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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.14 

 

〈難治性のネフローゼ症候群〉 

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 4 回点滴静注する。ただし、1 回あ

たりの最大投与量は 500mg までとする。 

〈ABO 血液型不適合腎移植・肝移植〉 

通常、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。ただし、患者の状態により適宜減

量する。 

〈イブリツモマブ チウキセタンの前投与〉 

通常、成人には、リツキシマブ（遺伝子組換え）として 250mg/m2 を 1 回、点滴静注する。 

〈効能共通〉 

本剤は用時生理食塩液又は 5%ブドウ糖注射液にて 1～4mg/mL に希釈調製し使用する。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Refractory nephrotic syndrome 

The usual dose of rituximab (genetical recombination) is 375 mg/m2 as a single intravenous infusion four 

times at weekly intervals. However, the maximum dose per infusion is limited to 500 mg. 

ABO blood group incompatible kidney and liver transplants 

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

dose of rituximab (recombinant) is 375 mg/m2 by intravenous infusion. 

(Pre-dose of Ibritumomab Tiuxetan) 

The usual adult dosage of rituximab (genetical recombination) is 250 mg/m2 as a single intravenous 

infusion. 

Common indications 

The dose should be diluted to 1 to 4 mg/mL in saline or 5% glucose solution. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

最大投与量（6 対訳） 

The maximum dose per infusion is 500 mg. 点滴静注 1 回あたりの最大投与量は 500mg とする。 

 

ABO 血液型不適合（4 対訳） 

ABO-incompatible living kidney transplantation is an 

effective option for increasing living kidney transplant 

opportunities. 

ABO 血液型不適合の生体腎移植は生体腎移植の

機会を増やす効果的な手段である。 
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減量する（53 対訳） 

Subsequent doses of Drug A should be reduced 

depending upon the level of myelosuppression 

observed. 

薬剤 A のその後の投与量は骨髄抑制の程度に応じ

て減量する。 

The dosage should be reduced, as appropriate, 

according to the patient's condition. 

投与量は患者の状態に応じて適宜減量する。 

 

効能共通（1 対訳） 

Common to all indications 効能共通 

 

用時（2 対訳） 

The drug is supplied as a ready-to-use product and 

requires no dilution or preparation prior to use. 

本剤は調製済み製品として供給され、使用前に希釈

又は調製《用時希釈又は用時調製》を必要としない。 

 

用時→使用前に（2 対訳） 

Shake the closed bottle of reconstituted suspension 

for approximately 10 seconds before each use. 

溶解した懸濁液のビンに栓をし、使用前に約 10

秒間振り混ぜる。 

 

希釈調製し→希釈（98 対訳） 

Before administration to the patient, this solution 

must be further diluted with ABC to a final Drug A 

concentration ranging from 0.1 to 0.5 mg/mL. 

患者に投与する前に、この溶液を ABC でさらに希釈

し、薬剤 A の終濃度を 0.1mg/mL から 0.5mg/mL まで

の範囲とする。 

Aqueous solutions of Compound A can be stored in 

small amounts in vials in a freezer and used after 

thawing and diluting with a buffer solution when 

needed. 

化合物 A の水溶液はバイアルに少量ずつ小分けして冷

凍庫で保管し、必要時に緩衝液による解凍・希釈後に

使用することができる。 

Before use, the content is diluted with 1.8 mL of 

physiological saline to a total volume of 2.25 mL. 

内容物を生理食塩液 1.8mL で使用前に《用時》希釈

し、全量 2.25mL とする。 
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