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※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.1 

 

1. 警告 

1.1 本剤の投与は、緊急時に十分に対応できる・医療施設において、造血器腫瘍、自己免疫疾患、ネフローゼ症

候群、慢性特発性血小板減少性紫斑病、後天性血栓性血小板減少性紫斑病及び全身性強皮症の治療、並

びに腎移植あるいは肝移植に対して、十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の使用が適切と判断される症

例のみに行うこと。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分に説明し、同意を得

てから投与を開始すること。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

1. warnings 

1.1 Clozapine should only be administered at a medical facility that can adequately respond to emergencies 

and under the supervision of a physician with sufficient knowledge and experience in the treatment of 

hematopoietic tumors, autoimmune diseases, nephrotic syndrome, chronic idiopathic thrombocytopenic 

purpura, acquired thrombotic thrombocytopenic purpura, and systemic scleroderma, as well as renal or liver 

transplantation. The use of this product should only be performed in cases where the use of this product is 

judged to be appropriate. The efficacy and risks should be fully explained to patients and their families, and 

consent should be obtained before starting treatment. 

 

●DeepL による英訳のエラーまたはイマイチに対応した部分を中心にイートモ検索 

 

緊急時に十分に対応できる→緊急時 対応（3 対訳） 

The drug should be administered only to eligible 

patients under the supervision of a physician with 

expertise and experience in cancer chemotherapy and 

at medical institutions capable of emergency 

response. 

本剤は、緊急時に対応できる医療機関において、癌

化学療法の知識と経験を有する医師の監視下《監督

下》で、適格な患者に対してのみ投与する。 

 

医療施設→医療機関 medical（147 対訳） 

A designated area for monitoring and auditing 

activities must be provided to the sponsor by the 

medical institution. 

モニタリング作業及び監査作業のための指定区域が医

療機関から治験依頼者に提供されなければならない。 

A late phase II study of Drug A was conducted to 

evaluate the antitumor effect and toxicity of Drug A 

in patients with advanced pancreatic cancer as a 

cooperative study of 10 medical institutions. 

進行膵臓癌の患者を対象に、薬剤 A の抗腫瘍効果

及び毒性を評価する薬剤 A の後期第 II 相試験が 10

医療機関の共同試験として行われた。 
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適切と判断される症例→適切と判断される 患者（2 対訳） 

Drug A should be used only in patients eligible for 

treatment with Drug A in accordance with the latest 

information such as clinical practice guidelines. 

薬剤 A は、診療ガイドライン等の最新の情報に準じ、

薬剤 A の投与が適切と判断される患者にのみ使用す

る。 

 

適切と判断される症例→適切と判断される 患者→patients eligible for（6 対訳） 

All of the submitted clinical studies were conducted to 

evaluate the clinical efficacy and safety of its use as a 

bridge to cardiac transplantation in patients eligible for 

cardiac transplantation. 

提出した臨床試験はいずれも、心臓移植が適切と考

えられる患者において心臓移植までブリッジ使用したと

きの臨床的有効性及び安全性を評価するために行わ

れたものであった。 

 

治療開始に先立ち→開始 先立ち 

Furthermore, I am aware that, prior to the 

commencement of this study, the Institutional Review 

Board responsible for such matters must approve this 

protocol for the medical institution where it will be 

conducted. 

さらに、私は、本試験の開始に先立ち、当該事項

を担当する施設内審査委員会が本試験を実施

する医療機関においてこの治験実施計画書を承

認しなければならないことを承知しています。 

Prior to study start, the investigator is required to 

sign a protocol signature page confirming his/her 

agreement to conduct the study in accordance with 

these documents and all of the instructions and 

procedures found in this protocol. 

試験開始に先立ち、治験責任医師は本試験をこ

れらの文書並びに治験実施計画書のすべての指

示及び手順に従って実施することに同意する旨を

確認するため、治験実施計画書の署名ページに

署名する必要がある。 
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