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『イートモを実際に使ってみた』 

 

【注意】イートモ対訳は見直し中です（修正および差し替え）。次期バージョン（イートモ6.1）では対訳が

変わります。 

 

治験の標題： 

非びらん性胃食道逆流症患者を対象とした E3810 の有効性と安全性を検討するプラセボ対照の二

重盲検比較試験 

 

治験責任医師名： 

武田宏司 他 計36 名（付録16.1.4.a 参照） 

 

治験実施医療機関： 

国立大学法人 北海道大学病院 他 計35 施設，36 診療科（付録16.1.4.a 参照） 

 

公表文献（本治験結果の報告文献）： 

なし 

 

治験期間：1年2ヵ月 

2004 年9 月8 日（最初の被験者の同意取得日） 

2005 年10 月31 日（最後の被験者の検査・観察終了日） 

 

開発のフェーズ： 

第III相 

 

目的： 

非びらん性胃食道逆流症患者を対象として，E3810 5 mg/日あるいは10 mg/日を4週間投与した際の

有効性及び安全性を，プラセボ対照の多施設共同無作為化二重盲検比較試験により検討する。なお，

主要評価項目は「最終評価時期における胸やけの完全消失率」とする。 

 

治験方法：多施設共同無作為化二重盲検比較試験 

 

被験者数（計画時及び解析時）： 

計画時：各群100 例，合計300 例（治療期登録例数として） 

解析時：最大の解析対象集団（FAS）285 例 

（プラセボ群91 例，E3810 5 mg 群93 例，E3810 10 mg 群101 例） 

治験実施計画書に適合した解析対象集団（PPS）272 例 

（プラセボ群85 例，E3810 5 mg 群92 例，E3810 10 mg 群95 例） 

安全性解析対象集団（観察期用制酸剤）329 例 

安全性解析対象集団（治療期用治験薬）286 例 

（プラセボ群91 例，E3810 5 mg 群93 例，E3810 10 mg 群102 例） 
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診断及び組み入れ基準： 

選択基準 

下記の基準をすべて満たす外来患者を対象とした。なお，性別は不問とした。 

＜観察期選択基準＞ 

(1) 観察期事前検査前の3 週間において，1 週間あたり2 日以上の頻度で「胸やけ」を毎週繰り返

す患者注1） 

注1）観察期事前検査時と観察期投与開始時（観察期登録日）がずれる場合はその期間も胸やけが

継続していること 

(2) 「胸やけ」症状について，次の1)，2)のいずれの条件も満たしている患者 

1) 症状の種類は，胃又は胸部下方より上がってくる灼熱感である 

2) 症状が発現しやすい又は増悪する時期は，食後，前屈姿勢時又は腹部圧迫時等である 

(3) 内視鏡検査にてロサンゼルス分類（改変 2）注 2）で grade M（色調変化型；Minimal Change）の

患者 

注 2）ロサンゼルス分類（改変 2）の詳細については，「9.5.1（2）2）内視鏡検査」の項を参照 

(4) 同意取得時に 20 歳以上の患者 

(5) 治験に先立ち本治験の目的及び内容を説明し，本人から文書同意が得られた患者 

＜治療期選択基準＞ 

(1) 治療期開始直前の 7 日間（観察期間中）で，2 日以上の「胸やけ」を認めた患者 

(2) 治療期開始時に持参した胸やけ日誌が，治療期開始直前の 7 日間（観察期間中）とも完全に

記入できている患者。観察期間が 8 日間以上の場合は，かつ全観察期間中においても記入日が 80％

以上である患者。 

(3) 観察期間中の制酸剤の服薬状況が 80％以上である患者 

 

除外基準 

下記のいずれかの基準に該当する患者は対象から除外した。 

(1) 患者自身で胸やけ日誌の記入が適切に行えない患者 

(2) 胃もたれ，腹部膨満感を強く訴える患者 

(3) 精神神経科，心療内科領域の合併症若しくは既往症（躁うつ病，強迫神経症等）がある患者又

は抗うつ剤若しくは抗不安剤（眠剤としての服用は可）を現在服用している患者 

(4) Helicobacter pylori（以下，H.pylori）除菌療法を受け，H.pylori 除菌療法終了時から観察

期事前検査時までに 6ヵ月未満*である患者 

*：6ヵ月前の同日及び月末の場合 6ヵ月前の月末日は登録可 

(5) 開放性の胃潰瘍又は十二指腸潰瘍を有する患者 

(6) 急性胃炎を有する患者 

(7) 胃酸分泌に影響を及ぼす手術（上部消化管切除術又は迷走神経切離術等）の既往がある患者 

(8) バレット食道，食道狭窄，幽門狭窄を有する患者 

(9) 強皮症の患者 

(10) 狭心症の既往又は合併のある患者 

(11) 夜間に働いている（シフトワーカーで夜勤をする）患者 

(12) 観察期事前検査前 3 週間以内にプロトンポンプ阻害剤（PPI）を服用した患者 
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(13) NSAIDs（外用剤を除く），ステロイド（外用剤を除く），アスピリンを毎日服用する必要 

がある患者 

(14) 透析療法を受けている患者 

(15) 重篤な心疾患（例；心筋梗塞等），血液疾患（例；再生不良性貧血等），腎疾患（例；急性

及び慢性腎不全等），肝疾患（例；肝硬変等），悪性腫瘍を合併している患者 

(16) 制酸剤又は PPI に対し過敏症の既往のある患者 

(17) 妊婦又は妊娠している可能性のある患者，本治験中に妊娠を希望している患者及び授乳中の

患者 

(18) 他の開発中の薬剤を服用している患者あるいは服用後から観察期事前検査時までに 6 ヵ月未

満*である患者 *：6ヵ月前の同日及び月末の場合 6 ヵ月前の月末日は登録可 

(19) その他，治験責任医師又は治験分担医師（以下，「治験責任医師等」という）が本治験の対

象として不適当と判断した患者 

 

被験薬・対照薬，用量及び投与方法，ロット番号： 

被験薬：E3810，対照薬：プラセボ 

用量及び投与方法 

観察期 

1 日 3 回，マーレッジ懸濁内服用 1 包（1.2 g）を用時約 12 mL の水に懸濁して毎食後に経口投

与。ただし，下痢等の副作用が発現した場合には，被験者は治験責任医師等の指示に従い，1 回の

半量（0.6 g）に減量してもよいこととした。 

治療期 

(1) E3810 5 mg 群；E3810 5 mg 錠，E3810 10 mg 錠プラセボ錠をそれぞれ 1 錠ずつ 1 日 1 回朝

食後に経口投与 

(2) E3810 10 mg 群；E3810 5 mg 錠プラセボ錠，E3810 10 mg 錠をそれぞれ 1 錠ずつ 1 日 1回朝

食後に経口投与 

(3) プラセボ群；E3810 5 mg 錠プラセボ錠，E3810 10 mg 錠プラセボ錠をそれぞれ 1 錠ずつ 1 日

1 回朝食後に経口投与 

ロット番号： 〈観察期用制酸剤〉 マーレッジ懸濁内服用：P42008ZZB 

〈治療期用治験薬〉 E3810 5 mg 錠 P3Z006ZZD 

E3810 10 mg 錠 P39001ZZC 

E3810 5 mg 錠プラセボ錠 P3Z005ZZC，P3Z005ZZD 

E3810 10 mg 錠プラセボ錠 P2Y007ZZJ，P2Y007ZZK 

 

治療期間： 

観察期；1 週間（観察期用制酸剤投与）。ただし，被験者の来院都合を勘案し 2 週間まで許容した。 

治療期；4 週間（治療期用治験薬投与；二重盲検比較期） 

 

評価基準： 

有効性； 胸やけに対する効果は，被験者が記入した「胸やけ日誌」から集計した。胸やけの重症

度は，軽度，中等度，高度の 3 段階で評価した。 

＜主要評価項目＞ 
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・ 最終評価時期における胸やけの完全消失率注 1） 

＜副次的評価項目＞ 

・ 治療開始後 2 週後及び 4 週後における胸やけの完全消失率 

・ 胸やけの緩解率注 2） 

・ 胸やけのない日数の割合 

・ 胸やけ（昼間）のない日数の割合 

・ 胸やけ（夜間）のない日数の割合 

・ 治療開始後初めて胸やけの消失が 24 時間持続するまでの日数 

・ 治療開始後初めて胸やけの消失が 48 時間持続するまでの日数 

・ 治療開始後初めて昼間の胸やけが消失する（無しになる）までの日数 

・ 治療開始後初めて夜間の胸やけが消失する（無しになる）までの日数 

・ 昼間の胸やけの重症度スコア 

・ 夜間の胸やけの重症度スコア 

・ 治療開始 1 日目から 7 日目評価時期における胸やけ重症度スコア注 3）別の分布 

・ 胸やけ以外の自覚症状（おくび，口腔内酸逆流，咽喉頭違和感，早期満腹感，腹部膨満感，悪

心，嘔吐）の重症度スコア 

・ 効果不良のため中止した症例の割合 

注 1）直前の 7 日間とも胸やけが消失していた症例の割合。 

注 2）直前の 7 日間（14 区間）のうち，胸やけの発現が 1 区間を超えなかった症例の割合。 

なお，1 区間は昼間又は夜間と定義し，同じ区間内で胸やけが複数回発現しても 1 区間の発現と

した。 

注 3）症状の重症度（なし，軽度，中等度，高度）を各々0 点，1 点，2 点，3 点とスコア化し集

計した。 

安全性・その他； 有害事象，臨床検査（血液学的検査，血液生化学的検査，尿検査），血清ガスト

リン，CYP2C19 遺伝子型，抗 H.pylori IgG 抗体等 

 

統計手法： 

有意水準は，投与群間の被験者背景の均一性に関する検討には両側 15％，用量反応関係の検討

には片側 2.5％，その他の解析には両側 5％とした。また，信頼区間の信頼係数は，両側 95％とし

た。 

なお，本治験における主たる解析は，Full Analysis Set（以下，FAS）を対象とした胸やけの完

全消失率（治療期最終時）の群間比較とした。 

（1） 被験者特性 

投与群間の均一性に関する検討において,名義尺度データにはχ2 検定を，順序分類データには

Kruskal-Wallis 検定を，また，計量データには一元配置分散分析を用い，両側有意水準 15％で帰

無仮説が棄却されたとき，当該被験者背景において投与群間で均一ではないと判断する手順に従い

実施した。 

（2） 有効性に関する評価項目 

＜主要評価項目＞ 

• 胸やけの完全消失率（治療期最終時） 

胸やけの完全消失率及びその 95％信頼区間（F 分布）を算出し，本治験における主たる解析とし
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て，プラセボ群に対する E3810 5 mg 群・E3810 10 mg 群の優越性検証について Steel 検定を用い

て検討した（対象：FAS）。 

＜副次的評価項目＞以下の解析を参考として実施した。 

• 胸やけの完全消失率（治療期最終時） 

共変量の影響について，Logistic 回帰モデルを用いて共変量の調整を行い検討した（対象：FAS ）。

また，欠測値が解析に及ぼす影響を検討するため，欠測値を Last Observation Carried Forward

（以下，LOCF）の方法により補完したデータを利用して，主たる解析と同様の解析を実施した（対

象：FAS）。更に，臨床推奨用量を選択する際の参考とするため，プラセボ群，E3810 5 mg 群及び

E3810 10 mg 群の対比係数として｢-1：0：1｣及び｢-2：1：1｣とした Cochran-Armitage 型検定を用

い用量反応関係について検討した（対象：FAS）。 

• 胸やけの完全消失率（治療期 2 週後，治療期 4 週後，治療期最終時） 

有効性評価の部分集団を用いた解析として，主たる解析と同様の解析を Per Protocol Set（以下，

PPS）を対象に行い検討した。 

• 胸やけの完全消失率（治療期 2 週後，治療期 4 週後），胸やけの緩解率（治療期 2 週後，治療

期 4 週後，治療期最終時） 

プラセボ群に対する E3810 5 mg 群・E3810 10 mg 群の群間比較に Steel 検定を用いて検討した（対

象：FAS）。 

• 胸やけのない日数の割合，胸やけのない昼間の区間数（日数）の割合，胸やけのない夜間の区間

数（日数）の割合，昼間の胸やけの重症度スコア，夜間の胸やけの重症度スコア，胸やけ以外の自

覚症状の重症度スコア，胸やけ以外の自覚症状の重症度スコア（治療期 2 週後，治療期 4 週後，

治療期最終時） 

投与前値からの変化量に関する基本等計量を算出し，投与前値からの変化量について対応のある t 

検定を，プラセボ群に対する E3810 5 mg 群・E3810 10 mg 群の群間比較に Dunnett 検定を用いて

検討した（対象：FAS）。 

• 昼間の胸やけの重症度，夜間の胸やけの重症度，胸やけ以外の自覚症状の重症度投与前値からの

推移に関して，群内比較に Wilcoxon 符号付順位検定を，プラセボ群に対する E3810 5 mg 群・E3810 

10 mg 群の群間比較に Steel 検定を用いて検討した（対象：FAS）。 

• 胸やけの消失が 24 時間持続するまでの日数，胸やけの消失が 48 時間持続するまでの日数，昼

間の胸やけが消失するまでの日数，夜間の胸やけが消失するまでの日数プラセボ群に対する E3810 

5 mg 群・E3810 10 mg 群の群間比較に，対比｢-1：0：1｣及び｢-1：1：0｣の対比間の多重性を考慮

した Log-rank 検定を用いて検討した（対象： FAS）。 

 

（3） 安全性に関する評価項目 

1） 有害事象 

有害事象及び副作用において，MedDRA/J の器官別大分類（System Organ Class; 以下， SOC）・基

本語（Preferred terms; 以下，PT）ごとの発現率及びその 95％信頼区間（F 分布）を算出し，プ

ラセボ群に対する E3810 5 mg 群・E3810 10 mg 群の群間比較において，発現率には Fisher の直

接確率法を，重症度には Wilcoxon 順位和検定を用いて検討した。 

2） 臨床検査 

血液学的検査及び血液生化学的検査において，測定値及び投与前値からの変化量に関する基本統計

量を算出し，投与前値からの変化量について群内比較に Wilcoxon 符号付順位検定を，プラセボ群
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に対する E3810 5 mg 群・E3810 10 mg 群の群間比較に Wilcoxon 順位和検定を用いて検討した。

また，尿検査において，投与前後の変化をシフトテーブルにまとめ，投与前値からの推移に関して，

群内比較に Wilcoxon 符号付順位検定を，プラセボ群に対する E3810 5 mg 群・E3810 10 mg 群の

群間比較に Wilcoxon 順位和検定を用いて検討した。更に，臨床検査値異常変動発現率及びその

95％信頼区間（F 分布）を算出し，プラセボ群に対する E3810 5 mg 群・E3810 10 mg 群の群間比

較に Fisher の直接確率法を用いて検討した。 

 

要約－結論 

有効性の結果： 

本治験の主要評価項目である最終評価時期（治療期最終時）の胸やけの完全消失率は，FASでは

プラセボ群 20.9％（19/91 例），E3810 5 mg 群 34.4％（32/93 例），E3810 10 mg 群 43.6％（44/101 

例）であり，プラセボ群と E3810 5 mg 群の間に有意差は認められなかった（p=0.074；Steel 検

定）が，E3810 10 mg 群ではプラセボ群に対する優越性が検証された（p=0.001；Steel 検定）。ま

た，PPS の胸やけの完全消失率の結果は，FAS を対象とした解析結果と同様であり，矛盾は認めら

れなかった。 

治療期 2 週後及び治療期 4 週後の胸やけ完全消失率（％）及び胸やけの緩解率（％）において

も，E3810 10 mg 群はプラセボ群に対して有意に高く，主要解析の結果と矛盾は認められなかった。 

治療期における胸やけのない日数の割合の変化量は，プラセボ群と比較して E3810 5 mg 群及び

10 mg 群で有意に増加した。胸やけ（昼間）のない日数の割合の変化量は，プラセボ群と比較して

E3810 5 mg 群及び 10 mg 群で有意に増加したが，胸やけ（夜間）のない日数の割合の変化量は，

プラセボ群に比較して E3810 5 mg 群では有意に増加したが，10 mg 群では有意差は認められなか

った。 

治療開始後に初めて胸やけの消失が 24 時間又は 48 時間持続するまでの日数，治療開始後初め

て昼間又は夜間の胸やけが消失するまでの日数は，プラセボ群に比較して E3810 5 mg 群及び 10 mg 

群では有意に短かった。 

昼間又は夜間の胸やけの重症度スコアの推移に関して，E3810 5 mg 群及び 10 mg 群でプラセボ

群に比較して重症度スコアの治療期開始時からの変化量が有意に低下した時点が認められた。治療

開始 1 日目から 7 日目における胸やけの重症度スコアの分布では，昼間，夜間ともに「改善方向

へシフト」又は「なし→なし」の症例の割合は E3810 5 mg 群及び 10 mg 群でプラセボ群と比較し

て高く，評価日ごとの重症度スコアの治療期開始時からの変化量が有意に低下した時点が認められ

た。 

胸やけ以外の自覚症状（おくび，口腔内酸逆流，咽喉頭違和感，早期満腹感，腹部膨満感，悪心，

嘔吐）のうち，治療期間にプラセボ群に比較して有意なスコアの変化が認められた症状はなかった。 

効果不良による治験中止は，プラセボ群 1 例，E3810 5 mg 群 2 例であり，10 mg 群に該当症例

はなかった。 

安全性の結果： 

（1）観察期用制酸剤の安全性 

安全性解析対象（329 例）における観察期（治療期用治験薬服薬開始日前日まで）有害事象発現

率は 33.4％，副作用発現率は 18.5％であった。また，治療期（治療期用治験薬服薬開始日以降）

有害事象のうち，観察期用制酸剤との因果関係が否定されない事象（副作用）の発現率は 1.2％で

あった。発現頻度 2％以上の有害事象は，下痢（13.7％），腹部膨満（3.6％），おくび（3.3％），
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鼻咽頭炎（3.0％），咽頭不快感（3.0％），早期満腹（2.4％），胃食道逆流性疾患（2.1％）であっ

た。発現頻度 2％以上の副作用は，下痢（12.5％）及び腹部膨満（2.4％）であった。 

死亡例及び重篤な有害事象の発現はなかった。重篤以外の重要な有害事象（治験薬投与の中止原

因となった有害事象，又は重症度が「高度」と判定された有害事象）は，6 例 8 件発現し，観察

期用制酸剤との因果関係が否定されない事象は口渇（投与中止），腹部膨満（高度），下痢（投与中

止）の各 1 例 1 件であった。 

観察期における臨床検査値異常変動の発現率は，2.7％（9/329 例）であり，最も発現率が高い検

査項目は，ALT（GPT）（0.9％）であった。 

 

（2）治療期用治験薬の安全性 

安全性解析対象（286 例）における，治療期（治療期用治験薬服薬開始日以降）有害事象発現率

はプラセボ群 35.2％，E3810 5 mg 群 34.4％，E3810 10 mg 群 36.3％，副作用発現率はプラセボ

群 11.0％，E3810 5 mg 群 11.8％，E3810 10 mg 群 11.8％であり，プラセボ群と E3810 5 mg群及

び 10 mg 群の有害事象発現率，副作用発現率にはいずれも有意差は認められなかった。発現頻度 2％

以上の治療期副作用は，プラセボ群で下痢（2.2％）及び血中乳酸脱水素酵素増加（2.2％），E3810 

5 mg 群では腹部膨満（2.2％）及び口渇（2.2％），E3810 10 mg 群では，便秘（2.9％）及び腹部

膨満（2.0％）であった。また，観察期（治療期用治験薬服薬開始日前日まで）に発現し，治療期

においても持続していた有害事象のうち，治療期用治験薬との因果関係が否定されない事象（副作

用）の発現率はプラセボ群 3.3％，E3810 5 mg 群 5.4％，E381010 mg 群 2.0％であり，プラセボ

群と E3810 5 mg 群及び 10 mg 群との間に有意差は認められなかった。発現頻度 2％以上の観察期

副作用は，プラセボ群の悪心（2.2％）のみであった。 

死亡例はなかった。重篤な有害事象として，治療期用治験薬の投与終了 23 日後に E3810 5 mg 群

の 1 例に中等度の急性胃粘膜病変及び逆流性食道炎（入院）が発現したが，治験薬との因果関係

は「関連なし」と判断された。 

重篤以外の重要な有害事象（治験薬投与の中止原因となった有害事象，又は重症度が「高度」と

判定された有害事象）は，治療期においては E3810 5 mg 群に 1 例 1 件，E3810 10 mg 群に 3 例

6 件発現した。これらの事象のうち治療期用治験薬との因果関係が否定されない事象は，E3810 10 

mg 群の 2 例 3 件（1 例に便秘，1 例に動悸及び倦怠感［いずれも投与中止］）であった。 

CYP2C19 遺伝子型別の有害事象発現率において，プラセボ群と E3810 群 5 mg 群及び 10 mg 群の

間に有意差は認められず，その他の被験者背景においても有害事象の発現率に差はみられなかった。 

治療期における臨床検査値異常変動の発現率は，プラセボ群 5.5％（5/91 例），E3810 5 mg 群

7.5％（7/93 例），E3810 10 mg 群 5.0％（5/101 例）であった。各群で異常変動の発現率が 2％以

上の検査項目はプラセボ群の LD(LDH)（2.2％，2/91 例），E3810 5 mg 群の白血球数（WBC）（2.2％，

2/92 例）及びγ-GTP（2.2％，2/92 例），E3810 10 mg 群の白血球数（WBC）（2.0％， 2/101 例）

及び白血球分画・好中球（2.0％，2/101 例）であった。群間比較（Fisher の直接確率計算法）に

よりプラセボ群と E3810 5 mg 群又は 10 mg 群の間で発現率に有意差のみられた検査項目はなかっ

た。 

E3810 の長期投与により高ガストリン血症が報告されていることから，治療期用治験薬投与前後

の血清ガストリン値を集計した。その結果，E3810 5 mg 群及び 10 mg 群でプラセボ群に比較して

有意な血清ガストリン値の上昇が認められたが，E3810 群の治療期最終時の測定値（平均値）は基

準値上限（200 pg/mL）付近であり，血清ガストリン値の上昇に付随したと考えられる有害事象の
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発現も認められなかった。 

以上より，E3810 の副作用として，腹部膨満，便秘などの胃腸障害の発現を認めたが，死亡例，

E3810 との因果関係が否定されない重篤な有害事象は認められなかったことから，非びらん性胃食

道逆流症患者に対する E3810 の 5 mg 又は 10 mg の 1 日 1 回 28 日間経口投与は，忍容性に問題

ないと考えられた。 

 

結 論： 

非びらん性 GERD 患者の胸やけ症状に対し，1 日 1 回，28 日間の E3810 10 mg の経口投与によ

りプラセボに対する有意な改善が認められた。 

E3810 の副作用として，腹部膨満，便秘などの胃腸障害の発現を認めたが，死亡例，E3810 との

因果関係を否定できない重篤な有害事象は認められなかったことから，忍容性に問題はないと考え

られた。 

以上より，E3810 は非びらん性 GERD 患者の胸やけ症状の改善に貢献できる薬剤であると考えら

れる。 

 

報告書作成日：2006 年 3 月 17 日 
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■［を対象とした］でイートモ検索した結果（101～200 件目を表示） 

 

医学翻訳の友 
 

検索語 [該当データ：200 件] 

イートモ ５.６ を対象とした 

  
  英  文 和  文 

Study X is a single-arm, open-label, multicenter, 

2-stage-design study in metastatic breast cancer refractory 

to an anthracycline. 

試験Xは、アントラサイクリン系薬剤が無効の転移性乳癌を対象

とした単一群非盲検多施設共同 2 段階試験である 

The nonclinical toxicokinetic properties of Drug A have been 

evaluated as part of the toxicology studies in the cynomolgus 

monkey. 

薬剤 A の非臨床トキシコキネティクスは、カニクイザルを対象とした

毒性試験の一部で評価された 

In a clinical study in healthy subjects, cimetidine increased 

total exposure to Drug A by 20% and decreased renal 

clearance by 25%. 

健康被験者を対象とした臨床試験において、シメチジンは薬剤

A の総曝露量を 20％増加させ、腎クリアランスを 25％低下させた 

A 104-week dermal carcinogenicity study was conducted in 

mice with Drug A ointment, equivalent to Drug A doses of 

10-100 mg/kg/day. 

薬剤 A 10～100mg/kg/日に相当する用量の薬剤 A 軟膏につい

て、マウスを対象とした 104 週間皮膚がん原性試験を実施した 

The hemodynamic and renal effects of Drug A have been 

investigated in a series of studies in normotensive New 

Zealand white rabbits. 

正常血圧のニュージーランドホワイトウサギを対象とした一連の試

験で薬剤 A の血行動態及び腎臓に対する影響を検討した 

A total of 1000 postmenopausal women with hormone 

receptor–positive breast cancer without prior cardiovascular 

disease were included. 

ホルモン受容体陽性の乳癌で、心血管疾患の既往がない合計

1000 例の閉経後女性を対象とした 

The so-called accelerated drug approval program enables 

companies to apply for approval with less elaborate testing 

on fewer patients. 

いわゆる迅速承認制度により、企業は比較的少ない患者数を

対象とした比較的簡略な試験で承認申請することができる 

Adverse events reported in clinical studies with Drug A in 

HIV-infected patients were consistent with the progression 

of HIV infection. 

HIV 感染患者を対象とした薬剤 A の臨床試験で報告された有

害事象と HIV 感染の進行に一致するところがあった 

The evaluation of clinical pharmacology will focus on the 

comparison of the Japanese dose-finding study X with the 

non-Japanese study Y. 

臨床薬理の評価では、日本人を対象とした用量設定試験 X と

外国人を対象とした試験 Y の比較に焦点を当てる 

The analyses of efficacy included all patients who received at 

least one dose of Drug A or placebo and had at least one 

follow-up visit. 

有効性解析は薬剤 A 又はプラセボが 1 回以上投与され、1 回

以上の来院があった患者を対象とした 

A bridging study was subsequently conducted in the monkey 

to support the switch from a synthetic to a recombinant 

manufacturing process. 

その後、合成による製造工程から組換えによる製造工程への切

り替えを支援するため、サルを対象としたブリッジング試験を実施

した 

There are comparatively few randomized studies of 脳血管疾患の既往がある患者を対象とした降圧薬のランダム化
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blood-pressure-lowering drugs among patients with a history 

of cerebrovascular disease. 

試験は比較的少ない 

A phase II dose-ranging study of Drug A in patients 

experiencing acute, ultrasound-confirmed deep vein 

thrombosis started in January 2013. 

超音波検査で確認された急性の深部静脈血栓症の患者を対

象とした薬剤 A の第 II 相用量設定試験が 2013 年 1 月に開始

された 

A comparative PK study demonstrated equivalence in terms 

of PK, between the new formulation and the old formulation 

in cynomolgus monkeys. 

カニクイザルを対象としたとき、比較PK試験により、新規の製剤と

従来の製剤が PK の点で同等であることが明らかにされた《同等

性が証明された》 

However, the potential for transplacental transfer has been 

examined as part of an embryofetal development study in the 

cynomolgus monkey. 

しかし、カニクイザルを対象とした胚・胎児発生試験の一部で経

胎盤移行性が検討されている 

Nevertheless, based on our market research with 

rheumatologists, we believe this approach will also work well 

in the North American market . 

それでもやはり、リウマチ専門医を対象とした市場調査を踏まえ、

北米マーケットでもこのアプローチがうまくいくと考える 

Preclinical evaluations of Drug A in animals with osteoporosis 

have documented greater bone strength in accordance with 

increased bone mass. 

骨粗鬆症の動物を対象とした薬剤 A の前臨床評価により、骨

量が大きくなるにつれて骨強度が高まることが証明されている 

Moreover, a study in patients with compensated cirrhosis has 

demonstrated that treatment with a nucleoside analog 

improves clinical outcome. 

さらに、代償性肝硬変の患者を対象とした試験により、核酸アナ

ログの投与で臨床成績が改善することが示されている 

In a double-blind study in 100 elderly subjects, Dr. X reported 

significant effects of Drug A on 7 out of 15 measures of 

cognitive function. 

高齢被験者 100 例を対象とした二重盲検試験において、認知

機能の 15 項目のうち 7 項目に薬剤 A による著しい影響があるこ

とが X 博士から報告された 

Analysis of the primary endpoint was by intention to treat, 

which included all randomly assigned patients irrespective of 

treatment received. 

主要評価項目の分析は ITT 分析とし、投与の別に関係なくラン

ダムに割り付けられたすべての患者を対象とした 

A phase I clinical study to investigate Drug A in patients with 

metastatic androgen-independent prostate cancer was 

initiated in January 2014. 

転移性アンドロゲン非依存性前立腺癌の患者を対象とした薬剤

A の第 I 相臨床試験は 2014 年 1 月に開始された 

In studies of Drug A in elderly patients with dementia-related 

psychosis, cerebrovascular adverse events, including 

fatalities, were reported. 

認知症関連の精神病の高齢者を対象とした薬剤 A の試験で

は、死亡を含む脳血管の有害事象が報告された 

In a phase I study of Drug A monotherapy in children, the 

average apparent clearance at a dose of 1 mg/kg was 

estimated at 15 to 20 liters/h/m2. 

小児を対象とした薬剤 A 単独療法の第 I 相試験では、1mg/kg

投与時の見かけの平均クリアランスは 15～20L/h/m2 と推定され

た 

One non-controlled study conducted in 100 Japanese 

outpatients reported a mean daily Drug A requirement of 3.0 

mg to achieve an INR of 2 to 2.5. 

日本人の外来患者 100 例を対象とした非対照試験では、INR 2

～2.5 を達成するのに必要な薬剤 A の平均 1 日量は 3.0mg と

報告された 

The artificial platelet could be used in surgical procedures 

involving patients who have a low platelet count resulting 

人工血小板は、癌放射線療法によって血小板数が減少してい

る患者を対象とした手術で使われる見込みである 
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from cancer radiotherapy. 

The four clinical studies included in this submission involved 

a total of 700 patients exposed to Drug A, ranging in age from 

2 days to 89 years. 

この提出資料に記載した 4 臨床試験は、年齢範囲が生後 2 日

から 89 歳で、薬剤 A の曝露を受けた合計 700 例の患者を対象

とした 

In studies in patients with arthritis, a comparable incidence of 

peripheral edema has been observed to that seen with 

non-specific COX-inhibitors. 

関節炎患者を対象とした試験において、末梢浮腫の発現率は

非特異的 COX 阻害薬による発現率と同程度であった 

The clinical relevance of these findings remains unclear and 

is currently being evaluated in the phase III studies in a larger 

patient population. 

これらの所見の臨床的意義は不明のままであり、現在、これまで

よりも大規模な患者集団を対象とした第 III 相試験で検討中で

ある 

Disappointing efficacy results have been reported for Drug A 

plus Drug B in a randomized phase III study in 100 patients 

with resistance to Drug C. 

薬剤 C が無効の患者 100 例を対象としたランダム化第 III 相試

験では、薬剤 A と薬剤 B の併用投与で残念な有効性成績が報

告されている 

Safety data collected across all Phase II clinical studies in 

RA demonstrated no dose-related trend in the incidence or 

severity of adverse events. 

RA を対象としたすべての第 II 相臨床試験で得られた安全性デー

タが示すように、有害事象の発現率又は重症度に用量関連性

の傾向はなかった 

In chemotherapy-naive patients, a phase III study is ongoing 

and after the completion, a supplemental application will be 

filed for this indication. 

化学療法未治療の患者を対象とした第 III 相試験を現在実施

中であり、その終了後に本適応症について一変申請を予定して

いる 

The dry mouth rates for Drug A and Drug B should not be 

compared, because they were derived from different studies 

using different study populations. 

薬剤 A と薬剤 B に関する口渇発現率については、これらの数値

が異なる試験集団を対象とした異なる試験で得られたものである

ため、比較すべきではない 

For efficacy and safety analyses, any patient who took the 

study drug and completed at least one visit during the 

active-treatment phase was included. 

有効性及び安全性の解析は、実薬投与期に治験薬を服用し、

1 回以上来院した患者を対象とした 

In a placebo-controlled study of 100 patients, those treated 

with Drug A had improved lung function and walking capacity 

after 10 weeks, the FDA said. 

FDA によると、患者 100 例を対象としたプラセボ対照試験におい

て、薬剤 A 投与患者では 10 週間後に肺機能及び歩行能力が

改善していたという 

Concept sheets outlining the study designs for planned 

tumorigenicity and biodistribution studies in rats following 

subretinal injection are attached. 

ラットを対象とした網膜下注射による計画中の腫瘍原性試験及

び生体内分布試験の試験デザインに関する概要が記載されたコ

ンセプトシートを添付する 

This device is intended for children that weigh at least 41 

pounds and have a chest size of 26 inches or more, about the 

size of an average 8 years old. 

このデバイスは、体重 41 ポンド以上かつ胸囲 26 インチ以上と 8

歳児平均の体格の小児を対象としたものである 

Although formal studies in patients with renal or hepatic 

impairment have not been conducted, dose adjustments are 

not deemed necessary in such patients. 

腎機能障害又は肝機能障害の患者を対象とした正式な試験

は行われていないが、これらの患者において用量調節は必要ない

と考えられる 

These results are consistent with those in repeat-dose Drug 

A studies in dogs and monkeys, in which no evidence of 

drug-related ECG effects was observed. 

これらの結果は、ECG に対する薬剤関連性の影響がみられなか

ったイヌ及びサルを対象とした薬剤 A の反復投与試験の結果と

一致している 
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These events occurred during the first dosing interval in a 

phase I study of a humanized immunomodulatory monoclonal 

antibody involving healthy subjects. 

これらの事象は、健康被験者を対象とした免疫調節性ヒト化モ

ノクローナル抗体の第 I 相試験の最初の投与期に起こった 

Drug A did not significantly extend disease-free survival 

(DFS) in patients with postsurgical melanoma when 

compared with a placebo in a phase III study. 

術後メラノーマの患者を対象とした第 III 相試験において、プラセ

ボと比較して薬剤 A により無病生存期間（DFS）が有意に延びる

ことはなかった 

According to advice in these consultations, we conducted a 

phase I study in healthy adult males and another phase I 

study in chemotherapy-naive patients. 

これらの相談における助言を踏まえ、我々は健康成人男性を対

象とした第 I 相試験並びに化学療法未治療患者を対象とした別

の第 I 相試験を行った 

This is one of the largest international clinical study 

programs in COPD comprising 10 studies in total with more 

than 7000 patients across 30 countries. 

これは COPD を対象とした最大規模の国際臨床試験プログラム

の 1 つで、計 10 試験で構成され、30 ヵ国からの 7000 例を超える

患者が参加している 

To further evaluate this activity, we pooled efficacy and 

safety data from two phase II studies in patients with 

ALK-positive non–small-cell lung cancer. 

この作用について詳しく評価するため、我々は ALK 陽性非小細

胞肺癌の患者を対象とした 2 つの第 II 相試験の有効性・安全性

データを統合した 

In pivotal studies of Drug A in neovascular AMD, two-thirds 

of patients did not achieve best-corrected visual acuity 

(BCVA) gains of at least 15 letters. 

新生血管 AMD を対象とした薬剤 A のピボタル試験では、患者の

2/3 において最高矯正視力（BCVA）で 15 文字以上の改善が達

成されなかった 

As of January 1, 2016, ongoing clinical studies include 5 

studies in melanoma, 3 studies in colorectal cancer, and 1 

study in non-small cell lung cancer. 

2016 年 1 月 1 日現在、進行中の臨床試験は悪性黒色腫を対

象とした 5 試験、結腸直腸癌を対象とした 3 試験、非小細胞肺

癌を対象とした 1 試験である 

We performed a double-blind study involving women with 

idiopathic urinary incontinence who had at least four 

episodes of urgency in the preceding 4 weeks. 

我々は、4 週間で尿意切迫感が 4 回以上である特発性尿失禁

の女性を対象とした二重盲検試験を行った 

The first phase I study in choroidal neovascularization 

associated with age-related macular degeneration shows 

very promising results for this indication. 

加齢黄斑変性を伴う脈絡膜新生血管を対象とした最初の第 I

相試験は、この適応症に対して極めて有望な成績を示している 

The study in non-diabetic subjects shows that the 

combination of Drug A and Drug B gives more renal 

protection, compared with either component monotherapy 

非糖尿病被験者を対象とした本試験により、薬剤 A と薬剤 B を

併用投与することにより、各剤の単独療法と比較してより高い腎

保護作用が得られることが示されている 

The severe lymphopenia observed in these patients was 

unexpected; a temporary lymphocytosis had been observed 

in preclinical studies of Drug A in animals. 

これらの患者で観察された重度のリンパ球減少症は予想外であ

ったが、それは動物を対象とした薬剤 A の前臨床試験で一過性

のリンパ球増加症が観察されていたためである 

Six-month results from a clinical study involving a second 

generation leptin molecule suggest that it is a better product 

candidate than the native molecule. 

第二世代レプチン分子を対象とした臨床試験の 6 ヵ月間成績か

ら、この分子は天然型分子よりも優れた医薬品候補であることが

示唆されている 

The safety of Drug A has been evaluated in patients with 

social anxiety disorder at doses up to several times higher 

than those proposed for use in this study. 

社会不安障害の患者を対象とした薬剤 A の安全性は、本試験

での使用が提案されている用量よりも数倍高い用量まで評価さ

れている 
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Study X was an international, phase III study of Drug A in 

patients with prostate cancer who had previously been 

treated with one or two chemotherapy regimens. 

試験 X は、1 種類又は 2 種類の化学療法による治療歴のある

前立腺癌患者を対象とした国際第 III 相試験であった 

The tissue distribution of 14C-Drug A has been evaluated in 

male mice in quantitative whole body autoradiography studies 

after a single oral dose of 100 mg/kg. 

雄マウスを対象とした定量的全身オートラジオグラフィー試験に

て、14C 薬剤 A を 100mg/kg で単回経口投与したときの組織分

布を検討した 

The study included nonpregnant adults 18 years or older with 

type 2 diabetes who had no episodes of severe hypoglycemia 

or hyperglycemia in the prior 12 months. 

本試験は、18 歳以上で、妊娠しておらず、直近の 12 ヵ月間に重

度の低血糖又は高血糖が起きていない 2 型糖尿病の成人を対

象とした 

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の知見

が必要である 

These results are consistent with previous studies in human 

subjects, where the half-life of Drug A was shown to be 

about 5 times more rapid than that of Drug B. 

ヒト被験者を対象とした先の試験では薬剤 A の半減期が薬剤 B

よりも約 5 倍速いことが示されたが、今回の結果はそれと一致して

いる 

As the clinical development of the iv route of Drug A 

administration in RA was no longer pursued, this extension 

study was prematurely terminated by the sponsor. 

RA を対象とした薬剤 A 静脈内投与についてはこれ以上の臨床

開発は行わないこととなったことから、この継続試験は治験依頼

者によって早期中止とされた 

Encouraging results have been reported in three open-label 

studies of Drug A in children with Disease A and in a 

retrospective chart review of pediatric patients. 

疾患 A の小児を対象とした薬剤 A の非盲検試験 3 試験並びに

小児患者のカルテをレトロスペクティブに検討した調査において有

望な成績が報告されている 

Besides testing the regimen in colorectal cancer patients, 

Company A is engaged in phase II studies of a Drug A and 

Drug B combination for breast cancer patients. 

結腸直腸癌患者に対するレジメンを検討することに加えて、会社

A は乳癌患者を対象とした薬剤 A と薬剤 B の配合剤の第 II 相

試験にも携わっている 

A single dose pharmacokinetic study in Japanese healthy 

subjects with Drug A doses of 200, 400, and 600 mg was 

conducted in Japan under the auspices of Company A. 

日本人健康被験者を対象とした薬剤 A 200mg、400mg、

600mg の単回投与薬物動態試験が会社 A の後援の下に本邦

で行われた 

In a clinical study in patients who have hypertension and also 

are suffering from chronic kidney disease, Drug A has been 

proven to have kidney protective effects. 

高血圧で、慢性腎疾患もある患者を対象とした臨床試験におい

て、薬剤 A に腎臓保護作用があることが証明された 

Drug A monotherapy has not been compared with a BRAF 

inhibitor in a clinical study in patients with BRAF V600 

mutation-positive unresectable or metastatic melanoma. 

BRAF V600 変異陽性で切除不能又は転移性の黒色腫患者を

対象とした臨床試験において、薬剤A単独療法とBRAF阻害薬

の比較は行われていない 

Single and multiple dose studies of Drug A in transplant 

recipients confirmed a rapid absorption, with maximum blood 

concentrations occurring 1-2 hours after dosing. 

移植患者を対象とした薬剤 A の単回投与試験及び反復投与

試験によって、急速に吸収されること、そして投与 1～2 時間後に

最高血中濃度になることが確認された 

The safety profile of Drug A will be updated as more data 

become available from post-marketing experience and 

clinical studies in colon cancer and other tumor types. 

結腸癌及びその他の種類の腫瘍を対象とした市販後使用経験

並びに臨床試験でさらに多くのデータが得られたならば、薬剤 Aの

安全性プロファイルを更新する予定である 
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We analyzed data on the timing of Drug A prophylaxis 

collected by chart review in a subgroup of 500 infants as a 

means of validating the results in the entire cohort. 

我々は、コホート全体での成績を検証する手段として、乳幼児

500 例を対象としたカルテ調査で入手した薬剤 A の予防的投与

の時期に関するデータについて解析した 

The possible impact of race, age, gender, body surface area, 

and hepatic and renal status was investigated in the 

integrated analyses across all non-Japanese studies. 

人種、年齢、性別、体表面積、肝臓及び腎臓の状態のインパク

トについては、外国人の全試験を対象とした統合解析で検討し

た 

The pharmacokinetic parameters for the metabolites in our 

study showed some differences compared to those of the 

earlier study in patients with chronic renal failure. 

今回の試験における代謝物の薬物動態パラメータには慢性腎不

全患者を対象とした初期に試験と比べていくつかの違い《相違

点》が認められた 

In a study with poor and extensive metabolizers of CYP2D6, 

two of the three poor metabolizers showed a higher Drug A 

exposure than did the six extensive metabolizers. 

CYP2D6 のプアメタボライザー及びエクステンシブメタボライザーを

対象とした試験では、プアメタボライザーの 3 例中 2 例における薬

剤 A の曝露量のほうが 6 例のエクステンシブメタボライザーよりも大

きかった 

Postmortem and brain imaging studies that measured brain 

serotonin receptors in major depression reported an 

increase, decrease, and no change compared with controls. 

大うつ病を対象とした死後の脳画像検査で脳内セロトニン受容

体を測定し、対照と比較したところ、増加、減少、不変の結果が

報告された 

Due to the close interrelation of the structures targeted by 

Drug A and Drug B, screening of cardiac function with Drug B 

was included in nonclinical primate studies. 

薬剤 A と薬剤 B が標的とする構造が互いに密接に関係している

ため、霊長類を対象とした非臨床試験では薬剤 B について心機

能のスクリーニング検査を設定した 

In a single dose study in 10 healthy subjects, 

coadministration of Drug A with Drug B increased the Drug A 

Cmax by 9-fold and AUC by 70-fold compared to Drug A 

alone. 

健康被験者 10 例を対象とした単回投与試験では、薬剤 A を

薬剤 B と併用投与したところ、薬剤 A 単独投与と比較して、薬

剤 A の Cmax が 9 倍、AUC が 70 倍上昇した 

Reproductive toxicity studies in pregnant rhesus monkeys 

demonstrated an increase in fetal loss in animals treated with 

Drug A at doses of greater than 100 µg/kg/day. 

妊娠アカゲザルを対象とした生殖毒性試験において、100µg/kg/

日を超える用量で薬剤 A が投与された動物で胎児死亡の増加

が認められた 

Previous studies in  healthy subjects have demonstrated 

that following a 1-hour infusion, Drug A and Drug B undergo 

rapid elimination, with t1/2 values of about 1 hour. 

健康被験者を対象としたこれまでの試験では、1 時間の点滴静

注の後、薬剤 A 及び薬剤 B は急速に消失し、半減期は約 1 時

間であることが示されている 

Drug A is currently being evaluated in subjects who are 

treatment-naïve  and infected with HCV genotype 1, 2, 3, or 

4 in a dose-ranging, active-controlled phase 2a study. 

薬剤 A については、現在、未治療で、HCV ジェノタイプ 1、2、3

又は 4 に感染している被験者を対象とした第 2a 相用量設定実

薬対照試験で評価が行われているところである 

Robust efficacy has been observed for Drug A administered 

at 3 mg/kg across multiple measures of asthma control in 

patients with eosinophilic asthma in Study X and Study Y. 

好酸球性喘息の患者を対象とした試験 X 及び試験 Y において、

薬剤 A を 3mg/kg で投与したとき、喘息コントロールに関する複

数の指標で高い有効性が認められている 

This retrospective study from 1980 to 2010 included 100 

patients operated on early (<15 days) after the occurrence of 

a post-myocardial infarction ventricular septal defect. 

1980 年から 2010 年までのこのレトロスペクティブ試験は、心筋梗

塞後の心室中隔欠損の発現から早期に（15 日以内）手術を受

けた患者 100 例を対象とした 

The integrated summary of safety (ISS) for this drug focused 

primarily on the results of placebo-controlled and 

本剤に関する安全性概要書（ISS）は、疾患 A の患者を対象とし

たプラセボ対照及び実薬対照の第 III 相試験の成績に対して主
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active-controlled phase III studies in patients with Disease A. に焦点を当てている 

In a study in 100 patients with locally advanced squamous 

cell cancer of the head and neck, patients treated with Drug 

A, cisplatin, and radiation had a 95% incidence of rash. 

頭頸部の局所進行扁平上皮癌の患者 100 例を対象とした試

験では、薬剤 A、シスプラチン、放射線療法で治療を受けた患者

に 95％の発現率で皮疹が認められた 

The aim of this study was to evaluate the reproducibility and 

validity of a 60-item semiquantitative food frequency 

questionnaire used in a large prospective study among 

women. 

本試験の目的は、女性を対象とした大規模なプロスペクティブ試

験で用いられた 60 項目半定量式食事頻度調査票の再現性及

び妥当性を評価することであった 

Early results from two ongoing phase I studies of Drug A in 

relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia have 

shown encouraging anti-tumor efficacy with manageable 

toxicity. 

進行中の再発性・難治性慢性リンパ球性白血病を対象とした

薬剤 A の 2 つの第 I 相試験で得られた初期の成績から、有望な

抗腫瘍効果が示されており、毒性は管理可能なものであった 

In the past, most epidemiologic studies in selected 

populations have underestimated the prevalence of this 

disease, because they focused only on those patients with 

incontinence. 

これまで、所定の集団を対象としたほとんどの疫学調査において

は、尿失禁の患者のみに焦点を当てていたため《～を調査対象と

していたため》、本疾患の有病率が過小評価されていた 

In the 100-patient study, 50% of those who took Drug A with 

Drug B saw their tumors shrink by 50% or more. That is more 

than double the rate in patients who took Drug A by itself. 

100 例の患者を対象とした治験において、薬剤 A を薬剤 B と併

用した患者の50％で腫瘍が50％以上縮小した《縮小率は50％

以上であった》。この割合は薬剤 A を単独投与した患者の倍以

上である 

Therefore, it is considered that the development of 

neuroendocrine tumor, which was observed in the 

carcinogenicity studies of Drug A in mice and rats, is little 

relevant to humans. 

したがって、マウス及びラットを対象とした薬剤 A のがん原性試験

で神経内分泌腫瘍の発生が認められたが、ヒトに対する関連性

はほとんどないと考えられる 

Drug A has demonstrated efficacy and safety both as a single 

agent and in combination with Drug B in randomized phase II 

studies involving patients with EGFR-expressing colon 

cancer. 

薬剤 A については、EGFR 発現結腸癌患者を対象としたランダム

化第 II 相試験において単独投与でも薬剤 B との併用投与でも

有効性及び安全性が確認されている 

So we are planning two multiple-dose phase I studies of Drug 

A: Study X in chemotherapy-naive patients and Study Y in 

patients previously treated with chemotherapy containing 

Drug B. 

そこで、我々は、薬剤 A の 2 つの反復投与第 I 相試験、すなわ

ち化学療法を受けていない患者を対象とした試験 X と薬剤 B を

含む化学療法を受けたことのある患者を対象とした試験 Y を計

画中である 

Ophthalmological and histopathological examinations of the 

lens in rats, as well as biochemical analyses of the lens in 

dogs, showed no evidence of a cataractogenic effect for Drug 

A. 

イヌを対象とした水晶体の生化学的分析に加えて、ラットにおけ

る水晶体の眼科学的検査及び病理組織学的検査では、薬剤

A の白内障誘発作用を示すエビデンスは認められなかった 

Comparative studies in such patients have shown that Drug 

A is therapeutically equivalent to Drug B but has superior 

tolerability, particularly in the frequency of bothersome dry 

これらの患者を対象とした比較試験により、薬剤 A の治療効果

は薬剤 B と同等であるが、忍容性は特に不快な口渇の発現頻

度の点で薬剤 B よりも優れていることが示されている 
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mouth. 

End of Phase II (EoP2) meetings to discuss the Phase III 

study in patients with RA were held with the European 

Medicines Agency (EMA) on March 1, 2016 and with the FDA 

on April 1, 2016. 

RA 患者を対象とした第 III 相試験について協議する第 II 相試験

終了後（EoP2）会議が欧州医薬品庁（EMA）とは 2016 年 3 月 1

日に、FDA とは 2016 年 4 月 1 日に開かれた 

This was a prospective, single-arm, open-label 

proof-of-concept study in adult recipients of a first or 

second cadaveric renal allograft who were at increased risk 

of delayed graft function. 

これはプロスペクティブ単一群非盲検コンセプト実証試験《概念

実証試験》で、臓器移植後臓器機能障害のリスクが高い初回

又は 2 回目の死体腎移植を受ける成人患者を対象とした 

The last few years have seen an increase in the number of 

randomized controlled studies of new drugs in metastatic 

solid tumors using progression-free survival (PFS) as the 

primary endpoint. 

この数年間に、無増悪生存期間（PFS）を主要評価項目とし、

転移性固形癌を対象とした新医薬品のランダム化対照試験の

数が増加した 

Since Drug A is excreted via the biliary pathway and no 

studies have been conducted in patients with impaired liver 

function, it is recommended to exclude these patients from 

study population. 

薬剤 A は胆汁を介して排泄され、肝機能障害の患者を対象とし

た試験が行われていないため、これらの患者は試験集団から除

外することが望ましい 

Listings of deaths, serious adverse events, and adverse 

events leading to discontinuation of treatment in Study A 

involving chemotherapy-naive patients are provided in Table 

1 through Table 3. 

化学療法未治療の患者を対象とした試験 A における死亡例、

重篤な有害事象、投与中止に至った有害事象の一覧を表 1～

表 3 に示す 

Drug A (non-proprietary name: XXX) currently under 

development for treatment of chronic constipation has 

proceeded to a Phase 3 study and a long-term study in 

patients with chronic constipation. 

慢性便秘症治療薬として開発中の薬剤 A（一般名：XXX）につ

いて、慢性便秘症患者を対象とした第 III 相試験及び長期投与

試験が開始となった 

Superiority of Drug A over Drug B, the nucleoside analog 

most frequently used in the treatment of chronic HBV 

infection, has been confirmed in multiple studies across 

various patient populations. 

慢性 HBV 感染症の治療で最も頻繁に用いられる核酸アナログ

である薬剤 B と比較して薬剤 A が優れていることは、様々な患者

集団を対象とした多くの試験で確認されている 

In a phase I study in 20 patients with advanced cancers that 

express mesothelin, CRS-207 appeared to be well-tolerated 

at several dose levels and induced mesothelin-specific CD8+ 

T cell immunity. 

メソセリンを発現する進行癌の患者 20 例を対象とした第 I 相試

験で、CRS-207 はいくつかの用量で良好な忍容性を示し、メソセ

リン特異的 CD8+ T 細胞免疫を誘発した 

Thyroxine uridine diphosphate-glucuronosyltransferase 

(UDP-GT) was induced at high doses in rats and dogs, 

consistent with hepatocellular hypertrophy seen in repeated 

dose studies in rats and dogs. 

ラット及びイヌにおいて高用量ではチロキシンウリジン・リン酸グルク

ロノシルトランスフェラーゼ（UDP-GT）が誘導されたが、このことは

ラット及びイヌを対象とした反復投与試験でみられた肝細胞肥大

と一致するものであった 

The device is not intended for patients with corneal 

abnormalities related to thinning and irregular shape of the 

このデバイスは、眼の表面の菲薄化及び不整形状に関連する角

膜異常の患者又は角膜の厚さが不十分でこの手術に耐えられ
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surface of their eyes or insufficient corneal thickness to 

withstand the procedure. 

ない患者を対象としたものではない 

No clinically relevant changes in pulse, systolic and diastolic 

blood pressure, temperature, weight or body mass index 

occurred on treatment with Drug A in any study in 

acromegalics or in diabetics. 

先端巨大症又は糖尿病を対象としたいずれの試験においても、

薬剤 A の投与で脈拍、収縮期血圧及び拡張期血圧、体温、

体重、肥満指数に臨床的に重要な変化はなかった 

It was a multicenter, randomized, double-blind, 

placebo-controlled, ascending-dose study that included 100 

patients who were maintained on a dual immunosuppression 

regimen of corticosteroids and Drug A. 

それは多施設ランダム化二重盲検プラセボ対照増量試験で、副

腎皮質ステロイドと薬剤 A のニ剤併用免疫抑制療法による維持

療法を受けている患者 100 例を対象とした 

We are conducting two phase I studies in Japanese 

populations according to the official consultation held on 

January 1, 2013 (pre-phase I consultation) and the 

preliminary meeting held on March 1, 2013. 

我々は、2013 年 1 月 1 日の対面相談（医薬品第Ⅰ相試験開

始前相談）及び 2013 年 3 月 1 日の事前面談を踏まえて、日本

人を対象とした第 I 相試験 2 試験を行っているところである 

【戻る】 
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■［プラセボ対照］でイートモ検索した結果（1～41件目を表示） 

医学翻訳の友 検索語 [該当データ：41 件] 

イートモ ５.６ プラセボ対照 

  
  英  文 和  文 

a single-blind, placebo-controlled, dose escalation study 単盲検プラセボ対照用量漸増試験 

placebo- and active-controlled clinical studies of up to 12 

weeks duration 

最長 12 週間のプラセボ対照臨床試験及び実薬対照臨床試験 

These randomized, double-blind, placebo-controlled studies 

had identical design. 

これらのランダム化二重盲検プラセボ対照試験のデザインは同じで

あった 

We report here the principal results from this randomized, 

placebo-controlled trial. 

本報ではこのランダム化プラセボ対照試験の主な成績を報告する 

One pivotal placebo-controlled study using a daily dosing 

schedule has been carried out. 

1 日 1 回の投与スケジュールによるピボタルプラセボ対照試験が行

われた 

This study is the largest placebo-controlled study ever 

conducted in patients with Disease A. 

本試験は疾患 A の患者で行われたプラセボ対照試験としてはこれ

までで最大規模である 

Five double-blind, placebo-controlled randomized clinical 

studies were entered in a metaanalysis. 

二重盲検プラセボ対照ランダム化臨床試験の 5 試験をメタアナリ

シスの対象とした 

Table 1 summarizes the numbers of patients randomized and 

treated in the two placebo-controlled studies. 

表 1 には 2 つのプラセボ対照試験でランダム化され、投与を受けた

患者数をまとめて示す 

The second placebo-controlled study was conducted in 100 

patients with newly diagnosed partial seizures. 

2 番目のプラセボ対照試験は新規に部分発作と診断された患者

100 例を対象に実施された 

We are not in agreement that the placebo-controlled study 

does not provide evidence of efficacy of this drug. 

我々としては、このプラセボ対照試験では本剤の有効性の証明に

はならないという考えに賛成できない《同意できない／反対の立場

である》 

A randomized double-blind placebo-controlled study was 

conducted in patients with familial adenomatous polyposis. 

家族性大腸腺腫症の患者を対象にランダム化二重盲検プラセボ

対照試験が行われた 

All randomized patients in the placebo-controlled studies 

were treated, and all but 2 in the active-controlled study. 

これらのプラセボ対照試験でランダム化されたすべての患者に投与

が行われ、実薬対照試験では 2 例を除く全例に投与が行われた 

Study X was a double-blind, placebo-controlled study of 

Drug A in 5 patients with moderate to severe COPD in GOLD 

3 stage. 

試験 X は、GOLD ステージ 3 の中等度～重度の COPD 患者 5

例を対象とした薬剤 A の二重盲検プラセボ対照試験である 

Fifty healthy male subjects were enrolled in a randomized, 

double-blind, placebo-controlled, single-dose, dose 

escalation study. 

健康男性被験者 50 例がランダム化二重盲検プラセボ対照単回

投与用量漸増試験に組み入れられた 

In double-blind, placebo-controlled studies, 5.0% of patients 

treated with Drug A and 2.5% of placebo-treated patients had 

seizures. 

二重盲検プラセボ対照試験において、薬剤A投与患者の5.0％、

プラセボ投与患者の 2.5％に発作が起こった 

We conducted a randomized, double-blind, 

placebo-controlled study of a fixed daily dose of Drug A in 

我々は、活動性関節リウマチの患者を対象に薬剤 A を一定用量

で連日投与したときのランダム化二重盲検プラセボ対照試験を行
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patients with active rheumatoid arthritis った 

Based on pooled analysis of placebo-controlled studies, 

severe anemia was reported in 5.0% of patients receiving 

Drug A versus 4.0 % on placebo. 

プラセボ対照試験の統合解析に基づき、薬剤 A 投与患者の

5.0％、プラセボ投与で 4.0％に重度の貧血が報告された 

A metaanalysis of randomized placebo-controlled studies of 

antiepileptic drugs has shown a small increased risk of 

suicidal ideation and behavior. 

抗てんかん薬に関するランダム化プラセボ対照試験のメタアナリシス

により、自殺念慮及び自殺行動のわずかなリスク増大が示されて

いる 

The first, Study A, was a 10-week, double-blind, 

placebo-controlled study, with weekly dosing continuing as 

an open-label extension study, Study B. 

最初の試験（試験 A）は 10 週間の二重盲検プラセボ対照試験と

し、非盲検継続試験（試験 B）として週 1 回の投与を続けた 

The FDA drug approval process, which requires 

placebo-controlled trials, makes it very difficult to gather 

some of the kinds of information we need. 

FDA の医薬品承認プロセスではプラセボ対照試験の実施が求め

られており、我々が必要とする情報のいくつかはその入手が非常に

困難である 

In a placebo-controlled study of 100 patients, those treated 

with Drug A had improved lung function and walking capacity 

after 10 weeks, the FDA said. 

FDA によると、患者 100 例を対象としたプラセボ対照試験におい

て、薬剤 A 投与患者では 10 週間後に肺機能及び歩行能力が

改善していたという 

This study was a single-center, randomized, double-blind, 

placebo-controlled, ascending dose study in which 50 

patients with heart failure were enrolled. 

本試験は、心不全患者 50 例が組み入れられた単施設ランダム

化二重盲検プラセボ対照漸増投与試験であった 

A placebo control will be used to establish the frequency and 

magnitude of changes in clinical endpoints that may occur in 

the absence of active treatment. 

実薬治療の非存在時に起こる臨床評価項目の変動の発現頻

度及び程度を確定するのにプラセボ対照が用いられる 

The clinical program for this disease consists of five studies; 

two randomized double-blind placebo-controlled studies, and 

three open-label extension studies. 

本疾患に関する臨床プログラムは、ランダム化二重盲検プラセボ

対照試験が 2 試験と非盲検継続試験が 3 試験の 5 試験で構成

されている 

At the time that this placebo-controlled study was designed 

and initiated, no life-prolonging treatment was available for 

men with progressive prostate cancer. 

このプラセボ対照試験が計画かつ開始されたとき、進行性前立腺

癌の男性に対する延命治療はなかった 

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の知見が

必要である 

We conducted a multicenter, double-blind, 

placebo-controlled study of a live attenuated, cold-adapted, 

trivalent influenzavirus vaccine in children 15 to 71 months 

old. 

我々は、生後 15～71 ヵ月の小児を対象に弱毒生菌・低温順

応・三価インフルエンザウイルスワクチンに関する多施設二重盲検

プラセボ対照試験を行った 

Two placebo-controlled studies to assess the immune 

system’s response to the vaccine were also conducted in 

the U.S. and Australia in adults 18 through 64 years of age. 

米国及びオーストラリアでは 18～64 歳の成人を対象に、このワクチ

ンに対する免疫系の応答を評価する 2 つのプラセボ対照試験も実

施された 
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The integrated summary of safety (ISS) for this drug focused 

primarily on the results of placebo-controlled and 

active-controlled phase III studies in patients with Disease A. 

本剤に関する安全性概要書（ISS）は、疾患 A の患者を対象とし

たプラセボ対照及び実薬対照の第 III 相試験の成績に対して主に

焦点を当てている 

Drug A was evaluated for treatment of the signs and 

symptoms of this disease in approximately 2000 patients in 

placebo- and active-controlled clinical studies of up to 24 

weeks in duration. 

最長 24 週間のプラセボ対照臨床試験及び実薬対照臨床試験

で、約 2000 例の患者を対象に本疾患の徴候及び症状に対する

薬剤 A の治療効果が評価された 

The primary aim of the present placebo-controlled, 12-week 

study was to evaluate the efficacy and tolerability of the new 

capsule formulation of Drug A for once-daily treatment of 

the Disease A. 

このプラセボ対照 12 週間試験は、薬剤 A の新しいカプセル製剤を

疾患 A 患者に 1 日 1 回投与したときの有効性及び忍容性を評

価することを主要目的とした 

Even in the setting of a placebo-controlled trial, the 

assessment of inhibition of structural damage has become 

challenging due to the infeasibility of using placebo for an 

extended period of time. 

プラセボ対照試験においても、プラセボを長期間にわたって使用で

きないことから、構造的損傷の抑制について評価することが困難に

なっている 

It was a multicenter, randomized, double-blind, 

placebo-controlled, ascending-dose study that included 100 

patients who were maintained on a dual immunosuppression 

regimen of corticosteroids and Drug A. 

それは多施設ランダム化二重盲検プラセボ対照増量試験で、副

腎皮質ステロイドと薬剤 A のニ剤併用免疫抑制療法による維持

療法を受けている患者 100 例を対象とした 

The discontinuation rate due to lack of efficacy or adverse 

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

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

in placebo-controlled studies. 

本試験における薬剤 A 投与で認められた有効性の欠如《効果不

十分》又は有害事象による中止率（25％）は、プラセボ対照試験

における薬剤 B で報告されている中止率の 30％及び 31％と同等

であった 

Study A is a randomized, double-blind, placebo-controlled 

study of Drug A versus placebo in 100 subjects co-infected 

with HIV and HBV who experienced recurrence of HBV 

viremia while receiving a Drug B-containing HAART. 

試験 A は、薬剤 B 含有 HAART を受けているときに HBV ウイルス

血症の再発を示した HIV 及び HBV の重複感染被験者 100 例を

対象に、薬剤 A をプラセボと比較するランダム化二重盲検プラセボ

対照試験である 

We performed a randomized, placebo-controlled study 

comparing the efficacy of treatment for two weeks with 10 

mg of Drug A and 20 mg of Drug B three times daily with that 

of Drug A alone for resolving symptoms of dyspepsia. 

我々は、薬剤 A 10mg と薬剤 B 20mg を 1 日 3 回で 2 週間併用

投与し、消化不良の症状回復に関する有効性を薬剤 A の単独

投与と比較するランダム化プラセボ対照試験を行った 

In double-blind, placebo-controlled studies of 3 months 

duration involving approximately 300 HIV-infected patients, 

adverse events with an incidence of 10% in either patients 

treated with Drug A or placebo-treated patients were: …. 

約 300 例の HIV 感染患者を対象とした 3 ヵ月間の二重盲検プラ

セボ対照試験において、薬剤 A 投与患者又はプラセボ投与患者

のいずれかで発現率が 10％の有害事象は以下のとおりであった 

a phase I, randomised, double-blind, placebo-controlled, 

parallel group study to assess the safety, tolerability, and 

pharmacokinetics of Drug A in male and female, young and 

elderly healthy subjects, after oral multiple ascending doses 

薬剤 A を若年及び高齢の健康な男女被験者に反復経口漸増

投与したときの安全性、忍容性、薬物動態を評価する第 I 相ラン

ダム化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験 
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The results for the first 10 months of the study did not show 

any increased risk of cardiovascular events on Drug A, and in 

this respect, are similar to the results of two 

placebo-controlled studies described in the current labeling 

for Drug A. 

本試験の最初の 10 ヵ月間の結果は、薬剤 A について心血管系

事象のリスク上昇を示しておらず、この点において、薬剤 A の現行

の表示物にある 2 つのプラセボ対照試験の結果と同様である 

Placebo-controlled clinical studies of inhaled zanamivir 

comparing currently approved doses with doses that are 

twice as high found that the two doses had similar tolerability 

and no difference in clinical or antiviral effects in adults with 

uncomplicated human influenza. 

ザナミビル吸入薬のプラセボ対照臨床試験において現在の承認

用量とその 2 倍の用量を比較したところ、合併症のないヒトインフル

エンザの成人では両用量とも忍容性がほぼ同等で、臨床効果又

は抗ウイルス効果に差がなかった 

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、ピロリ菌に感染しているが、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、薬剤 A と薬剤 B を併

用投与したときの消化不良の症状回復に関する有効性を薬剤 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 

【戻る】 
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■［二重盲検］でイートモ検索した結果（1～96件目を表示） 

医学翻訳の友 検索語 [該当データ：96 件] 

イートモ ５.６ 二重盲検 

  
  英  文 和  文 

The study was randomized and double-blind. 本試験はランダム化二重盲検試験とした 

In the double-blind portion of the study, …. 本試験の二重盲検期において、～ 

This double-blind treatment phase will last 6 weeks. この二重盲検投与期は 6 週間続く 

Patients were followed in a double-blind manner up to Week 10. 10 週目まで二重盲検的に患者を追跡調査した《経過観察し

た》 

The response was sustained throughout the double-blind period. この効果は二重盲検期を通して持続した 

The protocol was modified to include a third year of double-blind 

therapy. 

3 年目の二重盲検治療を設定するため、治験実施計画書を

修正した 

These randomized, double-blind, placebo-controlled studies had 

identical design. 

これらのランダム化二重盲検プラセボ対照試験のデザインは同

じであった 

Study A was a double-blind, vehicle-controlled, randomized, 

single center study. 

試験 A は、二重盲検溶媒対照ランダム化単施設試験である 

The study will include a screening period, followed by 

double-blind treatment for 6 weeks. 

本試験ではスクリーニング期間が設定され、6 週間の二重盲

検投与期が続く 

These patients completed a four-session, randomized, 

double-blind, vehicle-controlled study. 

これらの患者は 4 期構成のランダム化二重盲検溶媒対照試

験を完了した 

… during the evaluation period (from randomization up to 30 

days post double-blind treatment). 

評価期間中（ランダム化から二重盲検投与期の終了後 30 日

目まで）に、～ 

The purpose of this phase III, randomized, multicenter, 

double-blind study is to demonstrate …. 

この第 III 相ランダム化多施設二重盲検試験の目的は、～を

証明することである 

Five double-blind, placebo-controlled randomized clinical studies 

were entered in a metaanalysis. 

二重盲検プラセボ対照ランダム化臨床試験の 5 試験をメタア

ナリシスの対象とした 

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

Drug A group due to lack of efficacy. 

二重盲検期に薬剤 A 群の被験者 10 例が有効性の欠如《無

効》のため中止となった 

Studies in both phases II and III were of a double-blind, 

randomized, multi-center parallel group design. 

第 II 相及び第 III 相の両試験とも、デザインは二重盲検ランダ

ム化多施設並行群間比較試験であった 

Double-blind clinical studies conforming to the guidelines 

demonstrated the safety and efficacy of Drug A. 

本ガイドラインに準拠して行われた二重盲検臨床試験により、

薬剤 A の安全性及び有効性が証明された 

Subjects who withdraw prematurely from the double-blind phase 

will have end-of-study procedures performed. 

二重盲検期に早期中止となった被験者に対しては、試験終

了時の作業が実施される 

None of the 20 patients who received Drug A suffered a relapse 

during the double-blind phase of the study. 

薬剤 A が投与された患者 20 例のいずれも、本試験の二重盲

検期に再燃を示さなかった 

Patients had an option to discontinue the double-blind phase 

and enter the open-label phase after 10 days. 

患者は 10 日後に二重盲検期を中止し、非盲検期に移行す

ることを選択できることとした 
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The study will be considered completed for a patient when 

he/she completes the double-blind treatment phase. 

患者が二重盲検投与期を完了した時点に当該患者の試験

は完了したものと判断する 

The final visit in the double-blind phase may serve as the initial 

visit for the open-label extension study. 

二重盲検期の最終来院を非盲検継続試験の初回来院とす

ることができる 

There were only 2% more withdrawals from active therapy than 

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

実薬投与の中止例は 4 年間の二重盲検追跡調査後にプラ

セボよりも 2％多いだけであった 

The study was divided into a 20-week double-blind active 

treatment phase followed by a 10-week washout period. 

本試験では、20 週間の二重盲検実薬投与期に続いて 10 週

間の休薬期間が設定された 

The effect of Drug A on quality of life was compared with that of 

placebo in a double-blind, randomized study. 

薬剤 A の生活の質《QOL》に対する影響を二重盲検ランダム

化試験でプラセボと比較した 

A randomized double-blind placebo-controlled study was 

conducted in patients with familial adenomatous polyposis. 

家族性大腸腺腫症の患者を対象にランダム化二重盲検プラ

セボ対照試験が行われた 

As shown in Figure 1, 300 patients were randomly assigned to 

double-blind treatment with either Drug A or placebo. 

図 1 に示すように、300 例を薬剤 A 群又はプラセボ群のいずれ

かにランダムに割り付け、二重盲検法で投与した 

The study schedule lists when each of these assessments is to 

be performed during the double-blind treatment phase. 

試験スケジュールには、二重盲検投与期における各評価の実

施時点が掲載されている 

A total of approximately 500 subjects, 250 in each treatment 

group, will be required for the 6-week double-blind phase. 

6 週間の二重盲検期には、各投与群につき 250 例、合計約

500 例の被験者が必要となる 

The double-blind character of the study will be preserved by the 

use of the study drug of identical appearance and odor. 

外見及び臭いが同じの治験薬を使用することによって、試験の

二重盲検性を維持する 

Study X was a double-blind, placebo-controlled study of Drug A 

in 5 patients with moderate to severe COPD in GOLD 3 stage. 

試験 X は、GOLD ステージ 3 の中等度～重度の COPD 患者

5 例を対象とした薬剤 A の二重盲検プラセボ対照試験である 

A randomized, double-blind, sham injection-controlled study was 

conducted in patients with age-related macular degeneration. 

加齢黄斑変性症の患者を対象に、シャム注射を対照としたラ

ンダム化二重盲検試験が行われた 

Owing, however, largely to ethical considerations, our study 

could not be extended on a double blinded basis beyond 6 

months. 

しかし、主に倫理的な理由から、試験を 6 カ月間以上に延長

して二重盲検法で実施することはできなかった 

The study as a whole will be considered completed when all 

randomized patients have completed the double-blind treatment 

phase. 

すべてのランダム化された患者が二重盲検投与期を完了した

ときに試験全体が完了したものと判断する 

A randomized, double-blind study in 400 RA patients was 

conducted in which an endoscopic examination was performed at 

6 months. 

400例のRA患者を対象としたランダム化二重盲検試験では、

6 ヵ月目に内視鏡検査が行われた 

Fifty healthy male subjects were enrolled in a randomized, 

double-blind, placebo-controlled, single-dose, dose escalation 

study. 

健康男性被験者50例がランダム化二重盲検プラセボ対照単

回投与用量漸増試験に組み入れられた 

Additional adverse events reported during the double-blind 

phase in >10% of pediatric patients in either treatment group 

were: …. 

いずれか一方の投与群の小児患者の 10 超で二重盲検期に

報告された有害事象は他に～などであった 

Following the double-blind phase of the study, subjects will be 本試験の二重盲検期に続き、被験者を薬剤 A による 52 週
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allowed to enter a 52-week open-label extension study with 

Drug A. 

間の非盲検継続試験に組み入れることができる 

Each of the three studies has a double-blind period of 48 weeks 

with the primary and key secondary endpoints evaluated at Week 

24. 

これらの 3 試験のそれぞれに 48 週間の二重盲検期が設定さ

れており、24 週目に主要評価項目及び主要な副次的評価

項目を評価する 

In double-blind, placebo-controlled studies, 5.0% of patients 

treated with Drug A and 2.5% of placebo-treated patients had 

seizures. 

二重盲検プラセボ対照試験において、薬剤 A 投与患者の

5.0％、プラセボ投与患者の 2.5％に発作が起こった 

The protocol was subsequently amended based on the results of 

the double-blind portion of this study, to increase the dose to 

1000 mg. 

その後、本試験の二重盲検期の成績に基づき、1000mg に増

量するように治験実施計画書を修正した 

In 3 large randomized, double-blind clinical studies, Drug A 

demonstrated superiority in histologic improvement over Drug B 

at Week 48. 

3 つの大規模なランダム化二重盲検試験において、組織学的

改善を指標としたとき、薬剤 A は 48 週目に薬剤 B に対して

優越性を示した 

Failure to maintain blindness is a common phenomenon in 

double-blinded clinical studies testing the efficacy of psychiatric 

medications. 

精神病治療薬の有効性を検討する二重盲検臨床試験では

盲検性が維持できないことがよくある 

Discontinuation of Drug A was not associated with withdrawal 

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

extension study. 

二重盲検試験及び非盲検継続試験のいずれにおいても薬剤

A の投与中止に伴う離脱症状はなかった 

Patients were required to be free of psychotropic medication for 

at least 2 weeks prior to initiation of double-blind study drug 

treatment. 

治験薬の二重盲検投与期の開始前の 2 週間以上は向精神

薬の投与を禁止した 

In a double-blind study in 100 elderly subjects, Dr. X reported 

significant effects of Drug A on 7 out of 15 measures of 

cognitive function. 

高齢被験者 100 例を対象とした二重盲検試験において、認

知機能の 15 項目のうち 7 項目に薬剤 A による著しい影響が

あることが X 博士から報告された 

Study X was a double-blind, randomized study of 1000 patients 2 

to 4 weeks post-infarction treated with Drug A to a target INR of 

2.8 to 4.8. 

試験 X は、梗塞から 2～4 週後の患者 1000 例を対象に目標

INR を 2.8～4.8 として薬剤 A を投与した二重盲検ランダム化

試験である 

Adverse events were reported for 50% of patients in the Drug A 

group and 10% of patients in the placebo group during the 

double-blind period. 

二重盲検期間中、有害事象は薬剤 A 群の患者の 50％、プ

ラセボ群の患者の 10％に報告された 

We conducted a randomized, double-blind, placebo-controlled 

study of a fixed daily dose of Drug A in patients with active 

rheumatoid arthritis 

我々は、活動性関節リウマチの患者を対象に薬剤 A を一定

用量で連日投与したときのランダム化二重盲検プラセボ対照

試験を行った 

A double-blind randomized study was conducted at the time of 

application for approval of fixed-dose combination of 

candesartan and amlodipine. 

カンデサルタンとアムロジピンの固定用量配合剤の承認申請

時に二重盲検ランダム化試験を行った 

In the double-blind study, twice weekly fluticasone propionate 

cream or its base was used in addition to maintenance treatment 

この二重盲検試験では、皮膚軟化薬による維持療法に加え

て、プロピオン酸フルチカゾンクリーム又はその基剤を週 2 回使
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with emollients. 用した 

Subjects participating in Study A will have 3 cerebrospinal fluid 

samples collected by lumbar punctures during the double-blind 

treatment period. 

試験 A に参加する被験者からは、二重盲検投与期に腰椎穿

刺により脳脊髄液試料を 3 個採取する 

The first, Study A, was a 10-week, double-blind, 

placebo-controlled study, with weekly dosing continuing as an 

open-label extension study, Study B. 

最初の試験（試験 A）は 10 週間の二重盲検プラセボ対照試

験とし、非盲検継続試験（試験 B）として週 1 回の投与を続け

た 

This study will consist of a 90-day eligibility screening period, an 

approximate 4.5-year double-blind treatment period, and a 

follow-up examination. 

本試験は、適格性に関する 90 日間のスクリーニング期、約 4.5

年間の二重盲検投与期、追跡調査期で構成される 

Once progression to cirrhosis is confirmed by the Adjudication 

Committee, the subject will no longer participate in the 

randomized double-blind phase. 

判定委員会により肝硬変への進行が確認されたならば、当該

被験者はランダム化二重盲検投与期にそれ以上参加しない 

Three cases of angioedema were documented among subjects 

treated with perindopril during double-blind follow-up; none were 

fatal or required intubation. 

ペリンドプリルが投与された被験者では二重盲検追跡調査期

間中に血管浮腫の 3 例が記録されたが、いずれも致死性では

なく、挿管を要するものでもなかった 

This study was a single-center, randomized, double-blind, 

placebo-controlled, ascending dose study in which 50 patients 

with heart failure were enrolled. 

本試験は、心不全患者 50 例が組み入れられた単施設ランダ

ム化二重盲検プラセボ対照漸増投与試験であった 

We performed a double-blind study involving women with 

idiopathic urinary incontinence who had at least four episodes of 

urgency in the preceding 4 weeks. 

我々は、4 週間で尿意切迫感が 4 回以上である特発性尿失

禁の女性を対象とした二重盲検試験を行った 

Inclusion of a placebo group, while it presents some ethical 

concerns, is considered both necessary and justifiable in the 

double-blind phase of the study. 

プラセボ群の設定には多少の倫理上の問題はあるものの、本

試験の二重盲検期においては必要であり、正当化されると考

えられる 

Any subject who progresses to cirrhosis after Week 48, but prior 

to Week 240 will no longer be eligible to participate in the 

randomized double-blind phase. 

48 週目よりも後かつ 240 週目よりも前に肝硬変に進行した被

験者は、ランダム化二重盲検期にそれ以上参加することがで

きない 

Within each group ten subjects received in double-blinded 

fashion a single intravenous infusion of Drug A over 60 minutes, 

and five subjects received placebo. 

各群とも 10 例には二重盲検法で薬剤 A を 60 分間で単回点

滴静注し、5 例にはプラセボを投与した 

Subjects who adhered to, and tolerated, the run-in treatment 

were randomly assigned, on a double-blind basis, to continued 

active therapy or matching placebo. 

観察期間の治療を遵守し、忍容性を示した被験者は、引き

続き実薬を投与する群又はプラセボを投与する群にランダムか

つ二重盲検法で割り付けた 

The closure of the double-blind treatment period will be decided 

upon by the executive committee based on the recommendation 

of the data monitoring committee. 

二重盲検投与期の終了は、データモニタリング委員会の勧告

に基づき実行委員会が決定する 

The clinical program for this disease consists of five studies; two 

randomized double-blind placebo-controlled studies, and three 

open-label extension studies. 

本疾患に関する臨床プログラムは、ランダム化二重盲検プラセ

ボ対照試験が 2 試験と非盲検継続試験が 3 試験の 5 試験

で構成されている 
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Following completion of the double-blind period, all patients were 

allowed the option of an open-label intravenous infusion of Drug 

A at a dose of 1 or 10 mg/kg. 

二重盲検期の終了後、いずれの患者も薬剤 A を 1 又は

10mg/kg で非盲検的に点滴静注することを選択できることとし

た 

In the double-blind phase, randomization is used to avoid bias in 

the assignment of subjects to treatment and to balance subject 

attributes across treatment groups. 

二重盲検期には、被験者の割り付けでバイアスが介入しない

ように、そして被験者の属性が投与群にバランスよく分布するよ

うにランダム化が用いられる 

We conducted a multicenter, double-blind, placebo-controlled 

study of a live attenuated, cold-adapted, trivalent influenzavirus 

vaccine in children 15 to 71 months old. 

我々は、生後 15～71 ヵ月の小児を対象に弱毒生菌・低温

順応・三価インフルエンザウイルスワクチンに関する多施設二

重盲検プラセボ対照試験を行った 

The efficacy will be measured by the change in the Positive and 

Negative Syndrome Scale (PANSS) total score from start of 

treatment to the end of the double-blind phase. 

有効性は、投与開始から二重盲検期の終了時までにおける

陽性・陰性症状評価尺度（PANSS）の合計スコアの変化を

基準に判定する 

We evaluated the efficacy and safety of Drug A, administered as 

needed in two double-blind studies of men with erectile 

dysfunction of organic, psychogenic, or mixed causes. 

我々は、器質性、心因性、又は混合原因の勃起機能障害

患者に関する 2 つの二重盲検試験を行い、薬剤 A を必要に

応じて投与して、その有効性及び安全性を評価した 

Subjects 18 years of age or older who meet the DSM IV criteria 

of schizophrenia and meet all other inclusion/exclusion criteria 

will be enrolled into the double-blind phase. 

18 歳以上で、統合失調症の DSM-IV 基準に適合し、他のす

べての選択基準・除外基準に適合する被験者を二重盲検期

に組み入れる 

This was a 9-month, randomized, double-blind, controlled clinical 

study in which 100 adult subjects received three complete 

professional dental prophylaxes at weekly intervals. 

これは 9 ヵ月間のランダム化二重盲検対照臨床試験で、100

例の成人被験者に対して専門家による徹底的な歯科予防

処置を 1 週間毎に 3 回行った 

Subjects participating in the double-blind treatment period will 

visit the study site regularly at the time points listed in the study 

schedule (1 month is defined as 4 weeks). 

二重盲検投与期に参加する被験者は、試験スケジュールに

掲載される時点に治験実施医療機関に定期的に来院する

（1 ヵ月間は 4 週間とする） 

In order to preserve the blind with regard to treatment received 

in the double-blind phase, all subjects, whether previously on 

Drug A or Drug B, will begin on Drug A 10 mg/day. 

二重盲検期に行われた投与に関する盲検性を維持するた

め、以前に薬剤 A 又は薬剤 B のどちらが投与されたかに関係

なく、すべての被験者が薬剤 A 10mg/日による投与を開始す

る 

Both studies consisted of a run-in period followed by a 

double-blind 6-month treatment period comparing Drug A with 

Drug B, and then followed by an open 6-month treatment period. 

両試験とも、観察期間の後、薬剤 A と薬剤 B を比較する 6 ヵ

月間の二重盲検投与期間、続いて 6 ヵ月間の非盲検投与

期間で構成された 

Only those subjects who have an increase in disease activity 

(flare) at anytime in the 30-day period will be allowed to enter 

the double-blind phase and to continue in the study. 

この30日間の期間中のいずれかの時点に疾患活動性の増強

（フレア）を示した被験者だけを二重盲検期に組み入れ、本試

験を継続することができる 

For those subjects not continuing into the open-label extension 

study, the post-study visit will be scheduled 1 week after the 

final dose of study drug in the double-blind phase. 

この非盲検継続試験に参加しない被験者については、二重

盲検期の治験薬最終投与から 1 週間後に試験後来院《事

後来院》をスケジュール設定する 

A sample size of 1000 patients (in 1:1 allocation ratio to Drug A 

and placebo) with at least one primary efficacy assessment 

during the double-blind period of the study is required. 

本試験の二重盲検期に少なくとも 1 回の主要有効性評価が

行われる 1000 例のサンプルサイズ（薬剤 A とプラセボへの割付

比は 1:1）が必要である 
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Subjects who complete the double-blind treatment phase may 

be eligible to participate in a long-term extension study if 

enrollment criteria for the long-term extension study are met. 

二重盲検投与期を完了した被験者は、長期継続試験の組

み入れ基準に適合している場合、長期継続試験に参加する

ことができる 

This clinical study is a randomized double-blind comparative 

study in patients with moderately active ulcerative colitis who 

were not cured with 5-aminosalicylic acid preparations or 

steroids. 

本臨床試験は、5-アミノサリチル酸製剤又はステロイドで治癒

しなかった活動性中等度の潰瘍性大腸炎患者を対象にした

ランダム化二重盲検比較試験である 

In order for us to evaluate the effect of topical antimycotic 

treatment in patients with atopic dermatitis affecting the head 

and neck area, 60 patients were included in this double-blind 

study. 

頭頸部にアトピー性皮膚炎がある患者に対する抗真菌薬の

局所投与の効果を評価するため、患者 60 例を対象にこの二

重盲検試験を実施した 

It was a multicenter, randomized, double-blind, 

placebo-controlled, ascending-dose study that included 100 

patients who were maintained on a dual immunosuppression 

regimen of corticosteroids and Drug A. 

それは多施設ランダム化二重盲検プラセボ対照増量試験で、

副腎皮質ステロイドと薬剤 A のニ剤併用免疫抑制療法による

維持療法を受けている患者 100 例を対象とした 

This article describes a method for assessing whether the 

blindness of a double-blind study is maintained and, if not, 

whether failure to maintain blindness could have invalidated the 

results of the study. 

本稿には、二重盲検試験の盲検性が維持されているかどうか

を判定する方法、そして維持されていない場合には、盲検性

が維持されなかったことによって試験成績の妥当性が失われた

かどうかを判定する方法について記述されている 

We conducted a randomized, double-blind clinical study of a 

mammalian cell-derived hepatitis B vaccine to determine its 

efficacy in infants born to mothers who were carriers of hepatitis 

B surface antigen. 

我々は、B 型肝炎表面抗原のキャリアである母親から生まれ

た乳幼児を対象に、哺乳動物細胞由来 B 型肝炎ワクチンの

ランダム化二重盲検臨床試験を実施し、その有効性を検討し

た 

The efficacy of 10 and 100 µg doses of Drug A in the treatment 

of chronic HCV infection was examined in a randomized, 

double-blind clinical study involving 1000 patients previously 

untreated with interferon. 

慢性 HCV 感染症の治療における薬剤 A 10μg 及び 100µg

の有効性を検討するため、これまでにインターフェロンが投与さ

れていない 1000 例を対象としたランダム化二重盲検臨床試

験を行った 

Study A is a randomized, double-blind, placebo-controlled study 

of Drug A versus placebo in 100 subjects co-infected with HIV 

and HBV who experienced recurrence of HBV viremia while 

receiving a Drug B-containing HAART. 

試験 A は、薬剤 B 含有 HAART を受けているときに HBV ウイ

ルス血症の再発を示した HIV 及び HBV の重複感染被験者

100 例を対象に、薬剤 A をプラセボと比較するランダム化二重

盲検プラセボ対照試験である 

This is a double-blind, controlled study to compare the clinical 

benefits of Drug A 1000 mg q.d. and placebo q.d. in 

chemotherapy-naive patients, using overall survival and 

progression-free survival as the primary endpoints. 

本試験は、全生存期間及び無増悪生存期間を主要評価項

目として、化学療法による治療を受けていない患者を対象に、

薬剤 A 1000mg の 1 日 1 回投与とプラセボの 1 日 1 回投与

の臨床的ベネフィットを比較する二重盲検対照試験である 

The efficacy of 5 and 10 µg doses of Drug A in the treatment of 

chronic hepatitis C virus (HCV) infection was examined in a 

randomized, double-blind clinical study involving 700 patients 

previously untreated with interferon. 

薬剤 A を 5µg 及び 10µg で投与したときの慢性 C 型肝炎ウイ

ルス（HCV）感染に対する治療効果は、これまでにインターフェ

ロンが投与されたことがない 700 例を対象としたランダム化二重

盲検臨床試験で検討した 
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In a double-blind, cross-over study comprising 20 adult 

asthmatic patients a sustained-release preparation of 

theophylline, given twice daily, was compared with a 

conventional fast-release preparation, given three times daily. 

20 例の成人喘息患者を対象とした二重盲検クロスオーバー

試験では、テオフィリンの徐放性製剤の 1 日 2 回投与を従来

型の速放性製剤の 1 日 3 回投与と比較した 

In double-blind, placebo-controlled studies of 3 months duration 

involving approximately 300 HIV-infected patients, adverse 

events with an incidence of 10% in either patients treated with 

Drug A or placebo-treated patients were: …. 

約 300 例の HIV 感染患者を対象とした 3 ヵ月間の二重盲検

プラセボ対照試験において、薬剤 A 投与患者又はプラセボ投

与患者のいずれかで発現率が 10％の有害事象は以下のとお

りであった 

a phase I, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel 

group study to assess the safety, tolerability, and 

pharmacokinetics of Drug A in male and female, young and 

elderly healthy subjects, after oral multiple ascending doses 

薬剤 A を若年及び高齢の健康な男女被験者に反復経口漸

増投与したときの安全性、忍容性、薬物動態を評価する第 I

相ランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験 

Children 10 to 50 months of age, without a recent episode of 

wheezing or severe asthma, were randomly assigned in a 1:1 

ratio to receive either trivalent live attenuated influenza vaccine 

or trivalent inactivated vaccine in a double-blind manner. 

喘鳴あるいは重度の喘息を最近起こしたことがない 10～50 ヵ

月齢の小児を対象とし、3 種インフルエンザ弱毒生ワクチンある

いは3種不活化ワクチンのいずれかに1：1の比でランダムに割り

付け、二重盲検的に投与した 

In this 3-month, randomized, double-blind, parallel-group, 

unsupervised, controlled clinical study, 100 healthy adult 

patients with at least two dental implants, a modified gingival 

index > 1.5, and a Quigley-Hein plaque index > 1.7 were enrolled. 

この 3 ヵ月間のランダム化二重盲検並行群間非監視下対照

臨床試験には、2 個以上の歯科インプラントがあり、修正歯肉

指数 1.5 超及び Quigley-Hein 歯垢指数 1.7 超の健康成人

患者 100 例を組み入れた 

The study is evaluating 3 doses of Drug A given in a double-blind 

manner, versus standard treatment (subcutaneous low molecular 

weight heparin followed by oral vitamin K antagonist), over a 

period of 12 weeks in patients presenting with acute deep vein 

thrombosis. 

本試験は、急性の深部静脈血栓症を示す患者に 3 用量の

薬剤 A を二重盲検下で 12 週間投与し、標準治療（低分子

ヘパリンの皮下投与に続いてビタミン K拮抗薬を経口投与する

こと）と比較、評価する試験である 

During the entire double-blind treatment period, subjects will 

self-administer once daily the study drug with a glass of 

non-carbonated water, after completion of breakfast or a light 

snack, between 7:00 and 11:00 AM according to the instructions 

provided by the investigator. 

二重盲検投与期全体を通じて、被験者は治験責任医師か

らの指示に従い、朝食後又は軽食の摂取後の午前 7:00～

11:00 の間に、コップ 1 杯の非炭酸水で治験薬を 1 日 1 回自

分で服用する 

As described in Appendix 1, a significant prolongation of overall 

survival, a primary endpoint, was shown in the Drug A group, as 

compared with the control group, in a phase III double-blind, 

comparative study in patients who have received prior 

chemotherapy containing docetaxel. 

添付資料 1 に示したとおり、ドセタキセルを含む化学療法によ

る前治療を受けた患者を対象とした第 III 相二重盲検比較試

験では、プラセボ群に比べ、薬剤 A 群において主要評価項目

である全生存期間の有意な延長が認められた 

This was a 6-month, randomized, double-blind, controlled clinical 

study in which 100 adult subjects received a professional dental 

prophylaxis and then rinsed for 30 seconds twice a day for 6 

months with 20 mL of either Drug A or a control rinse in addition 

to their normal oral routine. 

これは 6 ヵ月間のランダム化二重盲検対照臨床試験で、100

例の成人被験者に対して専門家による歯科予防処置を行

い、次に通常のオーラルケア《口腔ケア》に加えて薬剤 A あるい

は対照洗口液のいずれか 20mL で 30 秒間の洗口を 1 日 2

回、6 ヵ月間行った 
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Subjects eligible to enter the study, based on prospectively 

defined inclusion/exclusion criteria, will enter a screening period 

of up to 5 days, during which their current antipsychotic 

treatment will be discontinued, necessary evaluations will be 

performed, and eligibility for entry into the double-blind 

treatment phase of the study will be verified. 

事前に規定された選択基準・除外基準に基づき本試験に組

み入れ可能である被験者は最長 5 日間のスクリーニング期間

に組み入れ、その間に現在用いられている抗精神病薬を中止

し、必要な診察を実施し、二重盲検投与期への組み入れに

関する適格性を確認する 

【戻る】 

 

 


