair it, the process may extend rapidly through 

the full thickness of the wall of the bowel, leading to 

perforation. 

組織破壊が修復しようとする動きを上回るペースで進んだならば、

このプロセスは腸壁の厚さ全体に急速に広がり、穿孔につながるこ

とがある。 

If you have bleeding inside your body from an aortic aneurysm, 

you will have abdominal aortic aneurysm repair. 

体内で大動脈瘤から出血しているならば、腹部大動脈瘤の修復

が行われます。 
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In 5 patients, BioGlue was used as an adjunct in repairs of 

complex intracardiac structural defects. 

患者 5 例では、複雑な心臓内構造的欠損の修復補助剤として

バイオグルーが用いられた。 

In a literature review study conducted in 2000 by Dr. X, the 

mortality rate for elective surgical repair was noted to be 

approximately 5%, and approximately 50% for emergent surgical 

repair. 

2000 年に X 博士によって行われた文献調査において、待機的修

復術での死亡率は約 5％、緊急修復術での死亡率は約 50％で

あることが確認された。 

In addition, Drug A is approved in combination with Drug B as 

a treatment for advanced endometrial cancer that is not 

microsatellite instability-high (MSI-H) or mismatch repair 

deficient (dMMR). 

また、薬剤 A は、高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-H）を

有さないか、ミスマッチ修復機構欠損（dMMR）を有さない進行子

宮内膜癌に対する薬剤 B との併用投与も承認されている。 

In preclinical studies, these compounds demonstrated 

potential to promote nerve regeneration and repair. 

前臨床試験において、これらの化合物には神経再生及び神経修

復を促進する作用が認められた。 

In standard surgical aneurysm repair, the surgeon makes a 

large incision in your abdomen and actually cuts into your 

aorta and sews a graft in place. 

標準的な外科的動脈瘤修復術では、外科医が患者の腹部に大

きな切開を入れ、大動脈を実際に切ってグラフトを縫合・留置しま

す。 

In the event that a subject requires conversion from 

endovascular to open surgical repair, the explanted device 

should be sent to Company A for examination. 

被験者が血管内修復術から開腹修復術への転換を要求した場

合、抜去したデバイスを調査のために会社 A に送付する。 

In the genotoxicity tests, Drug A was negative in the DNA 

repair-deficient Salmonella typhimurium strains TA 1535, TA 

1537, TA 100, and TA 98. 

これらの遺伝毒性試験において、薬剤 A の作用は DNA 修復機

能が欠損したサネズミチフス菌株 TA1535、TA1537、TA100、

TA98 で陰性であった。 

Left ventricular rupture is an infrequent but potentially lethal 

complication of mitral valve replacement and repair. 

左心室破裂は、稀であるが、僧帽弁の置換術及び修復術に伴う

致死的な合併症である。 

Mammalian cells cannot efficiently repair these double-strand 

breaks. 

哺乳動物細胞はこれらの二本鎖の切断を効率的に修復すること

ができない。 

Mean abdominal aortic aneurysm diameter was approximately 

54 mm, and aortoiliac characteristics were favorable for 

endovascular repair. 

腹部大動脈瘤の平均直径は約 54mm で、大動脈腸骨動脈の

特徴は血管内修復に適したものであった。 

Microfracture is an alternative surgical procedure for cartilage 

repair. 

マイクロフラクチャー術は軟骨修復のための代替手術方法である。 

Moreover, early detection by MRI and prompt surgical repair of 

the complication are important in patients with left ventricular 

free wall rupture. 

その上、左心室自由壁破裂のある患者では、MRIによって早期診

断すること並びにこの合併症を速やかに外科的に修復することが

重要である。 

New patches were placed on the epicardial and endocardial 

sides of the myocardial defect (double-patch repair). 

心筋欠損部の心外膜側と心内膜側に新たなパッチを当てた（二

重パッチ修復）。 

No recurrence was observed in patients repaired with the 

double patch technique. 

二重パッチ法で修復した患者に再発は認められなかった。 

Nonclinical studies have shown that Drug A affects many 

EGFR-mediated processes such as regulation of the cell 

cycle, apoptosis, angiogenesis, DNA repair, and expression of 

非臨床試験により、薬剤 A が細胞周期の調節、アポトーシス、血

管新生、DNA 修復、転移に関与する因子の発現など EGFR が

介在するプロセスに影響を及ぼすことが示されている。 
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factors involved in metastasis. 

One female in the control group died during surgery for 

catheter repair on Day 5. 

対照群の雌 1 匹は 5 日目のカテーテル修復術中に死亡した。 

Oxidative stress is caused by an imbalance between the 

production of reactive oxygen and a biological system's ability 

to detoxify the reactive intermediates or repair the resulting 

damage. 

酸化ストレスは、活性酸素の生成とこの反応性中間物質を解毒

する生体系の能力あるいは反応性中間物質によるダメージを修

復する生体系の能力のバランスが崩れることにより引き起こされ

る。 

Patient has a major surgical or interventional procedure 

planned ≤ 30 days of the abdominal aortic aneurysm repair. 

腹部大動脈瘤の修復の 30 日以内に大手術又はインターベンショ

ン処置が計画されている患者。 

Patient is considered by the treating physician to be a 

candidate for elective open surgical repair of the abdominal 

aortic aneurysm. 

腹部大動脈瘤の待機的開腹修復術の候補であると担当医が判

断した患者。 

Penetrating cardiac injuries necessitate rapid resuscitation 

and repair, most commonly with the use of pledgeted sutures. 

穿通性心損傷は迅速な蘇生と修復を必要とし、プレジェット付縫

合を用いることが最も多い。 

Potential benefits of the ABC Stent Graft System compared 

to open surgical aneurysm repair may include, but are not 

limited to: … 

- Not having open surgery 

- Less time under general anesthesia and/or the ability to use 

other forms of anesthesia that do not require mechanical 

ventilation 

- Reduction of complications 

- Reduction in hospitalization and recovery time 

動脈瘤開腹修復術と比較して ABC ステントグラフトシステムには

以下のベネフィットが予想されるが、それらに限られるわけではな

い。 

- 開腹術ではない。 

- 全身麻酔の時間が短い、あるいは機械的人工呼吸を必要とし

ないその他の形式の麻酔が使用可能である。 

- 合併症が少ない。 

- 入院期間及び回復期間が短い。 

Potential benefits of the ABC Stent Graft System compared 

to other commercially available endovascular abdominal aortic 

aneurysm repair devices may include, but are not limited to: 

… 

- More robust seal between the graft and aorta, possibly 

reducing the risk that the graft will develop Type I or III 

endoleaks or migrate over time 

- Lower risk of injury to the access vessels due to the low 

profile and more flexible delivery system compared to the 

commercially available devices 

他の市販の腹部大動脈瘤血管内修復デバイスと比較して ABC

ステントグラフトシステムには以下のベネフィットが予想されるが、そ

れらに限られるわけではない。 

- グラフトと大動脈の密着がよりしっかりしているため、時間経過に

つれてグラフトにタイプ I 又は III のエンドリーク又は移動が起こるリス

クが低下すると考えられる。 

- 市販のデバイスと比較して小型で、柔軟性が高いデリバリーシス

テムであるため、アクセス血管の損傷リスクが低い。 

Prompt surgical repair is the treatment of choice, even if 

operative mortality is sometimes exceedingly high. 

手術死亡率が極めて高くなることがあるとしても、迅速な外科的

修復が選択すべき治療である。 

Repair of post-myocardial infarction ventricular septal defect 

(VSD) is still a challenging procedure with a high risk of 

recurrence of the VSD and subsequent mortality. 

心筋梗塞後の心室中隔欠損（VSD）の修復は依然として困難を

伴う処置であり、VSD の再発及びその後の死亡のリスクが高い。 
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Risks to subjects are minimized by including those patients 

that are considered to be suitable candidates for open surgical 

repair and by selecting qualified investigators/institutions with 

endovascular experience to participate in the study. 

被験者に対するリスクは、開腹修復術に適した候補と考えられる

患者を対象とすること、そして血管内治療の経験があり、本試験

に参加するのにふさわしい治験責任医師・医療機関を選択するこ

とによって最小限に抑えられる。 

Several different surgical repairs have been proposed. いくつかの外科的修復法が提案されている。 

Several different surgical techniques have been proposed to 

repair coronary sinus injury. 

冠静脈洞損傷の修復のためいくつかの手術手技が提案されてい

る。 

Significant mortality and morbidity risks are associated with 

open surgical repair due to the invasive nature of this surgery. 

開腹修復術には侵襲性があるため、開腹修復術は死亡及び合

併症の重大なリスクを伴う。 

Similarly, the clinical evaluation of the ABC System 

demonstrated that the endovascular repair group experienced 

a statistically significant lower blood loss and a shorter 

hospitalization than the patients in the surgical control group. 

同様に、ABC システムの臨床評価により、血管内修復群における

出血は対照の手術群の患者よりも統計学的に有意に少なく、入

院期間も短いことが示された。 

Since that time, systems for performing endovascular repair of 

abdominal aortic aneurysm have been developed, improved 

upon, clinically tested, and approved by FDA for commercial 

use. 

それ以降、腹部大動脈瘤の血管内修復を実施するためのシステ

ムが開発され、改良が加えられ、臨床試験を経て FDA によって販

売承認されてきた。 

Since the early 1990’s, endovascular abdominal aortic repair 

(EVAR) has evolved as an alternative treatment for abdominal 

aortic aneurysm. 

1990 年代初頭以降、腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術

（EVAR）が腹部大動脈瘤の代替療法として発展してきた。 

Subsequently, bacteria attempt but are unable to repair the 

DNA lesion. 

その後、細菌はこの DNA 損傷を修復しようと試みるが、その能力

は失われている。 

Such an error-prone repair system has been found in E. coli 

under certain circumstances. 

このようなエラーを起こしやすい修復システムは、ある特定の状況

下で大腸菌に見つかっている。 

Sutureless repair is an effective procedure for acute left 

ventricular free wall rupture; however, it may be complicated 

with a left ventricular pseudoaneurysm during the 

postoperative period. 

無縫合修復は急性左心室自由壁破裂に対する有効な処置で

あるが、術後に左心室偽動脈瘤が合併することがある。 

The ABC Stent Graft System is indicated in patients 

diagnosed with an aneurysm in the abdominal aorta having 

vascular morphology suitable for endovascular repair. 

ABC ステントグラフトシステムが適応となるのは、腹部大動脈に動

脈瘤があると診断され、血管の形状が血管内修復に適している

患者である。 

The aim of study was to review the results of open surgical 

repair of aortic occlusion. 

本試験の目的は、大動脈閉塞の開腹手術成績を審査することで

あった。 

The aim of this paper was to report early and midterm results 

of endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysms 

by the off-the-shelf multibranched endograft. 

この論文の目的は、この市販の分岐型エンドグラフトによって胸腹

部大動脈瘤を血管内修復したとき、その初期成績及び中間成

績を報告することであった。 

The clinical acceptance of laser-tissue repair techniques is 

dependent on the reproducibility of repairs. 

レーザー組織修復技術が臨床で受け入れられるかどうかは修復の

再現性にかかっている。 

The compounds are being developed to promote nerve 

regeneration and repair neurodegenerative disorders. 

これらの化合物は、神経再生の促進及び神経変性障害の修復

を目的に開発が行われている。 
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The defect was repaired with Gore-Tex patch. この欠損部はゴアテックスパッチで修復した。 

The following events are not considered adverse events, 

because they are expected to occur in conjunction with the 

procedure or are associated with standard care of patients 

undergoing endovascular abdominal aortic aneurysm repair 

procedures: … 

以下の事象は、本処置に伴って発現することが予想されており、

腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術を受ける患者に対する標準

治療と関連しているため、有害事象とみなされない。 

The following outlines morbidities associated with 

endovascular repair. 

血管内修復術に伴う合併症の概要を以下に示す。 

The follow-up for subjects who are converted to open surgical 

repair include collection of the following data: physical exam 

and assessment of adverse events. 

開腹修復術に切り替えられた被験者の追跡調査では、身体検

査及び有害事象評価に関するデータの収集が行われる。 

The mechanism of antibacterial action of Drug A resides in its 

ability to inhibit two important enzymes involved in DNA 

replication, transcription, repair, and recombination. 

薬剤 A の抗菌作用の機序は、DNA の複製、転写、修復、組換

えに関与する 2 つの重要な酵素を阻害する薬剤 A の能力に関係

している。 

The mortality risk of open surgical repair of an abdominal 

aortic aneurysm is greater for those patients with significant 

risk factors. 

腹部大動脈瘤の開腹修復術による死亡リスクは重大な危険因

子のある患者で高くなる。 

The off-the-shelf multibranched endograft is a safe and 

effective therapeutic option for urgent thoracoabdominal 

aortic aneurysm repair for which a custom-made endograft is 

not obtainable in due time. 

このオフザシェルフ分岐型エンドグラフトは、オーダーメードのエンドグ

ラフトが適時に入手できないとき、緊急胸腹部大動脈瘤の修復に

とって安全かつ有効な治療選択肢である。 

The patient then underwent a repair using a pericardial patch, 

Teflon felt, and BioGlue. 

次に、当患者は心膜パッチ、テフロンフェルト、バイオグルーを用いた

修復術を受けた。 

The present case emphasizes the importance of prompt 

clinical recognition followed by urgent surgical repair. 

当症例は、速やかに臨床診断し、続いて早急に外科的修復を行

うことの重要性を強調している。 

The primary objective of this study is to determine whether 

the ABC Stent Graft System is a safe and effective method of 

treating abdominal aortic aneurysms in those patients 

considered to be suitable candidates for open surgical repair. 

本試験の主要目的は、開腹修復術が適していると考えられる腹

部大動脈瘤の患者において ABC ステントグラフトシステムが安全

かつ有効な治療法であるかどうかを確認することである。 

The rate of operative mortality for open surgical repair varies 

greatly, throughout the published literature. 

開腹修復術での術中死亡率には公表文献の間で大きなばらつき

がある。 

The repair was performed with the aid of cardiopulmonary 

bypass. 

この修復は人工心肺を利用して行った。 

The rupture was repaired with a bovine pericardial patch and 

BioGlue surgical adhesive. 

この破裂部分は、ウシ心膜パッチ及びバイオグルー外科用接着剤

で修復した。 

The Stent Graft System is indicated for use in patients 

diagnosed with an aneurysm in the abdominal aorta having the 

vascular morphology suitable for endovascular repair. 

このステントグラフトシステムが適応となるのは、血管内修復に適し

た血管形状をした腹部大動脈の動脈瘤と診断された患者であ

る。 

The surgical wound repair was performed on the 100th, 50th, 

and 60th days, respectively, after transcatheter aortic valve 

手術創の修復は、経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）後の

それぞれ 100 日目、50 目、60 日目に行った。 
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implantation (TAVI). 

The technique repairs the rupture off-pump and without the 

need for suturing. 

この技術はオフポンプで破裂を修復し、縫合を必要としない。 

The treatments for abdominal aortic aneurysm are open 

surgical aneurysm repair and endovascular stent graft repair. 

腹部大動脈瘤の治療には、開腹術による動脈瘤の修復と血管

内ステントグラフト内挿術がある。 

There is evidence to suggest a beneficial role for growth 

factors, including vascular endothelial growth factor (VEGF), in 

tissue repair and proliferation after injury within the lung. 

肺の損傷後、組織の修復及び増殖で血管内皮増殖因子

（VEGF）などの増殖因子が有益な働きをしていることを示唆するエ

ビデンスがある。 

There is no reported experience with its use in the repair of 

intracardiac structural defects. 

心臓内構造的欠損の修復におけるその使用経験は報告されてい

ない。 

These enzymes are required for DNA replication, 

transcription, repair, and recombination. 

これらの酵素は DNA の複製、転写、修復、組換えに必要とされ

る。 

These human stem cell holds the promise of being able to 

repair or replace cells or tissues that are damaged or 

destroyed. 

これらのヒト幹細胞は、傷ついたり破壊された細胞又は組織の修

復又は交換ができるという期待を持たせてくれる。 

These patients may have otherwise been excluded from 

treatment with open surgical repair. 

そうでなければ、これらの患者は開腹修復術から除外されていた可

能性がある。 

This factor, which confers resistance to ampicillin, enhances 

the operation of an error-prone repair system. 

この因子はアンピシリン耐性を与えるものであり《耐性獲得》、エラ

ープローン修復機構の働きを強める。 

This procedure is called an endovascular aneurysm repair 

because the grafts are delivered through your blood vessels. 

この処置は、グラフトが血管を通して挿入されることから、血管内

動脈瘤修復術と呼ばれます。 

This product is used for the repair of full-thickness cartilage 

defects of the knee in adult patients. 

本品は、成人患者における膝軟骨全層欠損の修復のために用い

られる。 

This report describes a new procedure used to repair left 

ventricle free wall rupture after myocardial infarction. 

この報告書は、心筋梗塞後の左心室自由壁破裂の修復に用い

られる新しい処置を記述している。 

To our knowledge, this is the first description of the use of 

BioGlue for repair of penetrating cardiac injuries. 

我々の知る限り、これは穿通性心損傷の修復に対するバイオグル

ーの使用についての最初の記述である。 

Transesophageal echocardiography documented complete and 

durable repair of all defects without recurrence. 

経食道心エコー検査により、再発を伴うことなく、すべての欠損部

が完全かつ持続的に修復されていることが確認された。 

Treatment of an abdominal aortic aneurysm with both 

endovascular and open surgical repair poses significant 

inherent risks to the patient. 

腹部大動脈瘤の治療は、血管内修復術及び開腹修復術のどち

らでも患者に重大なリスクを提起する。 

Two-thirds of patients with Disease A have a mutation in the 

X gene, and one-third have mutations in one of the mismatch 

repair genes that cause hereditary non-polyposis colon 

cancer. 

疾患 A の患者の 2/3 は X 遺伝子に変異を有し、1/3 は遺伝性

非ポリポーシス結腸癌の原因となるミスマッチ修復遺伝子のいずれ

かに変異を有している。 

We present a case of a large ventricular pseudoaneurysm that 

occurred after the sutureless repair of an inferior myocardial 

infarction. 

下壁心筋梗塞の無縫合修復後に起こった大きな心室偽動脈瘤

の症例を提示する。 
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We present the case of a 70-year-old woman in whom the 

disruption after mitral valve replacement was successfully 

repaired using BioGlue surgical adhesive, bovine pericardium, 

and polytetrafluoroethylene (Teflon) patch. 

70 歳女性で、バイオグルー外科用接着剤、ウシ心膜、ポリテトラフ

ルオロエチレン（テフロン）パッチを用い、僧帽弁置換術後の破裂を

修復するのに成功した症例を提示する。 

Whether in utero repair of myelomeningocele improves 

neurologic outcome in infants with spina bifida is not known. 

脊髄髄膜瘤の子宮内修復が二分脊椎の乳幼児の神経学的転

帰を改善するかどうかは不明である。 

With the exception of B. subtilis, none of the naturally 

competent organisms has been shown to possess an 

error-prone repair system. 

B. subtilis を除いて、形質転換受容性のある生命体のいずれもエ

ラープローン修復機構を保有しないことが示されている。 

Wound repair requires glucose, but excessive glucose can 

cause neutrophil dysfunction. 

創傷修復にはグルコースが必要であるが、過剰なグルコースは好

中球の機能障害を引き起こす。 

You have the choice of having your treatment with the 

investigational ABC Stent Graft System or with any other 

abdominal aortic aneurysm repair device which is already FDA 

approved. 

あなたは、研究段階の ABC ステントグラフトシステムによる治療あ

るいは FDA 既承認の他の腹部大動脈瘤修復デバイスによる治療

のどちらかを選択することができます。 
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resolve を使う用例 

A new course of therapy should not begin until the 

granulocyte count has recovered to 1500/mm3, and 

treatment-related diarrhea is fully resolved. 

顆粒球数が 1500/mm3 に回復し、投与関連性の下痢が十分に

回復するまで新しい治療クールを開始してはならない。 

A patient whose bradycardia resolves within 10 hours 

post-dose should be monitored every four hours overnight. 

投与後 10 時間以内に徐脈が消失した患者は、4 時間毎に一晩

経過観察する。 

Acute asthmatic attacks resolve spontaneously or with 

therapy leaving no apparent structural disorder. 

急性の喘息発作は自然回復するか、治療によって回復し、明らか

な構造的障害は残さない。 

Administration of Drug A may be restarted provided any 

toxicities have resolved to grade 1. 

毒性がグレード 1 に回復したならば、薬剤 A の投与を再開すること

ができる。 

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 a 10-week recovery period, the changes in the adrenal 

gland tended to resolve and other changes resolved. 

10 週間の回復期間後、副腎のこれらの変化は回復傾向を示し、

その他の変化は回復した。 

After a 4-week recovery period, all changes resolved. 4 週間の回復期間後、すべての変化が回復した。 

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。 

After the 2-week recovery period, all changes had resolved or 

were resolving. 

2 週間の回復期間後、すべての変化が回復又は軽快した。 

After the 8-week recovery period, the above changes 

resolved except decreased albumin, proteinuria, hematuria, 

and swelling and pale discoloration of the kidney. 

8 週間の回復期間後、上記の変化は、アルブミンの減少、タンパク

尿、血尿、腎臓の腫大及び退色を除いて、回復した。 

All ≥ Grade 2 non-hematological toxicities have resolved to 

≤ Grade 1, and all ≥ Grade 3 hematological toxicities have 

resolved to ≤ Grade 1. 

グレード 2 以上のすべての非血液学的毒性がグレード 1 以下に回

復し、グレード 3 以上のすべての血液学的毒性がグレード 1 以下

に回復した場合。 

All adverse events must be followed up with appropriate 

medical management until resolved. 

すべての有害事象は回復するまで適切に治療しながら追跡調査

することとする。 

All adverse events resolved upon subsequent follow-up. すべての有害事象はその後の追跡調査が始まってすぐに回復し

た。 

All adverse events should be followed up until they are 

resolved or the subject’s participation in the study ends (i.e., 

until a final report is completed for that subject). 

すべての有害事象は、それらが回復するまでか、当該被験者の試

験参加が終了するまで（すなわち、当該被験者の最終報告書が

完成するまで）追跡調査する。 

All adverse events were followed up until they resolved or 

until the patient's participation in the study ended. 

すべての有害事象を、それらが回復するか、患者の試験参加が終

了するまで追跡調査した。 

All adverse events were mild and resolved without treatment 

prior to discharge from the study. 

すべての有害事象は軽度で、試験中止の前に無治療で回復し

た。 

All events resolved or resolved with sequelae without dose 

modification. 

すべての事象が用量変更することなく回復又は回復したが後遺症

ありであった。 
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All of the reported events resolved, either spontaneously or 

after treatment. 

報告されたこれらの事象のすべてが自然に回復又は治療後に回

復した。 

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。 

All of the serious adverse events resolved 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継続中に回復し

た。 

All of the toxic changes observed during the dosing period, 

including the cardiotoxic alterations, resolved and returned to 

normal during the 3-month recovery period. 

投与期間中に認められた心毒性変化等の毒性変化のすべてが 3

カ月間の回復期間中に回復し、正常に戻った《正常化した》。 

All oral intake was withheld, and the abdominal pain resolved. すべての経口摂取《食事》を控えたところ、腹痛が回復した。 

All other potentially occurring cisplatin-related toxicities must 

resolve within the allowed timeframe (i.e., including a delay in 

the next cycle of up to 2 weeks) to meet the criteria for 

further dosing outlined in Section 10. 

第 10 項に示す継続投与基準を満たすためには、シスプラチンで起

こりうるその他の毒性のすべてが許容時間枠内（次クールにおける

最長 2 週間の遅延を含む）に回復しなければならない。 

All serious adverse events resolved with conservative 

treatment. 

すべての重篤な有害事象は保存的治療で回復した。 

All symptoms quickly resolved without apparent residual 

effects. 

すべての症状は明らかな影響を残すことなく速やかに回復した。 

All the changes observed following treatment had resolved or 

were resolving, except increased hemoglobin and hematocrit 

levels and perilobular hepatocyte enlargement. 

投与後にみられたこれらの変化は、ヘモグロビン及びヘマトクリットの

高値並びに小葉辺縁肝細胞肥大を除いて、いずれも回復してい

たか、軽快した。 

All the infections were resolved by the end of the study. これらの感染症のすべてが試験終了時までに回復した。 

ALT flares were consistently associated with a decline in 

plasma HBV DNA and generally resolved while continuing Drug 

A. 

ALTフレアは常に血漿HBV DNAの減少を伴い、一般的に薬剤A

を投与継続している間に回復した。 

Although food consumption was decreased in males of the 10 

and 30 mg/kg/day groups in the early phase of the recovery 

period, all changes excluding increased kidney weight resolved 

during the 4-week recovery period. 

回復期間の初期に 10 及び 30mg/kg/日群の雄で摂餌量が減少

したが、腎重量の高値を除くいずれの変化も 4 週間の回復期間

中に回復した。 

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。 

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。 

Amplification products were resolved by agarose gel 

electrophoresis at 100 V for 3 hours. 

増幅産物は、100V、3 時間のアガロースゲル電気泳動によって分

離した。 

An attempt was made to resolve these conflicts in a 

prospective clinical study in which 100 patients were treated 

患者 100 例に薬剤 A の投与又は従来型のケアを行ったプロスペク

ティブ臨床試験で、これらの矛盾点の解決を試みた。 
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with Drug A or conventional care. 

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 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。 

Approximately 30 minutes after the dose, the patient reported 

a transient diarrheal episode that resolved without 

intervention. 

投与の約 30 分後、当患者は一過性の下痢を訴えたが、治療介

入なしで回復した。 

At 15:30 hours, the patient mentioned that all the symptoms 

were resolved. 

15 時 30 分、当患者は症状がすべて回復したと述べた。 

At the time of the report, the events were not yet resolved. 本報告書の時点で、これらの事象はまだ回復していなかった。 

Batteries were replaced to increase their voltage, and this 

resolved the low alarm volume. 

電池を交換して電圧を上げ、これによって警報音量の低下が解

決した。 

Both events were moderate in severity and a causal 

relationship to the study drug could not be ruled out, but the 

outcomes were reported as "recovered/resolved." 

両事象とも重症度は中等度で、治験薬との因果関係を否定する

ことはできなかったが、それらの転帰は「回復

（recovered/resolved）」と報告された。 

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。 

Conservative treatment with strict dietary adjustment often 

fails to prevent weight loss or resolve the underlying cause. 

厳格な食事調節による保存的治療では体重減少の防止や根底

にある原因の解消に失敗することが多い。 

Disagreements in the evaluation of individual studies were 

resolved by discussion. 

個々の試験の評価についての意見の相違は協議によって解決し

た。 

Discrepancies in data were resolved with the investigator or 

designees. 

データの不一致は治験責任医師又は被指名者とともに解決し

た。 

Dose limiting toxicities resolved in all patients, and all patients 

resumed treatment with Drug A. 

用量制限毒性はすべての患者で回復し、すべての患者が薬剤 A

の投与を再開した。 

Dose reduction to 600 mg daily resolved the toxicity in most 

patients. 

1 日 600mg への減量により、ほとんどの患者で当該毒性が消失し

た。 

Drug A was chromatographically resolved from its primary 

metabolites, ABC and DEF. 

薬剤 A は、その主要代謝物である ABC 及び DEF からクロマトグラ

フィーによって分離された。 イ
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During monitoring visits, the monitors will: 

- Help resolve any problems 

- Examine CRF for omission of data, compliance, and possible 

adverse events 

- Discuss inconsistencies in the study data 

- Ensure that all study materials are correctly stored and 

dispensed 

- Check adherence to the obligations of the investigator 

- Review consent forms, in particular the date of consent and 

signature 

- Perform source data verification as described below 

モニタリング訪問時、モニターは以下の業務を行う。 

- 問題があればその解決を支援する 

- データ記入漏れ、遵守状況、有害事象の発現について症例報

告書を調べる 

- 試験データの不整合について協議する 

- すべての試験資材が適切に保管・交付されていることを確認す

る 

- 治験責任医師の義務遵守状況をチェックする 

- 同意書（特に同意日及び署名）を審査する 

- 後述するように原資料の検証を行う 

During visits, the monitors will help resolve any problems. 訪問時、モニターは問題がある場合に解決を支援する。 

Erythema started 12.5 hours after dosing and resolved within 

3 days without intervention. 

紅斑は投与の 12.5 時間後から現れ始め、無治療で 3 日以内に

消失した。 

Excluding colitis, intestinal perforation, and diarrhoea in 1 

subject each who died of gastrointestinal disorders or disease 

progression, these events resolved with fluid replacement or 

administration of antidiarrheal agents, corticosteroids, or 

immunosuppressants. 

消化管障害又は病勢進行で死亡した被験者にみられた大腸

炎、腸管穿孔、下痢（それぞれ各 1 例）を除いて、これらの事象は

補液又は止瀉薬、副腎皮質ステロイド、免疫抑制薬の投与で回

復した。 

Fifty of the 100 patients described at least one complication, 

which resolved in 30 percent of those cases. 

これらの患者 100 例のうち 50 例に少なくとも 1 つの合併症の記述

があり、これらの症例の 30％で回復した。 

Following intervention, the bradycardia resolved without 

incident in both subjects without further sequelae. 

治療介入後、この徐脈は両被験者とも何事もなく消失し、後遺

症を伴わなかった。 

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。 

For those rashes of mild to moderate severity, treatment with 

Drug A continued without dose adjustment, since the rash 

often resolved spontaneously. 

これらの軽度ないし中等度の皮疹については、自然回復すること

が多かったため、用量調節せずに薬剤 A の投与を継続した。 

Gestational diabetes usually resolves once the baby is born. 通常、妊娠糖尿病は子供を生むと《出産後に》回復する。 

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。 

Hepatitis B may resolve on its own in the first six months after 

the infection, but can also take a chronic course and become 

a life-long disease. 

B型肝炎は感染から最初の 6カ月間で自然に回復すると考えられ

るが、慢性の経過をたどり《慢性化して》、一生続く病気になること

もある。 

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 

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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subject in the combination group had congestive cardiac 

failure, which was ongoing when study drug treatment was 

withdrawn. 

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

necessary, one or both of the chemotherapeutic agents 

should be discontinued. 

未回復の毒性ため 2 週間を超える延期が必要である場合、化学

療法薬の一方又は両方の投与を中止する。 

If a patient experiences any severe side effects, Drug A 

should be stopped until the symptoms resolve. 

重度の副作用を示す患者については、その症状が回復するまで

薬剤 A の投与を中止する。 

If skin reactions resolve to grade 2 or less by the following 

treatment period, treatment may be resumed. 

その後の投与期間中に皮膚反応がグレード 2 以下にまで回復し

たならば、投与を再開できる。 

If the event ended with no residual effects, select 

“Recovered/Resolved”. 

この事象が終わり、影響が残っていなければ、「回復

（Recovered/Resolved）」を選択する。 

If the event resolved, but residual effects remain (i.e., hip 

fracture healed but subject is wheelchair bound), select 

“Recovered/Resolved with sequelae”. 

この事象は回復したが、影響が残っているならば（すなわち、股関

節骨折は治癒したが、被験者が車椅子生活になっている場合）、

「回復したが後遺症あり（Recovered/Resolved with sequelae）」

を選択する。 

If the event was ongoing when the subject's study 

participation ended, enter “Not Recovered/Not Resolved” 

OR “Recovering/Resolving” (if the event severity was 

improving). 

被験者の試験参加が終わった時点にこの事象が継続していたな

らば、「未回復（Not Recovered/Not Resolved）」又は「軽快

（Recovering/Resolving）」（事象の重症度が改善傾向を示して

いた場合）と記入する。 

If the outcome is “Not Recovered/Not Resolved”, leave this 

field blank except in the following cases: … 

転帰が「未回復（Not Recovered/Not Resolved）」であるならば、

以下のケースを除いてこのフィールドは空欄のままにする。 

If the toxicity resolved to grade 2 or less by the following Drug 

A treatment period, treatment was resumed. 

この毒性が次の薬剤 A の投与期間までにグレード 2 以下に回復し

たならば、投与を再開した。 

In about 20% of the patients, the acne-like rash resolved 

before the last dose of Drug A. 

これらの患者の約 20％では、このざ瘡様皮疹は薬剤 A の最終投

与の前に消失した。 

In addition, an Efficacy and Safety Evaluation Committee shall 

be organized in an advisory committee for the sponsor to 

discuss the following matters and resolve them: ….  

また、以下の事項について協議し、それらを解決するため、治験依

頼者の諮問委員会に有効性・安全性評価委員会を設置するこ

ととする。 

In case of any discrepancy between the global score and the 

subject’s performance in neurocognitive tests, an 

adjudication process will be initiated to explain or resolve 

discrepancies. 

総合スコアと被験者の神経認知検査パフォーマンスの間に不一致

がある場合、審査プロセスを開始して不一致の原因を調べるか、

不一致を解消する。 

In controlled studies, a higher proportion of patients treated 

with Drug A reported blurred vision (7%) than did patients 

treated with placebo (2%), which resolved in a majority of 

cases with continued dosing. 

対照試験において霧視を報告した患者の割合は薬剤 A 投与患

者（7％）のほうがプラセボ投与患者（2％）よりも高く、大多数の症

例では投与継続のまま回復した。 
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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 the fourth case, for unknown reasons, the elevation of both 

serum calcium and PTH levels spontaneously resolved, and 

the patient is currently being followed up with periodic 

measurements. 

4 番目の症例では、理由は不明であるが、血清カルシウム値及び

PTH 値の上昇が自然に回復し、現在、当患者は定期的な測定

を受けながら経過観察されている。 

It would be unfortunate if the availability of Drug A lessened 

our resolve to emphasize the overriding importance of 

reducing food intake to patients who are overweight. 

体重過剰の患者にとって食物摂取量を減らすことが何よりも重要

であるが、薬剤 A の登場によりその重要性を強調しようとする我々

の決意が弱められることになれば残念である。 

Joint effusions resolved in most patients during the course of 

antibiotic therapy. 

関節滲出液はほとんどの患者で抗生物質の投与期間中に消失

した。 

Liver disorder, level of consciousness, and general condition 

did not resolve. 

肝障害、意識レベル、全身状態は回復しなかった。 

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《休薬》す

ることなく回復する。 

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。 

Most of the peripheral ischemia slowly resolved, except in 

patches of necrosis on the fingers of both hands and all the 

toes. 

両手の指及びすべての足指の壊死部分を除き、これらの末梢性

虚血のほとんどは徐々に回復した。 

Neuritic plaques and neurofibrillary tangles are the 

pathological hallmarks of Alzheimer's disease, while the role of 

amyloid deposition in the clinical manifestation or brain 

atrophy remains unresolved. 

老人斑及び神経原線維変化はアルツハイマー病の病理学的特

徴であるが、臨床症状又は脳萎縮におけるアミロイド沈着の役割

は依然として解明されていない。 

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。 

Normal grieving should begin to resolve within 6 months after 

a death. 

通常の悲しみは死から 6 カ月以内に和らいでくるはずである。 

Not all questions have been resolved, and some contradictions 

remain. 

すべての疑問が解決したわけではなく、いくつかの矛盾が残ってい

る。 

On Dec. 1, 2017, the fever resolved, however the patient 

became obtunded. 

2017 年 12 月 1 日、発熱は回復したが、当患者は昏迷状態とな

った。 

On microscopic examination, there were minor findings on 

Days 5 and 10 which had resolved in all groups by Day 30. 

顕微鏡検査《鏡検》では 5 日目及び 10 日目に軽微な所見があっ

たが、すべての群で 30 日目までに消失していた。 

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, 

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。 
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pale, and cold limbs and resolved after the study drug 

discontinuation. 

One case of QTc prolongation that occurred 7 days after the 

last dose of Drug A and with concurrent hypokalemia, and 

eventually resolved. 

薬剤 A の最終投与から 7 日後に起こり、低カリウム血症を合併し

たが、最終的には回復した QTc 延長の 1 例。 

One death was related to an unresolved bleeding after colon 

carcinoma surgery. 

1 件の死亡は結腸癌の手術後に出血が止まらなかったことによるも

のであった。 

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 subject in the 5-mg group experienced a single episode of 

symptomatic bradycardia that resolved spontaneously, 

without intervention. 

5mg 群の被験者 1 例は症状を伴う徐脈を 1 回示したが、治療介

入なしで自然に回復した。 

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。 

Only one of the severe adverse events required treatment 

(intravenous fluids) and all resolved during subsequent 

follow-up. 

これらの重度の有害事象のうち治療（輸液）を必要としたのは 1 件

のみで、すべての事象がその後の追跡調査中に回復した。 

Our intention is to resolve the current controversies 

concerning the treatment of patients with prostate cancer. 

我々が意図するのは、前立腺癌患者の治療に関する現在の意

見の対立《論争》を解決することである。 

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

試験中止とした。 

Prednisolone 20 mg is recommended for one week or until 

rash has resolved. 

プレドニゾロン 20mg の 1 週間投与又は発疹が回復するまでの投

与が望ましい。 

Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) was not 

resolved. 

進行性多巣性白質脳症（PML）は未回復であった。 

Quinupristin-dalfopristin was well tolerated in both groups, 

causing only mild adverse events that resolved prior to 

discharge from the study. 

キヌプリスチン・ダルホプリスチンは両群とも忍容性良好で、軽度の

有害事象を引き起こしたにすぎず、これらは試験中止前に回復し

た。 

Resolution date and time: 

Record the resolution date/time of the adverse event. If, at 

the time of reporting, the adverse event is unresolved, enter 

“c” in the date and time fields. 

消失日時： 

有害事象の消失日時を記録する。報告時点で有害事象が消失

していない場合、日時欄に「c」を入力する。 

Resume infusion at 50% of previous rate once infusion-related 

reaction has resolved or decreased to at least grade 1 in 

severity and monitor closely for any worsening. 

輸注反応が回復するか、重症度がグレード 1 に下がった時点で点

滴静注速度を以前の速度の 50％に下げて再開し、悪化の有無

について慎重に経過観察する。 

Some patients had a single episode of acute pancreatitis that 

resolved without residual pancreatic dysfunction. 

一部の患者には急性膵炎が 1 回みられたが、膵機能障害が残る

ことなく回復した。 
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Subjects will be closely monitored throughout the study for 

adverse events and will not be discharged from the study until 

the investigator has determined that adverse events have 

either completely resolved or are not of clinical significance. 

試験期間を通して被験者を有害事象について詳しく経過観察

し、有害事象が完全に回復するか、臨床的に問題とならないと治

験責任医師が判断するまで、被験者は試験中止とならない。 

Supplementary Explanation on the Matters to be Resolved in 

General Meeting of Shareholders 

株主総会の決議事項に関する補足説明 

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《休薬》。 

Teleconferences will be scheduled in the near future to 

resolve any outstanding clinical and biostatistical issues 

discussed in the End-of-Phase II meeting. 

この第 II 相試験終了後会議で協議された重大な臨床上及び生

物統計上の問題点については、近いうちにテレビ会議で解決する

予定である。 

Ten months later, the patient entered Study A, the delay being 

due to investigation of asymptomatic hematuria which 

resolved spontaneously without the cause being established. 

10 カ月後、当患者は試験 A に組み入れられたが、この遅れは無

症状の血尿の調査によるもので、この血尿は原因が確定されなか

ったものの自然回復した。 

The acne-like rash resolved in about 50% and 80% of patients 

within 2 and 4 months of the last Drug A dose, respectively. 

このざ瘡様皮疹は、薬剤 A の最終投与から 2 カ月以内及び 4 カ

月以内にそれぞれ約 50％及び 80％の患者で消失した。 

The allergic reaction was considered resolved on the same 

day. 

アレルギー反応は同日に回復したと判断された。 

The back pain lasted three days and resolved without 

treatment. 

この背部痛は 3 日間持続し、治療なしで回復した。 

The budget is not expected to be finalized until after the major 

current outstanding issues are resolved 

この予算は現在の重大案件が解決されるまでは確定しないと予

想される。 

The clinical findings and neuroimaging abnormalities resolve 

with treatment of the hypertension. 

これらの臨床所見及び神経画像異常は高血圧を治療することで

回復する。 

The condition improved following the surgery, and the event 

was considered resolved on Day 74. 

疾患は術後に改善し、この事象は 74 日目に消失したとみなされ

た。 

The decision whether to complete the infusion of the study 

drug if symptoms improve or resolve, will be left to the medical 

judgment of the investigator. 

症状が改善又は消失したならば治験薬の点滴静注を終了するか

どうかの決定は治験責任医師による医学的判断に委ねられる。 

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 effects of 10 and 30 mg/kg of Drug A almost resolved at 7 

hours post-dose, while the effects of 100 mg/kg persisted 

even at 24 hours post-dose. 

薬剤 A 10 及び 30mg/kg の影響は投与 7 時間後にほぼ消失し

たのに対して、100mg/kg の影響は投与 24 時間後にも持続した。 

The elevations typically resolve promptly when the dose is 

reduced. 

通常、こうした高値は投与量の減量で速やかに回復する。 

The end date of an adverse event is the date when the 

adverse event is fully resolved. 

有害事象の終了日は、当該有害事象が完全に回復した日とす

る。 

イ
ー

ト
モ



69 

The enterocolitis reported by 1 subject in the Drug A group 

was severe in severity, but the event resolved following 

conservative treatment. 

薬剤 A 群の被験者 1 例から報告された腸炎は重度であったが、こ

の事象は保存的治療で回復した。 

The event (pain left leg) resolved on an unspecified day. この事象（左足の疼痛）は回復したが、その日付は不特定であっ

た。 

The event completely resolved on the same day. この事象は同日に完全に回復した。 

The event resolved with sequela on Dec. 1, 2017. この事象は 2017 年 12 月 1 日に回復したが後遺症ありであった。 

The event resolved with sequelae. この事象は回復したが後遺症ありであった。 

The event was considered resolved on Day 100, at which time 

the subject was discharged with ongoing physical therapy. 

この事象は 100 日目に回復したとみなされ、その時点でこの被験

者は理学療法を継続したまま退院となった。 

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 fever was reported on Day 10 and resolved without 

treatment approximately five hours later. 

この発熱は 10 日目に報告され、約 5 時間後に無治療で回復した

《解熱した》。 

The following day, the patient’s symptoms had resolved. 翌日、当患者の症状は回復していた。 

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 higher the burden of unresolved symptoms, the greater is 

the risk of relapse. 

未回復の症状の負荷が大きいほど、再発リスクは大きくなる。 

The hypersensitivity was reported as resolved on Feb. 1, 2018. この過敏症は 2018 年 2 月 1 日に回復と報告された。 

The increase in stomach weight resolved on Lactation Day 10, 

and thus the effect on the stomach is unlikely to become a 

safety concern in humans. 

胃重量の増加は授乳 10 日目になくなったことから、胃に対する影

響がヒトにおける安全性上の懸念になる可能性は低い。 

The interval of 1 week was supported by the fact that most 

phototoxic reactions were resolved in less than a week. 

1 週間という間隔は、ほとんどの光毒性反応が 1 週間以内に消失

したという事実によって支持された。 

The irregular estrous cycles resolved during the dosing period 

in most animals. 

この不規則な発情周期《不整性周期》はほとんどの動物で投与

期間中に回復した。 

The majority of adverse events reported from this study were 

mild to moderate and resolved without intervention. 

本試験で報告された有害事象の大多数は軽度ないし中等度

で、無治療で回復した。 

The majority of adverse events resolved without intervention. 有害事象の大多数が無治療で回復した。 

The majority of cases were asymptomatic and resolved 

without medical intervention. 

症例の大多数は無症状で、医療処置なしで回復した。 

The majority of events reported were reported as resolved. 報告された事象の大多数が回復と報告された。 

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。 

The microbiology of these cases remains unresolved. これらの症例の微生物学的特徴は未解明のままである。 

The next cycle of Drug A treatment was delayed, and the 薬剤 A の次の投与クールを遅らせたところ、下痢は無治療で回復
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diarrhea resolved without treatment. した。 

The outcome according to the following definitions: 

- recovered/resolved (adverse event disappeared) 

- recovering/resolving (subject is recovering) 

- not recovered/not resolved (adverse event remains without 

signs of improvement) 

- recovered/resolved with sequelae (adverse event has 

resulted in permanent disability/incapacity) 

- change in toxicity grade 

- fatal 

- unknown (only applicable if subject has been lost to 

follow-up) 

転帰を以下の定義に基づき分類 

- 回復・消失した（有害事象が消失した） 

- 回復・軽快（被験者が回復傾向） 

- 回復・消失していない（改善の徴候なく有害事象が持続してい

る） 

- 後遺症を残して回復・消失した（有害事象による永続的な身

体障害・機能不全） 

- 毒性グレードの変化 

- 死亡 

- 不明（追跡調査不能の被験者にのみ該当） 

The outcome for all these events was reported as either 

“resolved” or “resolving.” 

これらの有害事象のいずれも転帰は「回復」又は「軽快」であった。 

The outcome for the event was reported as not resolved. この事象の転帰は未回復と報告された。 

The outcome was "recovered/resolved" in all adverse events 

other than asteatosis (the outcome was "not changed") and 

γ-GTP increased (the outcome was "recovering/resolving"). 

転帰は、皮脂欠乏症（転帰は「不変（not changed）」）及びγ

-GTP 増加（転帰は「軽快（recovering/resolving）」）を除くすべて

の有害事象で「回復（recovered/resolved）」であった。 

The outcome was "recovered/resolved" in all cases except 

one case of acne, which was “unchanged.” 

転帰は、「不変（unchanged）」であったざ瘡の 1 例を除くすべての

症例で「回復（recovered/resolved）」であった。 

The outcome was "recovered/resolved." 転帰は「回復（recovered/resolved）」であった。 

The outcome was favorable, and the event resolved without 

any sequelae. 

転帰は良好で、当該事象は後遺症なく回復した。 

The outcome was reported as “unresolved” for cerebral 

infarction and deep vein thrombosis in the Drug A group. 

薬剤 A 群の脳梗塞及び深部静脈血栓症の転帰は「未回復」で

あった。 

The patient developed myalgia and fatigue, which resolved 

uneventfully. 

当患者は筋肉痛及び疲労を示したが、問題なく回復した。 

The pneumonia was considered resolved although a low grade 

fever was ongoing. 

肺炎は回復したとみなされたが、微熱は継続していた。 

The predominant adverse event in Part 1 was mild diarrhea, 

which resolved without intervention. 

パート 1 における主な有害事象は軽度の下痢で、これは無治療で

回復した。 

The prolonged use of Drug A caused marked erythema, which 

resolved within a few days. 

薬剤 A の長期投与は著しい紅斑を引き起こしたが、これは数日

以内に回復した。 

The proteinuria tends to be low-grade and often resolves 

spontaneously despite continued treatment. 

このタンパク尿は傾向として低グレードで、投与を継続しても自然

回復することが多い。 

The rash normally resolves in 5 to 10 days and may be treated 

symptomatically while therapy with this drug is continued. 

通常、この皮疹は 5～10 日で回復するので、本剤の投与を継続

しながら、対症療法で治療可能と考えられる。 

The rectal bleeding lasted three days and resolved after 

treatment with a laxative. 

この直腸出血は 3 日間続き、緩下薬による治療後に回復した。 
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The relative affinities for the human PPAR receptors are 

measured using time-resolved fluorescence energy transfer 

(TR-FRET) assay. 

ヒト PPAR 受容体に対する相対的親和性は、TR-FRET アッセイ

を用いて測定する。 

The resolved Data Query Forms are collected by monitors so 

the resolutions can be entered into the database. 

解決済みのデータ・クエリー・フォームはモニターによって回収され、

解決内容をデータベースに入力する。 

The role of Epstein-Barr virus in the development of sinonasal 

undifferentiated carcinoma remains unresolved. 

副鼻腔未分化癌の発生におけるエプスタイン・バーウイルスの役割

は未解明のままである。 

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。 

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。 

The sponsor resolved to make every effort to minimize the 

number of patients with prior Drug B exposure. 

治験依頼者は、薬剤 B による前治療を受けた患者の数が最小

限になるように、あらゆる努力を行う決意である。 

The stomatitis became non-serious prior to the date of 

discharge and completely resolved on Apr. 1, 2017. 

この口内炎は退院日の前に非重篤となり、2017 年 4 月 1 日に完

全に回復した。 

The study was performed by an independent collaborative 

research group in an effort to resolve clinical uncertainty 

about the efficacy and safety of blood-pressure-lowering 

therapy for individuals with a history of stroke or transient 

ischemic attack. 

本試験は、脳卒中又は一過性の虚血発作の既往がある患者に

対して降圧治療を行ったときの有効性及び安全性についての臨

床的不確実性を解明するため、独立した共同研究グループによっ

て行われた。 

The symptoms resolved in 30 of the 100 patients who had had 

symptoms for five years or less, as compared with 10 of the 

50 patients who had had symptoms for more than five years. 

これらの症状は症状の持続期間が 5 年間以下であった患者 100

例のうち 30 例で消失したのに対して《比較して》、症状の持続期

間が 5 年間超であった患者 50 例では 10 例であった。 

The vomiting resolved by 10 hours post-dose, and the 

changes in plasma ALP and total bilirubin were reversible by 

15 days post-dose. 

嘔吐は投与 10 時間後までに回復し、血漿中 ALP 及び総ビリルビ

ンの変化は投与 15 日後までに回復した。 

Their arthritis resolved within the next few months. それらの関節炎はその後数カ月以内に回復した。 

Their outcomes were “resolved,” “resolving,” and “not 

resolved.” There was no fatal tumor lysis syndrome. 

それらの転帰は「回復」、「軽快」、「未回復」であり、死亡に至った

腫瘍崩壊症候群はなかった。 

These conditions generally resolve with short-term topical 

antiviral therapy and cause little permanent damage. 

これらの疾患は一般的に短期的な局所抗ウイルス療法で回復

し、永久的なダメージを引き起こすことはほとんどない。 

These data are depicted with a Kaplan-Meier curve, from 

which the median (time at which 50% of cases are resolved) 

and the mean (average resolution time) can be derived. 

これらのデータは一般にカプラン・マイヤー曲線で表され、この曲線

から中央値（症例の 50％が回復する時間）と平均値（回復までの

平均時間）が求められる。 

These effects have resolved during continued use of Drug A. これらの影響は薬剤 A の投与継続中に消失した。 

These events resolved during continued Drug A treatment 

without the need for dose modification. 

これらの事象は、用量調節を必要とすることなく、薬剤 Aの投与継

続中に回復した。 

These posterior segment changes diminished and in some これらの後眼部変化は軽減し、一部の事例では回復期間中に完
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instances completely resolved during the recovery period. 全に回復した。 

These results should resolve much of the clinical uncertainty 

that has existed about the benefits and safety of 

blood-pressure-lowering treatments for patients with a 

history of stroke (whether ischemic or hemorrhagic). 

これらの結果から、脳卒中（虚血性又は出血性の別を問わない）

の既往がある患者に降圧治療を実施することの有用性及び安全

性についての臨床的不確実性のほとんどが解決される。 

These serious adverse events were considered to be severe 

in intensity, not related to study drug, and resolved without 

sequelae. 

これらの重篤な有害事象は重度で、治験薬と関連性なしと判定

され、後遺症なく回復した。 

These will resolve over a few days. これらは数日間で回復する。 

This adverse event resolved. この有害事象は回復した。 

This remains unresolved. これは未解決のままである。 

This subject reported an adverse event of moderate nausea, 

dose was reduced, and the adverse event resolved; subject 

was then lost to follow up. 

この被験者は有害事象として中等度の悪心を訴え、用量が減量

され、当該有害事象は回復した。その後、被験者は追跡調査不

能となった。 

Tumor lysis syndrome occurred on Days 1, 2, and 24, and all 

resolved. 

腫瘍崩壊症候群は 1、2、24 日目に発現し、いずれも回復した。 

Upon receipt of case report forms, data will be reviewed 

immediately for accuracy and completeness by the sponsor, 

and any discrepancies will be resolved with the investigator. 

症例報告書を受領したとき、治験依頼者はすぐにデータの正確性

及び完全性を再確認し、記載に不一致《齟齬》がある場合、治

験責任医師とともに解決する。 

Use a column giving well-resolved peaks of ABC and DEF in 

this order. 

ABC、DEF の順に現れるピークが完全に分離するカラムを用いる。 

We expect your continued cooperation to resolve any 

problems that may be identified. 

問題が見つかったときには、その解決のために今後ともご協力をお

願いします。 

When symptoms resolve, reinitiate with a reduced dose of 

Drug A at 0.5 mg/mL, and change treatment schedule to once 

per week. 

症状が消失したら、薬剤 A を 0.5mg/mL に減量して投与を再開

し、投与スケジュールを週 1 回に変更する。 

With few exceptions, adverse events have been readily 

managed with symptomatic or corticosteroid therapy and have 

resolved without sequela. 

いくつかの例外はあるが、有害事象には対症療法又は副腎皮質

ステロイド療法で容易に対処され、後遺症を残さず回復している。 

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

《休薬》するように依頼する。 

Withhold Drug A therapy until toxicity resolves.  毒性が消失するまで薬剤 A の投与を控える《休薬する》。 
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resolving を使う用例 

After the 2-week recovery period, all changes had resolved or 

were resolving. 

2 週間の回復期間後、すべての変化が回復又は軽快した。 

All the changes observed following treatment had resolved or 

were resolving, except increased hemoglobin and hematocrit 

levels and perilobular hepatocyte enlargement. 

投与後にみられたこれらの変化は、ヘモグロビン及びヘマトクリットの

高値並びに小葉辺縁肝細胞肥大を除いて、いずれも回復してい

たか、軽快した。 

If the event was ongoing when the subject's study 

participation ended, enter “Not Recovered/Not Resolved” 

OR “Recovering/Resolving” (if the event severity was 

improving). 

被験者の試験参加が終わった時点にこの事象が継続していたな

らば、「未回復（Not Recovered/Not Resolved）」又は「軽快

（Recovering/Resolving）」（事象の重症度が改善傾向を示して

いた場合）と記入する。 

Symptoms were resolving, and the patient was discharged 

from the hospital. 

症状が軽快し、当患者は退院した。 

The itchy sensation was gradually resolving around 17:30 

hours to 19:30 hours. 

そう痒感は 17 時 30 分頃から 19 時 30 分にかけて徐々に軽快し

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 outcome according to the following definitions: 

- recovered/resolved (adverse event disappeared) 

- recovering/resolving (subject is recovering) 

- not recovered/not resolved (adverse event remains without 

signs of improvement) 

- recovered/resolved with sequelae (adverse event has 

resulted in permanent disability/incapacity) 

- change in toxicity grade 

- fatal 

- unknown (only applicable if subject has been lost to 

follow-up) 

転帰を以下の定義に基づき分類 

- 回復・消失した（有害事象が消失した） 

- 回復・軽快（被験者が回復傾向） 

- 回復・消失していない（改善の徴候なく有害事象が持続してい

る） 

- 後遺症を残して回復・消失した（有害事象による永続的な身

体障害・機能不全） 

- 毒性グレードの変化 

- 死亡 

- 不明（追跡調査不能の被験者にのみ該当） 

The outcome for all these events was reported as either 

“resolved” or “resolving.” 

これらの有害事象のいずれも転帰は「回復」又は「軽快」であった。 

The outcome was "recovered/resolved" in all adverse events 

other than asteatosis (the outcome was "not changed") and 

γ-GTP increased (the outcome was "recovering/resolving"). 

転帰は、皮脂欠乏症（転帰は「不変（not changed）」）及びγ

-GTP 増加（転帰は「軽快（recovering/resolving）」）を除くすべて

の有害事象で「回復（recovered/resolved）」であった。 

The use of starch gel as a supporting medium increases 

markedly the resolving power of zone electrophoresis. 

支持体としてスターチゲルを使用することにより、ゾーン電気泳動の

解像力が著しく高まる。 

Their outcomes were “resolved,” “resolving,” and “not 

resolved.” There was no fatal tumor lysis syndrome. 

それらの転帰は「回復」、「軽快」、「未回復」であり、死亡に至った

腫瘍崩壊症候群はなかった。 イ
ー
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We performed a randomized, placebo-controlled study 

comparing the efficacy of treatment with Drug A and Drug B 

with that of Drug A alone for resolving symptoms of dyspepsia 

in patients with H. pylori infection but no evidence of ulcer 

disease on upper gastrointestinal endoscopy. 

我々は、ヘリコバクター・ピロリに感染しているが、上部消化管内視

鏡検査で潰瘍性疾患が認められない患者を対象に、消化不良

の症状回復について、薬剤 A と薬剤 B を併用投与したときの有効

性を薬剤 A 単独投与の有効性と比較するランダム化プラセボ対

照試験を行った。 
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return を使う用例 

… at the time of return to Japan. 日本への帰国時に、～。 

A burn at the return electrode site was found after the 

surgery. The type of electric scalpel that was used had no 

alarms for return electrode detachment. 

手術後に確認すると、皮膚から対極板の一部がはがれて熱傷を

起こしていた。使用していた電気メス本体は、対極板がはがれても

アラームが鳴らない機種であった。 

A cylinder containing liquid carbon dioxide was erroneously 

connected to the oxygen delivery system, and the patient was 

administered carbon dioxide instead of oxygen when returning 

from the operation room to the ward after surgery. 

手術後に手術室から病室へ戻る際に、酸素ボンベによる酸素吸

入を行うつもりが、液化炭酸ガス（二酸化炭素）ボンベを誤接続

し、患者に吸入させてしまった。 

A device manufacturer’s research and development costs 

could exceed its market returns for diseases or conditions 

affecting small patient populations. 

少数の患者集団に発症する疾患や病状では、デバイス製造業者

の研究開発費が販売で得られるリターンを上回ることもあり得る。 

A direct push injection is not recommended due to the risk of 

extravasation, which may occur even in the presence of 

adequate blood return upon needle aspiration. 

直接注射することは血管外漏出の危険性があり、血管外漏出は

注射針吸引してすぐに十分な血液の戻りがあっても起こることがあ

るので、勧められない。 

A patient with chronic myelogenous leukemia in blast phase 

(CML-BP) achieved a return to chronic phase disease. 

慢性骨髄性白血病の急性転化期（CML-BP）の患者が慢性期

に戻った。 

About half of the dogs in each group showed hematology 

results indicating anemia, but values had returned to normal 

by the end of the 30-day observation period. 

各群のイヌの約半数は貧血を意味する血液学的検査結果を示

したが、数値は 30 日間の観察期間の終了時までに正常に戻って

いた《正常化していた》。 

After each cycle of second-line treatment, patients will return 

to treatment with emollient/study drug. 

二次治療の各クールの終了後、患者は皮膚軟化薬又は治験薬

による治療に戻る。 

After implementation of corrective actions, the rate of 

peritonitis returned to baseline. 

是正措置の実行後、腹膜炎の発現率はベースラインに戻った。 

After Week 4, patients were evaluated for return to baseline in 

serum HBV DNA levels and continued changes in ALT levels. 

4 週目以降、血清 HBV DNA 値のベースライン値への回復性及び

ALT 値の変化の持続性について患者を診察した。 

All of the toxic changes observed during the dosing period, 

including the cardiotoxic alterations, resolved and returned to 

normal during the 3-month recovery period. 

投与期間中に認められた心毒性変化等の毒性変化のすべてが 3

カ月間の回復期間中に回復し、正常に戻った《正常化した》。 

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。 

ALT and AST returned to normal within 10 weeks of stopping 

Drug A. 

ALT 及び AST は薬剤 A の投与中止から 10 週間以内に正常に

戻った《正常化した》。 

Although plasma samples were collected up to 12 months 

postadministration, many subjects did not return for late time 

point sample collections. 

血漿検体は投与の 12 カ月後まで採取したが、多くの被験者が後

期の検体採取時点に来院しなかった。 

AST and ALT values had returned to normal by Days 10 and 

15, respectively. 

AST 値及び ALT 値はそれぞれ 10 日目及び 15 日目までに正常

に戻っていた《正常化していた》。 
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At 30 minutes significant differences remained, but 1 hour 

after completing the methacholine challenge FEV1 had 

returned to baseline values in all three treatment groups. 

30 分後にも有意差が持続していたが、メタコリン投与終了から 1

時間後の FEV1 は 3 投与群すべてでベースライン値に戻っていた。 

At minimum, Vas Cath has two large lumens, one to take blood 

from the body and the other to return it after dialysis. 

バスキャスには最低でも 2 つの大きなルーメンがあり、一方は脱血

に、他方は透析後の返血に用いられる。 

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。 

Athletes should be monitored for up to a week and return to 

competition gradually. 

アスリート《運動選手》は最長 1 週間の経過観察の後、徐々に競

技に復帰する。 

Attempts have been made to contact the patient, but she has 

not returned for follow-up examination. 

当患者に連絡することを試みたが、追跡調査《事後検査》のため

に来院しなかった。 

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。 

But you will need to return to your study doctor at regular 

intervals (as described below) so that your condition can be 

monitored. 

ただし、あなたの体調が経過観察できるように、治験担当医師の

診察を定期的（後述）に受ける必要があります。 

Depending on the functions of the electric scalpel’s power 

supply and the return electrodes, it may not be possible to 

monitor the attachment status of the return electrodes. 

電気メス本体や対極板の機能によっては、対極板の貼付け状態

を監視できないことがある。 

Drug A was associated with a significant improvement in the 

maximal decrease in FEV1 after exercise and the time from 

the maximal decrease in FEV1 to the return of lung function to 

within 5% of pre-exercise values. 

薬剤 A により、運動後における FEV1《一秒量》の最大減少量が

著しく改善し、FEV1 の最大減少時から肺機能が運動前値の 5％

以内に復帰するまでの時間も著しく改善した。 

Following the completion of treatment, serum HBV DNA levels 

returned toward baseline at Weeks 5-10 in each Drug A dose 

group. 

投与終了後、血清中 HBV DNA 値は薬剤 A の各用量群におい

て 5～10 週目にベースラインまで戻った。 

Four patients experienced a return of symptoms that 

coincided with the return of B cells. 

患者 4 例は症状の再発を示し、その時期が B 細胞のリターンと一

致した。 

Hematologic remission was defined as the return of normal 

blood counts and bone marrow cellularity. 

血液学的寛解は、正常な血球数及び正常な骨髄細胞密度に

戻った状態と定義した。 

However, as the disease progresses, the duration of effect of 

a drug containing levodopa (“on” time) decreases, and there 

are cases of Parkinson's disease symptoms returning before 

the next dose (“wearing-off” phenomenon). 

しかし、病気が進行するにつれて、レボドパ含有薬剤の効果持続

時間（オン時間）が短くなり、次の服薬前にパーキンソン病の症状

が戻ることがある（ウェアリングオフ現象）。 

If a patient did not return for a scheduled visit, every effort 

was made to contact that patient. 

予定通り来院しない患者については、当患者と連絡が取れるよう

にあらゆる努力を払った。 

If a patient does not return for a scheduled visit, every effort 

should be made to contact the patient. 

予定通りに来院しない患者については、当患者と連絡を取るため

にあらゆる努力を払う。 

イ
ー

ト
モ



77 

If Japan and the United States continue to play a leading role 

in this respect, such improvements in the skills of emerging 

baseball nations should lead to the return of the game to the 

Olympic program in the future. 

日本とアメリカがこの点において主導的な役割を今後も担っていけ

ば、野球後進国の技術が向上し、野球がオリンピックの種目に将

来復帰することにつながるはずである。 

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」に関

する症例報告書に記録しなければならない。 

If the draft Quality Assurance Plan is not based on the final 

protocol, update the Quality Assurance Plan to reflect the 

final protocol, send the document to the Study Manager, and 

return to Step 4 in this section. 

品質保証計画案が最終の治験実施計画書に基づくものでない

ならば、最終の治験実施計画書を反映するように品質保証計画

を更新し、当該文書を試験マネジャーに送付し、本項のステップ 4

に戻る。 

If the patient cannot or is unwilling to return for assessments, 

the study site staff should maintain regular telephone contact 

with the patient, or with a person pre-designated by the 

patient. 

当患者が評価のための来院を行うことができないか、その意思がな

いならば、治験実施医療機関の担当者は当患者又は当患者に

よって予め指名された者と電話で定期的に連絡をとる。 

If the patient fails to return for visits, the investigator must 

notify the sponsor. 

患者が来院しないならば、治験責任医師は治験依頼者に通知し

なければならない。 

If the subject's symptoms have not returned to baseline or 

clear clinical improvement has not occurred, …. 

被験者の症状がベースラインに戻っていないか、明らかな臨床的

改善が得られていなければ、～。 

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。 

If the therapy was changed to the concomitant therapy at 

Weeks 1 or 4, the subject was asked to return to the clinic for 

a visit at Week 2 or 5, respectively. 

1週目又は4週目に併用投与に変更されたならば、被験者にはそ

れぞれ 2 週目又は 5 週目に来院するように依頼した。 

Improving venous return alleviates circulatory congestion, and 

the risks of thrombus formation and pulmonary embolism can 

be expected to decrease as a result. 

静脈還流の改善によりうっ滞が軽減され、血栓形成リスクと肺塞

栓症発症リスクの低下が期待される。 

In a situation where the return electrode cords get pulled (e.g. 

while changing the position of the patient, when the operator’

s feet get caught in the code), please exercise caution since 

there is a risk of detachment of return electrodes. 

体位変換時や術者などの足が対極板のコードに引っかかるなど、

コードが引っ張られやすい状況下では、対極板がはがれる可能性

があるので注意すること。 

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 both cases, the neutrophil count returned to clinically 

acceptable levels with reduction of the dose of Drug A, and 

these transient decreases in neutrophils were not associated 

with infections. 

両症例とも好中球数は薬剤 A 投与量の減量で臨床的に許容可

能なレベルに戻り、この一過性の好中球減少に伴う感染症はなか

った。 

In both species, creatinine levels returned to baseline upon 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
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cessation of treatment. 戻った。 

In the case of extracorporeal circulation blood treatment, 

treated blood is returned to the patient's body through either 

the other arm freed from the tourniquet or a part lying 

upstream of the tourniquet. 

体外循環による血液処理の場合、処理済の血液は止血帯が装

着されていない一方の腕あるいは止血帯よりも上流側の部位から

患者の体内に戻される。 

In the clinical studies, Drug A treatment was resumed only 

when the creatinine level returned to within 10% of the 

baseline value. 

これらの臨床試験では、クレアチニン値がベースライン値の 10％以

内に戻ったときのみ薬剤 A の投与を再開した。 

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。 

It is thus expected that patients who are treated with Drug A 

for the prophylaxis of rejection following heart transplantation 

performed overseas will return to Japan in the near future. 

このように、海外で心臓移植を受けた後、拒絶反応の予防のため

に薬剤 A が投与された患者が近い将来日本に帰国すると予想さ

れる。 

It returned to near-baseline values by the last dose day. それは最終投与日までにベースライン値近くまで戻った。 

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。 

Jaundice disappeared, and serum bilirubin returned to normal 

in about one month, but serum transaminase remained 

elevated. 

黄疸は消失し、血清ビリルビンは約 1カ月で正常に戻ったが、血清

トランスアミナーゼは高値で推移した。 

Minimally 7 and maximally 28 days following last dosing, 

subjects will return to the study site for a follow-up visit. 

最終投与から最短で 7 日後、最長で 28 日後、被験者は追跡調

査のために治験実施医療機関に来院する。 

Most of the 100 infected people had recently returned from an 

affected country. 

100 名の感染者のほとんどが感染地域から最近戻った人々であっ

た。 

On his return to Toronto on March 1, the patient was admitted 

to the hospital with a diagnosis of probable SARS. 

当患者はトロントに戻った 3 月 1 日に SARS 高可能性例の診断

で当院に入院となった。 

On June 1, 2017, the patient returned to the emergency 

department with diaphoresis and weakness. 

2017 年 6 月 1 日、当患者は発汗及び脱力のために救急部門に

戻った。 

One patient did not have a suitable vein in the forearm, and 

blood was drawn from a superficialized radial artery and 

returned to the vein of the fossa cubitalis. 

患者 1 例では前腕に適切な静脈がなく、表在化した橈骨動脈よ

り脱血し、肘窩の静脈に返血した。 

One woman had a serum calcium concentration of 10.0 mg per 

deciliter after three months that returned to normal when the 

dose of Drug A was decreased to 20 µg daily. 

女性 1 例では 3 カ月後にカルシウムの血清中濃度が 10.0mg/dL

であったが、薬剤 A 投与量を 1 日 20µg に減量すると正常に戻っ

た《正常化した》。 

Patients who received the tissue adhesive without surgical 

drains were generally able to return to daily activities such as 

showering and climbing stairs sooner than those who had 

surgical drains. 

外科ドレナージを伴わず組織接着剤が用いられた患者では、外

科ドレナージが行われた患者よりも、シャワーを浴びたり、階段を上

るなどの日常生活に概ね早く復帰することができた。 
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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。 

Please enter the date for the return visit. 再来院の日付を記入してください。 

Prolactin levels approached or returned to baseline levels with 

repeated dosing in the 1 mg/day and 4 mg/day groups. 

プロラクチン値は、1mg/日群及び 4mg/日群において、反復投与

によりベースライン値に近づくか、ベースライン値に戻った 

Rectal temperatures returned to predrug levels by 60 minutes 

after the injection of Drug A. 

直腸温は薬剤 A の注射から 60 分後までに投与前のレベルに戻っ

た。 

Regular exercises to restore the strength of your back and a 

gradual return to everyday activities are important for your full 

recovery. 

完全回復のためには、背中の筋力を元に戻すために定期的な運

動を行い、日常生活に徐々に復帰していくことが重要です。 

Serum sodium levels returned towards normal when the Drug 

A dosage was reduced or the patient was treated 

conservatively (e.g., restricted fluid intake). 

血清中ナトリウム値は、薬剤 A の投与量を減量するか、患者の保

存的治療（水分摂取の制限など）により、正常に戻った《正常化し

た》。 

Several hematological and coagulation parameters were 

altered during Drug A treatment but returned to pretreatment 

levels after the 30-day treatment-free period. 

いくつかの血液検査項目及び凝固検査項目が薬剤 A の投与中

に変化したが、30 日間の非投与期間後、投与前値に戻った。 

Similar to our earlier findings, in the vehicle-control animals 

middle cerebral artery occlusion caused a transient, mild 

hyperthermia that returned to normal by 4 to 6 hours 

postocclusion. 

我々の初期の所見と同様、溶媒対照動物では中大脳動脈閉塞

により一過性かつ軽度の高体温が起こったが、閉塞の 4～6 時間

後までに正常に戻った《正常化した》。 

Since the first Japanese patient who went abroad to receive a 

heart transplant returned to Japan in 1984, there have been 

72 returnees as of the end of 2003. 

心臓移植を受けるために渡航した《海外に渡った》最初の日本人

患者が 1984 年に帰国して以来、2003 年末現在、帰国者は 72

名になっている。 

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。 

Slowly return to upright position. ゆっくりと立位に戻る《立ち上がる》。 

Some drugs will be reabsorbed back into the bloodstream and 

return to the liver by the enterohepatic circulation. 

一部の薬剤は再吸収されて血流中に入り、腸肝循環によって肝

臓に戻る。 

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。 

Subsequent dosing should return to original schedule. その後の投与は当初のスケジュールに戻る。 

Subsequent follow-ups are recommended until the chest 

X-ray and patient's health return to normal. 

胸部 X 線検査結果及び患者の健康が正常に戻るまで《正常化

するまで》、その後も経過観察を行うことが望ましい。 

Ten days after the final visit, patients with persisting 

ophthalmic adverse events returned to the study site for a 

follow-up visit. 

最終来院の 10 日後、眼の有害事象が持続している患者は追跡

調査のために治験実施医療機関を再び訪れた。 

That evening the patient became unable to void and returned 

to this hospital. 

その夜《晩》、当患者は排尿できなくなり、当院を再び訪れた。 
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The bottle is returned to the refrigerator for 10-30 minutes to 

ensure complete dissolution. 

完全に溶解するように、ビンを 10～30 分間冷蔵庫に戻す。 

The clean blood is returned to the body. きれいな血液が体に戻される《返血》。 

the date on which they returned to normal activity function 正常な運動機能に戻った日付 

The excited orbital electrons of the solute molecule return to 

the ground state. 

溶質分子の励起された軌道電子は基底状態に戻る。 

The ideal vascular access should provide safe and effective 

therapy by enabling the removal and return of blood via an 

extracorporeal circuit. 

この理想的なバスキュラーアクセスにより、体外循環を介して脱血

と返血が可能となり、安全かつ効果的な治療が提供されるはずで

ある。 

The only laboratory finding noted was a dose-related 

decrease in serum calcium levels reported at the conclusion 

of dosing which returned toward baseline during the 

treatment-free observation period. 

認められた唯一の臨床検査所見は投与終了時に報告された用

量相関性の血清中カルシウム値の低下で、これは非投与観察期

間中にベースラインに戻った。 

The patient had not traveled outside Toronto for more than 12 

months before his return to Hong Kong. 

当患者は、香港に帰国する前の 12 カ月間以上、トロント以外に

渡航したことはなかった。 

The patient returned to the study site for an examination 10 

days prior to the start of the study. 

当患者は本試験の開始の 10 日前に検査のために治験実施医

療機関を再び訪れた。 

The patient was therefore started on treatment with 

prednisone and azathioprine and transaminases returned to 

normal. 

そこで、当患者に対してプレドニゾン及びアザチオプリンによる治療

を開始したところ、トランスアミナーゼは正常に戻った《正常化し

た》。 

The patient's stem cells are collected in advance (while they 

are in remission) and then returned to them after they receive 

high-doses of chemotherapy. 

患者の幹細胞が事前に《前もって》採取され（患者が寛解状態の

ある間）、大量の化学療法を受けた後、患者に戻される。 

The QT interval begins at the initiation of the Q wave of the 

QRS complex and ends where the T wave returns to 

isoelectric point. 

QT 間隔は QRS 群《QRS 波》の Q 波の開始点に始まり、T 波が

等電点に戻った部位で終わる。 

The return of serum HBV DNA levels after end-of-treatment 

at Week 4 appeared to have an inverse relationship to dose, 

with a generally slower post-treatment increase in HBV DNA 

levels in patients treated with the higher Drug A doses. 

4 週目の投与終了以降、血清中 HBV DNA 量の戻りは用量と逆

の関係にあると思われ、全般的に薬剤 A が高用量になるほど投

与後の HBV DNA 量の増加が遅かった。 

The serum aminotransferase concentrations returned to 

normal in the third patient in this group during continued 

therapy. 

血清中アミノトランスフェラーゼ濃度は、同群の 3 番目の患者で投

与継続中に正常に戻った《正常化した》。 

The subject will be hospitalized and observed in a monitored 

setting until the QTcF has returned to < 30 msec.  

被験者は入院し、QTcF が 30msec 未満に戻るまで経過観察さ

れる。 

The subject will be observed in a monitored setting (e.g., a 

ward providing care equivalent to a coronary care unit or 

intensive care unit) until the QTcF has returned to < 30 msec. 

被験者は、QTcF が 30msec 未満に戻るまで経過観察される（冠

疾患集中治療室《CCU》又は集中治療室《ICU》と同等のケアが

可能な病棟などで）。 

The subjects may be considered withdrawn if they state an 

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

被験者が中止の意志を示した場合、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
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to follow up for any other reason. は中止とみなされる。 

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) today approved 

Drug A for use as needed to treat insomnia characterized by 

middle-of-the-night waking followed by difficulty returning to 

sleep. 

本日、米国食品医薬品局（FDA）は、夜中に眼が覚めてその後

再び寝付きにくくなること《夜間覚醒して再入眠困難になること》を

特徴とする不眠症の治療に薬剤 A を頓用することを承認した。 

The UV light is absorbed by fluor molecules which emit blue 

light flashes upon return to ground state. 

紫外線はフッ素分子によって吸収され、基底状態に戻るとすぐに

青い閃光を発する。 

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。 

There are challenges at the time of diagnosis, during 

treatment, at the time of return-to-work, and afterwards. 

診断時、治療中、仕事への復帰時、そしてその後に困難が待って

いる。 

There is a possibility that there will be no alarms when the 

return electrode detaches. This depends on the functions of 

the power supply of the electric scalpel and the return 

electrodes. 

電気メス本体や対極板の機能により、対極板がはがれても、アラ

ームが鳴らない可能性があります！ 

There was a trend for levels to return to baseline by Day 7. 7 日目までにベースライン値に戻る傾向があった。 

These increases were grade 1 in severity and returned to 

normal by the Day 28 visit. 

これらの高値は程度がグレード 1 で、28 日目の来院時までに正常

に戻った《正常化した》。 

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 is usually transient with the WBC and neutrophil counts 

returning to normal values in most cases by the 10th day. 

通常、これは一過性で、白血球数及び好中球数はほとんどの症

例で 10 日目までに正常値に戻る。 

This patient, a 78-year-old woman with a history of type 2 

diabetes and coronary heart disease, had fever, anorexia, 

myalgias, a sore throat, and mild nonproductive cough two 

days after returning home. 

当患者は 78 歳の女性で、2 型糖尿病及び冠動脈心疾患の既

往があり、帰宅から 2 日後に発熱、食欲不振、筋肉痛、のどの痛

み、軽度の空咳《痰の出ない咳》を示した。 

Thus, it is highly likely that patients receiving heart 

transplants abroad who were treated with Drug A will return to 

Japan. 

このように、海外で心臓移植を受け、薬剤 A が投与された患者は

日本に帰国する可能性が高い。 

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。 

Twenty subjects did not have repeat vitamin D testing 

because of death, transplantation, failure to return to clinic, or 

relocation. 

20 例の被験者は死亡、移植、非来院、転居の理由でビタミン D

の再検査を受けなかった。 

Two months post-discharge, the patient was walking 

independently and one month later had returned to work as a 

teacher. 

退院の 2 カ月後、当患者は自分で《自力で》歩行しており、その 1

カ月後には教師の仕事に復帰していた。 
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Two patients maintained their muscle strength at 52 weeks, 

and 1 of these patients maintained this strength even after 

the return of B cells. 

患者 2 例は 52 週後に筋力を維持しており、そのうち 1 例は B 細

胞リターン後にも筋力を維持していた。 

What can I do to keep menopausal symptoms from returning? どのようにすれば閉経期症状《更年期障害》の再発を防ぐことがで

きますか？ 

You will be asked to return for one additional follow-up visit 12 

weeks after the last study drug treatment was administered. 

治験薬の最終投与から 12 週間後、追跡調査のためにもう一度

来院するようにお願いします。 

You will return to your doctor's office at regular intervals so 

that your condition can be monitored. 

あなたの状態が経過観察できるように、この診察室を定期的に受

診することになります。 
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regain を使う用例 

Primary endpoint was mean weight regain at Week 56. 主要評価項目は 56 週目における平均体重リバウンド量とした。 

Prostheses can help people who have lost a leg due to trauma 

or cancer to regain mobility and to more easily participate in 

everyday activities. 

義肢は、外傷や癌のために脚を失った人が再び動けるようになるこ

と、日常生活に容易に戻ることを助けてくれます。 

The bilateral absence of such responses is highly predictive of 

failure to regain consciousness. 

このような反応が左右に存在しない場合には、意識が回復しない

ことが強く予測される。 

The chance that the patient will regain consciousness is 

exceedingly small. 

この患者の意識が回復する《意識が戻る》見込みは非常に小さ

い。 

The following day, Jul. 1, 2018, the patient regained 

consciousness. 

翌日の 2018 年 7 月 1 日、当患者は意識を回復した。 

The loss of motor activity was less profound by 5 minutes, and 

animals regained full mobility by 30 minutes. 

運動量《活動量》の低下は 5 分後には弱まり、30 分後までに動物

の動きは完全に回復した。 

Weight regain after successful weight loss interventions is 

common. 

体重の減量に成功した後、体重が再び増加することはよくある《ダ

イエットにリバウンドはつきものである》。 
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reversed を使う用例 

A dose of 1 mg/kg partially reversed the Compound 

A-induced hypothermia. 

1mg/kg の投与により化合物 A に起因する低体温が部分的に回

復した。 

A higher concentration reversed such a prolongation. 高濃度ではそのような延長がなくなった。 

Drug A at ≥ 0.3 mg/kg and Drug B at ≥ 30 mg/kg 

significantly reversed reserpine-induced catalepsy compared 

with vehicle. 

薬剤 A は 0.3mg/kg 以上で、薬剤 B は 30mg/kg 以上で、溶媒と

比較して、レセルピン誘発カタレプシーを回復させ、有意差が認め

られた。 

Furthermore, Drug A decreased immobility time in the forced 

swimming test and reversed learning deficits in the learned 

helplessness test in rats. 

さらに、薬剤 A により、ラットの強制水泳試験における不動時間が

短縮し、学習性無力試験における学習障害が回復した。 

In some models, the effects of Drug A could be partially or 

completely reversed by naloxone. 

いくつかのモデルにおいて、薬剤 A の作用はナロキソンによって部分

的又は完全になくすことができた。 

In the four patients with late-onset disease, the central 

nervous system deterioration was reversed. 

これら遅発型疾患の患者 4 例では中枢神経系の劣化が回復し

た。 

L-DOPA alone did not reverse reserpine-induced catalepsy, 

whereas L-DOPA in combination with Drug A significantly 

reversed reserpine-induced catalepsy compared with 

L-DOPA alone. 

L-DOPA 単独投与ではレセルピン誘発カタレプシーが回復しなか

ったが、一方で L-DOPA を薬剤 A と併用投与すると L-DOPA 単

独投与と比較してレセルピン誘発カタレプシーが著しい回復となっ

た。 

Most drug-related changes at 10 mg/kg, including those in the 

central nervous system (CNS), were reversed following a 

3-month postdose period. 

中枢神経系（CNS）の変化を含め、10mg/kg におけるほとんどの

薬剤関連性の変化は 3 カ月間の投与後期間の終了後になくなっ

た。 

That effect was potentiated by co-administration of ketamine, 

and an increase in airway resistance in anesthetized rats was 

completely reversed by intravenous injection of salbutamol. 

この作用はケタミンの併用投与によって増強し、麻酔下ラットにお

ける気道抵抗の亢進はサルブタモールの静脈内注射によって完全

になくなった。 

The changes were reversed after an extended drug-free 

period. 

これらの変化は長期の休薬期間後になくなった。 

The effect of fasting was reversed by leptin replacement. 絶食の影響はレプチンの補充によってなくなった。 

The effect was long-lasting and was completely reversed by 

intravenous injection of salbutamol, suggesting that the 

increase in airway resistance induced by Drug A was due to a 

constrictor effect on airway smooth muscle. 

この影響は持続性であったが、サルブタモールの静注によって完全

になくなったことから、薬剤 A によって誘発されるこの気道抵抗の増

強は気道平滑筋の収縮に起因するものと考えられた。 

The effect was reversed after washout of Drug A. この影響は薬剤 A の休薬後になくなった。 

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 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 Drug A on the heart rate could be reversed in 

vitro or in vivo by atropine or isoproterenol. 

心拍数に対する薬剤 A の影響は in vitro 又は in vivo でアトロピ

ン又はイソプロテレノールによってなくすことができた。 

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 effects were fully reversed by naloxone. これらの影響はナロキソンによって完全になくなった。 

These changes were reversed following a 16-week recovery これらの変化は 16 週間の回復期間後になくなった。 
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period. 

These effects were reversed during the post-treatment 

observation period. 

これらの影響は後観察期間中になくなった。 

These effects were reversed following a 4 week off-treatment 

period. 

これらの影響は 4 週間の休薬期間後になくなった。 

These effects were reversed within 60 minutes of 

administration. 

これらの影響は投与から 60 分以内になくなった。 

These impairments are reversed substantially, if not entirely, 

by normalization of pH and blood glucose levels. 

これらの機能障害は、完全ではなくとも、pH 及び血糖値の正常化

によって大幅に回復する。 

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 finding was reversed after a 4-week recovery period. この所見は 4 週間の回復期間後になくなった。 

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。 
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reversibility を使う用例 

After a 13-week recovery period, reversibility of the 

histopathological changes was complete in only half of the 

animals. 

13 週間の回復期間の後、これらの病理組織学的変化は動物の

半数でのみ回復性を示した。 

All changes showed evidence of reversibility by the end of the 

1-month postdose period. 

すべての変化が投与後1カ月間の終了時までに回復性を示した。 

All findings showed a clear tendency towards reversibility 

after a 4-week recovery period. 

すべての所見が、4 週間の回復期間の後、明らかな回復傾向を

示した。 

At that time, full reversibility of lymphocyte counts was seen 

for the low-dose combination group. 

その時点に低用量併用投与群ではリンパ球数の完全な回復がみ

られた。 

Due to the reversibility of proteasome inhibition with Drug A, 

normal cells can recover from its effects, whereas cancer 

cells are more likely to undergo apoptosis. 

薬剤 A によるプロテアソーム阻害は可逆性であるため、正常細胞

はその影響から回復するが、一方、癌細胞はアポトーシスを起こし

やすい。 

Please describe the reversibility of toxic findings noted in the 

study. 

本試験で認められた毒性所見の回復性について説明してくださ

い。 

Reversibility: partially reversible (high total bilirubin, high 

hemoglobin, and chronic inflammation of the heart valve were 

observed.) 

回復性：部分的な回復性あり（総ビリルビン高値、ヘモグロビン高

値、心臓の弁の慢性炎症が認められた） 

Several studies included recovery periods following Drug A 

dosing to determine the reversibility potential of 

treatment-induced toxicity. 

いくつかの試験では薬剤 A の投与後に回復期間を設定し、投与

による毒性の回復性を確認した。 

The adjective "persistent" refers to a condition of continuing 

disability, whereas "permanent" implies irreversibility. 

「持続的な」という形容詞は身体障害が続いている状態を指す

が、一方、「永久的な」は不可逆的であることを意味する。 

The diagnosis of irreversibility can be established with a high 

degree of clinical certainty. 

高度の臨床的確実性をもって不可逆性の診断を確立することが

できる。 

The lesion showed a clear trend towards reversibility after the 

recovery periods in the 13- and 39-week studies. 

この病変は、13 週間試験及び 39 週間試験で回復期間後に明ら

かな回復傾向を示した。 

The majority of the treatment-related laboratory findings did 

not show full reversibility at the end of the recovery period. 

投与関連性の臨床検査所見の大多数は回復期間の終了時に

も完全に回復していなかった。 

The objective of this study was to investigate the potential 

toxicity of Vaccine A prepared with ABC adjuvant when 

injected once weekly for eight weeks by subcutaneous 

injection in the mouse and to assess the reversibility of any 

treatment-related findings following an 8-week recovery 

period. 

本試験の目的は、ABC アジュバントで調製したワクチン A をマウス

に週 1 回で 8 週間皮下注射したときの毒性を検討し、8 週間の回

復期間後に投与関連性の所見の回復性を評価することであっ

た。 

The objectives of this study were to 1) further investigate the 

potential toxicity of ABC Liposomal vaccine when injected 

once weekly for 8 weeks by subcutaneous injection in the 

mouse following an 80 mg/kg intraperitoneal pretreatment of 

cyclophosphamide on Day -3; and 2) to assess the 

本試験の目的は、1）－3 日目にシクロホスファミド 80mg/kg を腹

腔内に前投与した後、マウスに ABC リポソームワクチンを週 1 回で

8 週間皮下注射したときの毒性を詳しく検討すること、2）8 週間の

回復期間後に投与関連性の所見の回復性を評価することであっ

た。 
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reversibility of any treatment-related findings following an 

8-week recovery period. 

The reversibility and persistence of any effects were 

assessed after a 12-week treatment-free period. 

何らかの影響がみられた場合、12 週間の非投与期間後に回復

性及び持続性を評価した。 

The reversibility of chymotrypsin-like activity in 20S 

proteasomes in Drug A-treated human colorectal carcinoma 

HT-29 cell lines and human multiple myeloma RPMI-8226 cell 

lines was studied by measuring the fluorescence intensity 

using fluorogenic substrates specific to chymotrypsin-like 

activity. 

薬剤Ａで処理したヒト結腸直腸癌由来 HT-29 細胞株及びヒト多

発性骨髄腫由来 RPMI-8226 細胞株中の 20S プロテアソームに

おけるキモトリプシン様活性の回復性が、キモトリプシン様活性に

特異的な蛍光基質を用い、蛍光強度を指標として検討された。 

The study also aimed to assess the reversibility of effects, if 

any, during a 6-week post-dosing period. 

本試験は、何らかの影響が認められた場合、投与終了後の 6 週

間における回復性を評価することも目指した。 

The vehicle group and the 30 mg/kg group included their 

recovery group in which reversibility of the toxicity was 

investigated during 13-week washout period. 

溶媒群及び 30mg/kg 群には回復群が設定され、13 週間の休薬

期間中に毒性の回復性が検討された。 

These changes showed full or partial reversibility after a 2- or 

4-week recovery period. 

これらの変化は2週間又は4 週間の回復期間後に完全な回復あ

るいは部分的な回復を示した。 

While effects on the hematopoietic system showed clear signs 

of reversibility, histopathological changes in the thyroid and 

male reproductive organs were still present at the end of the 

4-week recovery period. 

造血系に対する影響には回復性を示す明らかなサインが認められ

たが、甲状腺及び雄の生殖器の病理組織学的変化は 4 週間の

回復期間の終了時にも持続していた。 
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