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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.12 

 

6. 用法及び用量 

〈B 細胞性非ホジキンリンパ腫〉 

通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として 1 回量 375mg/m2 を 1 週間間隔で点滴静注する。最大投

与回数は 8 回とする。他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、併用する抗悪性腫瘍剤の投与間隔に合わせて、1

サイクルあたり 1 回投与する。維持療法に用いる場合は、通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として 1 回

量 375mg/m2 を点滴静注する。投与間隔は 8 週間を目安とし、最大投与回数は 12 回とする。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

6. dosage and administration 

B-cell non-Hodgkin's lymphoma 

The usual adult dosage of rituximab (genetical recombination) is 375 mg/m2 as a single intravenous 

infusion at weekly intervals. The maximum number of doses should be 8. When used in combination with 

other antineoplastic agents, the dose should be administered once per cycle according to the 

administration interval of the concomitant antineoplastic agent. For maintenance therapy, the usual adult 

dose of rituximab (genetical recombination) is 375 mg/m2 by intravenous infusion. The administration 

interval should be 8 weeks, and the maximum number of doses should be 12. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

1 週間間隔→週間間隔（7 対訳） 

The proposed dosage and administration was that 

"the usual adult dosage is 3 mg/kg of Drug A 

administered intravenously every 3 weeks for a total 

of 4 times." 

申請用法・用量は、「通常、成人には、薬剤 A として

3mg/kg を静脈内投与し、3 週間間隔で計 4 回投与

する」であった。 

 

1 週間間隔→週間毎に（47 対訳） 

The initial Drug A dose was repeated at the same 

level at weekly intervals with monthly concomitant 

administration of 50 mg/m2 cisplatin 1 hour after 

completion of the first Drug A infusion. 

薬剤 A の初回用量を同じ用量で 1 週間毎に反復

投与し、薬剤 A の初回点滴静注の終了 1 時間

後からシスプラチン 50mg/m2 を月 1 回併用投与し

た。 

 

点滴静注する（30 対訳） 
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Drug A is to be administered as an intravenous 

infusion, using an infusion pump, at the specific dose 

and rate. 

薬剤 A は、インフュージョンポンプを用い、規定の用量

及び速度で点滴静注することとする。 

 

抗悪性腫瘍剤→抗悪性腫瘍薬（7 対訳） 

When using Drug A in combination with another 

antineoplastic drug, the package insert of the 

concomitant drug should be read carefully beforehand. 

薬剤 A を他の抗悪性腫瘍薬と併用投与する場合、

併用薬剤の添付文書を予め熟読する。 

 

1 サイクルあたり→1 クールあたり（4 対訳） 

The total dose per cycle was 200 mg and therefore 

far below the dose of 500 mg per cycle specified in 

the protocol. 

1 クールあたりの総投与量は 200mg であったことから、治

験実施計画書に規定される 1 クールあたりの投与量の

500mg よりもはるかに下であった。 

 

維持療法（55 対訳） 

Maintenance therapy with Drug A was associated with 

a lower rate of relapse than Drug B. 

薬剤 A による維持療法に伴う再発率は薬剤 B よりも

低かった。 

 

投与間隔（18 対訳） 

A change in the dosing interval was done as 

necessary to achieve the target trough concentration. 

目標のトラフ濃度を達成するのに必要な場合には投

与間隔に変更を加えた。 

At least 24 hours should elapse between doses of 

Drug A. 

薬剤 A の投与間隔は少なくとも 24 時間とする。 

The dosing regimen was twice daily dosing (BID) with 

an approximate 6-hour interval between the morning 

dose and the afternoon dose. 

用法・用量は 1 日 2 回（BID）投与とし、午前の投与

と午後の投与の間に約 6 時間の間隔を設けた《投与

間隔は約 6 時間とした》。 

 

目安（30 対訳） 

While the patient’s condition is closely monitored, 

set the rate at 100 mg/hour for the next hour, and a 

maximum of 200 mg/hour thereafter is recommended. 

患者の状態を十分に経過観察しながら、次の 1 時間

は速度を 100mg/時間に設定し、その後は最大の

200mg/時間を目安とする。 
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