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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.11 

 

全身性強皮症〉 

5.7 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、診療ガイドライン等

の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。 

5.8 皮膚硬化以外の全身性強皮症に伴う病変に対する有効性及び安全性は十分に検討されていないため、これ

らの患者に投与する場合には、リスクとベネフィットを十分考慮すること。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Systemic scleroderma 

5.7 The product should be used in patients for whom administration of the product is judged to be 

appropriate, based on a thorough understanding of the efficacy and safety of the product and the latest 

information such as medical guidelines, after familiarizing oneself with the contents of "17. 

5.8 Since the efficacy and safety of this product for the treatment of lesions associated with systemic 

scleroderma other than dermatosclerosis have not been sufficiently investigated, the risks and benefits 

should be carefully considered when administering this product to these patients. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

熟知（6 対訳） 

Eligibility of patients for treatment with Drug A should 

be determined based on a good understanding of the 

Clinical Studies section of the package insert. 

添付文書の「臨床成績」の項を熟知した上で、薬剤 A

による治療の患者の適格性を判断する必要がある。 

 

十分に理解（15 対訳） 

The product should be used by physicians who fully 

understand the product at qualified medical 

institutions to ensure its efficacy and safety. 

本品は、その有効性及び安全性が担保されるように、

本品を十分に理解している《熟知している》医師によっ

てふさわしい医療機関で使用することとする。 

 

を参考に→に準じて（24 対訳） 

Appropriate insurance coverage is provided by the 

Sponsor in line with legal requirements and GCP 

guidance. 

法的要件及び GCP ガイダンスに準じて、治験依頼者

により保険で適切に補償される。 
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適切と判断される（7 対訳） 

Broad inclusion criteria identified 1000 patients 

eligible for hospice care, of whom 70% survived 

longer than 6 months. 

広い選択基準により、ホスピスケアが適切と判断される

患者 1000 例が特定され、その 70％は 6 カ月間超生

存した。 

 

十分に検討されていない（6 対訳） 

The potential for anti-Drug A antibodies to act as 

neutralizing antibodies, affecting the PK of Drug A, 

has not adequately been examined. 

抗薬剤 A 抗体が中和抗体として作用し、薬剤 A の薬

物動態に影響するかどうかについては十分に検討され

ていない。 

 

リスクとベネフィット（19 対訳） 

It is important to determine the necessity of 

treatment with Drug A for each patient, weighing the 

benefits against the risks carefully. 

リスクとベネフィットを慎重に勘案して、投与の必要性を

患者毎に判断することが重要である。 

 

十分考慮→十分 考慮（13 対訳） 

Healthcare professionals are strongly requested to 

adequately consider patients’ history of allergies, 

adverse reactions, or medication in other medical 

institutions in order to use drugs properly. 

医療関係者は、患者のアレルギー歴、副作用歴、他

院での服用歴を十分に考慮した上で、医薬品を適正

に使用するようお願いします。 

 

十分に（264 対訳） 

Although the higher prevalence of COPD in older age 

groups is not surprising because of the accumulation 

of risk factors over a lifetime, reasons why COPD is 

more prevalent among women are not well 

understood. 

危険因子は生涯にわたって蓄積するので、高齢者

グループで COPD の有病率が高くなるのは意外な

ことではないが、COPD の有病率が女性で高いこと

の理由は十分にわかっていない。 
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