※個々の用語・表現につき、イートモ検索で得られた対訳を最大 3 件まで提示します。
※検索語の後ろの数値（XX 対訳）は該当する対訳の件数を意味します。
●和文原稿 No.5
8. 重要な基本的注意
〈効能共通〉
8.1 心障害があらわれることがあるので、本剤投与開始前には、必ず患者の心機能を確認すること。本剤投与中は
心症状の発現状況・重篤度等に応じて適宜心機能検査（心エコー等）を行い、患者の状態（左室駆出率（LVEF）
の変動を含む）を十分に観察し、休薬、投与再開、あるいは中止を判断すること。［1.2、9.1.1-9.1.7、11.1.1 参照］
8.2 Infusion reaction の発現回避等を目的とした前投薬（抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤等）に関する有用
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性は確認されていない。
8.3 腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を
十分に観察すること。［11.1.9 参照］
8.4 本剤の使用にあたっては、本剤と一般名が類似しているトラスツズマブ エムタンシン及びトラスツズマブ デルクス
テカンとの取り違えに注意すること。
〈HER2 過剰発現が確認された乳癌〉
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8.5 術前薬物療法（A 法、B 法）、術後薬物療法の A 法及び転移性乳癌の B 法に本剤を使用する際には、関
連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書」）を熟読
すること。
●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分）

8. Important Basic Precautions
Indications
8.1 Cardiac impairment may occur, so be sure to check the patient's cardiac function before starting
Clozapine administration. During the administration of Clozapine, cardiac function tests (echocardiography,
etc.) should be performed as appropriate according to the occurrence and severity of cardiac symptoms,
and the patient's condition (including changes in left ventricular ejection fraction (LVEF)) should be
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carefully monitored to determine whether to suspend, resume, or discontinue administration. (See Sections
1.2, 9.1.1-9.1.7, and 11.1.1.]
8.2 The usefulness of premedication (e.g., antihistamines, corticosteroids) to avoid the occurrence of
infusion reactions has not been confirmed.
8.3 Tumor disintegration syndrome may occur, so patients should be carefully monitored by checking serum
electrolyte levels and renal function. ［See 11.1.9.]
8.4 In the use of this product, be careful not to confuse this product with trastuzumab emtansine and
trastuzumab deluxtekan, which have similar generic names.
Breast cancer with confirmed HER2 overexpression
8.5 When using this product for preoperative pharmacotherapy (methods A and B), postoperative
pharmacotherapy (method A), and metastatic breast cancer (method B), the relevant literature ("Report on
the applicability to public knowledge applications of the Review Conference on Unapproved and Off-label
1

Drugs of High Medical Need") should be read carefully.
●重要用語・重要表現のイートモ対訳
心障害（4 対訳）
死亡に至った心障害又は重篤な心障害、もしくは減
量又は投与中止に至った心障害はなかった。

Delay the infusion of KYMRIAH if a patient has
unresolved serious adverse reactions (including
pulmonary reactions, cardiac reactions, or

前処置の化学療法による重篤な副作用（肺障害、心
障害、低血圧等）が回復していない患者、コントロール
されていない活動性の感染症がある患者、活動性の

hypotension) from preceding chemotherapies, active
uncontrolled infection, active graft versus host
disease (GVHD), or worsening of leukemia burden
following lymphodepleting chemotherapy.
あらわれることがあるので（13 対訳）

移植片対宿主病（GVHD）がある患者、リンパ球除去
化学療法後に白血病の悪化が認められる患者につい
ては、キムリアの点滴静注を延期する。

虚血性大腸炎があらわれることがあるので、腹痛、下
痢、血便等の異常が認められた場合には適切な処置
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Ischemic colitis may occur. If abnormalities such as
abdominal pain, diarrhea, and bloody stool are
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There were no fatal or serious cardiac disorders, or
those leading to dose reduction or treatment
discontinuation.

observed, appropriate measures should be taken.

を行う《適切な対策をとる》。

重篤度（6 対訳）

The assessment of intensity was made independently
from the assessment of seriousness.

重症度の評価は重篤度の評価とは別に行った。

適宜（50 対訳）

被験者には血糖値を測定するとともに、当該事象に適

glucose measurement and treat the event as
appropriate.

宜対処するよう指示する。

イ

The subject should be instructed to take a blood

投与再開（21 対訳）

If dialysis is required, Drug A should be resumed at
≤ 20 mg/m2, and it should be dosed after dialysis.

透析を必要とする場合、薬剤 A は 20mg/m2 以下で投
与再開し、透析後に投与する。

The safety of continuation or resumption of
Herceptin in patients with Herceptin-induced left

ハーセプチンに起因する左室心機能障害の患者におけ
るハーセプチンの投与継続又は投与再開の安全性は検

ventricular cardiac dysfunction has not been
studied.

討されていない。
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前投薬（6 対訳）
Patients received premedication with

患者は、アセトアミノフェン又はパラセタモール及び経

acetaminophen/paracetamol and oral antihistamine.

口抗ヒスタミン薬の前投薬を受けた。

有用性（71 対訳）
This study was conducted to evaluate the usefulness
of ultra-short-acting insulin.

本試験は超速効型インスリンの有用性を評価するため
に行われた。

腫瘍崩壊症候群（7 対訳）

類似している（58 対訳）
Several features are similar in the two strains.
取り違え→混同（6 対訳）

これら 2 つの菌株はいくつかの特徴が類似している。

この疾患は臨床的に潰瘍性大腸炎及び肛門裂傷《裂
肛》や痔瘻と混同されることがある。
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This disease may be confused clinically with
ulcerative colitis and anal fissures and fistulae.

腫瘍崩壊症候群のリスクが高まるおそれがある。
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The risk of tumor lysis syndrome may be increased.

医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議（8 対訳）
Evaluation Committee on Unapproved or Off-labeled
Drugs with High Medical Needs

医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会
議

公知申請への該当性に係る報告書（3 対訳）

The First Committee on New Drugs of the
2017 年 6 月 9 日に開催された薬事・食品衛生審議
Pharmaceutical Affairs and Food Sanitation Council, in 会医薬品第一部会により、「医療上の必要性の高い
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its meeting held on June 9, 2017, made a preliminary
evaluation of “Report on Eligibility for Public
Knowledge-Based Applications: Drug A Gastrointestinal Symptoms (nausea, vomiting)
Associated with Antineoplastic Agents by Study
Group on Unapproved and Off-label Drugs of High
Medical Need.”
Pre-edit 前の DeepL 英訳

未承認薬・適応外薬検討会議による公知申請への
該当性に係る報告書：薬剤 A -抗悪性腫瘍剤に伴う
消化器症状（悪心・嘔吐）」について事前評価が行わ
れた。

Pre-edit 後の DeepL 英訳

術前薬物療法（A 法、B 法）、術後薬物療法の A 法
術前薬物療法（A 法、B 法）、術後薬物療法（A 法）、
及び転移性乳癌の B 法に本剤を使用する際には、関
転移性乳癌の治療（B 法）に本剤を使用する際には、
連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬 関連文献（「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外
3

薬検討会議 公知申請への該当性に係る報告書」）を
熟読すること。

When using this product for preoperative
pharmacotherapy (methods A and B), postoperative
pharmacotherapy (method A), and metastatic breast
cancer (method B), the relevant literature ("Report
on the applicability to public knowledge applications
of the Review Conference on Unapproved and Offlabel Drugs of High Medical Need") should be read
carefully.

When using this drug for preoperative
pharmacotherapy (Methods A and B), postoperative
pharmacotherapy (Method A), and treatment of
metastatic breast cancer (Method B), the relevant
literature ("Report on the applicability to public
knowledge applications of the Review Conference
on Unapproved and Off-label Drugs of High Medical
Need") should be read carefully.
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検討会議 公知申請への該当性に係る報告書」）を熟
読すること。
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