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【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 6.2）では対訳

が変わります。 
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英  文 和  文 

Higher dose levels are associated with a higher cancer risk. 高用量になるほど癌のリスクが高くなる 

These events are expected to occur more frequently with 

higher Drug A doses. 

これらの事象は、薬剤 A の用量が大きいほど高い頻度で起こると

予想される 

In the preceding study, higher doses of Drug A were 

associated with higher heart rates. 

先行する試験では、薬剤 A の用量が高いほど心拍数の増加がみ

られた 

The magnitude of differences in severity was not large enough 

to require dose adjustment. 

重症度の差は用量調節を必要とするほど大きくなかった 

The pharmacokinetics of Drug A showed a tendency for 

prolonged absorption at higher doses. 

薬剤 A の薬物動態は高用量になるほど吸収が延長する傾向を

示した 

The lower doses of Drug A appear to have a higher incidence 

of antibodies than the higher doses. 

薬剤Aの用量が低いほど高用量よりも抗体の出現率が高くなるよ

うである《高くなる傾向がみられる》 

Drug A exhibits nonlinear pharmacokinetics with clearance of 

Drug A decreasing with an increase in dose. 

薬剤Aは非線形の薬物動態を示し、薬剤Aのクリアランスは用量

が増加するほど低下する 

In general, systemic exposure to Drug A, as measured by 

Cmax and AUC, increased with increasing dose of Drug A. 

全般に、Cmax及び AUCを指標とした薬剤 Aの全身曝露量は薬

剤 A の用量が大きいほど増加した 

Furthermore, the analyses showed that the probability of 

achieving ACR20, ACR50, and ACR70 increased with 

increasing Drug A doses. 

さらに、これらの解析により、ACR20、ACR50、ACR70 が達成され

る確率は、薬剤 A の用量が大きいほど高くなることが示された 

Drug A neuroprotection was linear and dose-dependent, 

whereas Drug B neuroprotection was nonlinear and less 

effective at the higher doses. 

薬剤 A の神経保護作用は線形かつ用量依存性であったのに対

し、薬剤 B の神経保護作用は非線形で、高用量になるほど作用

が低下した 

Pharmacokinetic parameters including Cmax and area under 

the curve from time 0 to infinity increased proportionally with 

increasing doses on Day 1 and at steady state. 

Cmax及び 0時点から∞までの曲線下面積などの薬物動態パラメ

ータは、1 日目及び定常状態時に用量が大きくなるほどそれに比

例して上昇した 

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レベルが回復したが、

その回復は用量に反比例し《用量と逆の関係にあり》、全体として

投与後に HBV DNAレベルが増加する速度は高用量の薬剤 Aが

投与された患者ほど遅かった 
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Cerebral endothelial cells were adversely affected by 

increasing doses of either Drug A or Drug B. 

脳の内皮細胞には、薬剤 A 又は薬剤 B の用量が大きくなるにつ

れて有害な影響が認められた 

Therefore, as patient age increases, a lower dose of Drug A is 

usually required to produce a therapeutic level of 

anticoagulation. 

したがって、患者の年齢が上がるにつれて《加齢とともに》、治療レ

ベルの抗凝固作用を得るのに必要な薬剤 A の用量は少なくなる

のが普通である 

No trends toward an increase in incidence of adverse events 

have been observed with increasing dose or exposure over the 

dose range studied. 

検討対象の用量範囲で投与量又は曝露量の増加につれて有害

事象の発現率が高まる傾向は認められていない 

 


