
1 

 

※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.13 

 

〈慢性リンパ性白血病〉 

他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として初回に 1 回量

375mg/m2、2 回目以降は 1 回量 500mg/m2 を、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルに合わせて、1 サイクル

あたり 1 回点滴静注する。最大投与回数は 6 回とする。 

〈免疫抑制状態下の B 細胞性リンパ増殖性疾患〉 

通常、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。 

〈多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎、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、全身性強皮症〉 

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 4 回点滴静注する。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Chronic lymphocytic leukemia 

In combination with other antineoplastic agents, the usual adult dosage of rituximab (genetical 

recombination) is 375 mg/m2 for the first dose and 500 mg/m2 for the second and subsequent doses, 

administered intravenously once per cycle according to the administration cycle of the concomitant 

antineoplastic agent. The maximum number of doses should be 6. 

B-cell lymphoproliferative disease under immunosuppressive conditions 

The usual dose of rituximab (genetical recombination) is 375 mg/m2 administered intravenously at weekly 

intervals. The maximum number of doses should be 8. 

Granulomatosis with polyangiitis, microscopic polyangiitis, chronic idiopathic thrombocytopenic purpura, 

acquired thrombotic thrombocytopenic purpura, systemic scleroderma 

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

infusion four times at weekly intervals. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

との併用において→と併用投与するとき（9 対訳） 

Dose reductions are recommended when Drug A is 

coadministered with strong CYP3A4 inhibitors or 

fluconazole. 

薬剤 A を強力な CYP3A4 阻害薬又はフルコナゾール

と併用投与するとき、投与量の減量が推奨される。 

 

投与サイクル→治療クール（37 対訳） 
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A new course of therapy should not begin until the 

granulocyte count has recovered to 1500/mm3, and 

treatment-related diarrhea is fully resolved. 

顆粒球数が 1500/mm3に回復し、投与に関連した下

痢が十分に回復するまで新しい治療クールを開始しては

ならない。 

This 3-week period is considered a treatment cycle. この 3 週間が 1 回の治療クールとみなされる。 

A small proportion of patients had prolonged 

peripheral B-cell depletion lasting more than 3 years 

after a single course of treatment. 

一部の患者では、単回治療クール後に 3 年間超続く長

期的な末梢 B 細胞の枯渇が認められた。 

 

1 サイクルあたり→1 クールあたり（4 対訳） 

Whereas Drug A requires daily injections for about 14 

days, Drug B requires one injection per chemotherapy 

cycle. 

薬剤 A は連日注射を約 14 日間必要とする一方で、

薬剤 B は化学療法 1 クールあたり 1 回の注射を必要

とする。 

 

免疫抑制状態下の→免疫抑制状態（3 対訳） 

Transplantation patients, or other chronically 

immunosuppressed patients, should receive Drug A 

with caution. 

移植患者又は他の慢性的な免疫抑制状態下の患

者には薬剤 A を慎重に投与する。 

 

4 点滴静注→回点滴静注（55 対訳） 

[Dosage and administration] The usual adult dosage 

is 3 mg/kg (body weight) of ipilimumab (genetical 

recombination) administered by intravenous infusion 

every 3 weeks for a total of 4 times. 

［用法・用量］通常、成人にはイピリムマブ（遺伝子組

換え）として 3mg/kg（体重）を 3 週間間隔で 4 回点滴

静注する。 
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