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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.15 

 

7. 用法及び用量に関連する注意 

〈効能共通〉 

7.1 本剤投与時に頻発してあらわれる infusion reaction を軽減させるために、本剤投与の 30 分前に抗ヒスタミン

剤、解熱鎮痛剤等の前投与を行うこと。また、副腎皮質ホルモン剤と併用しない場合は、本剤の投与に際して、副

腎皮質ホルモン剤の前投与を考慮すること。［1.2、7.8、11.1.1 参照］ 

7.2 注入速度に関連して血圧下降、気管支痙攣、血管浮腫等の症状が発現するので本剤の注入速度を守り、

注入速度を上げる際は特に注意すること。症状が発現した場合は注入速度を緩めるかもしくは中止する。重篤な

症状の場合は直ちに投与を中止し、適切な処置を行う。また、投与を再開する場合は症状が完全に消失した後、

中止時点の半分以下の注入速度で投与を開始する。［1.2、11.1.1 参照］ 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Precautions Related to Dosage and Administration 

Common indications 

7.1 To reduce infusion reactions that frequently occur when Clozapine is administered, preadministration of 

antihistamines, antipyretic analgesics, etc. should be performed 30 minutes prior to Clozapine 

administration. In addition, if the drug is not administered concomitantly with corticosteroids, the 

preadministration of corticosteroids should be considered when administering the drug. [See 1.2, 7.8, and 

11.1.1]. 

7.2 Since symptoms such as hypotension, bronchospasm, and angioedema may occur in relation to the 

injection rate, the injection rate of this drug should be observed, and special care should be taken when 

increasing the injection rate. If symptoms occur, reduce or discontinue the infusion rate. In case of serious 

symptoms, administration should be discontinued immediately and appropriate measures should be taken. If 

administration is to be resumed, it should be started at an infusion rate less than half that at the time of 

discontinuation after complete resolution of symptoms. (See Sections 1.2 and 11.1.1. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

頻発して→頻回に（7 対訳） 

Clinical problems that are frequently encountered in 

renal transplant patients have been summarized. 

腎移植患者で頻回に遭遇する臨床問題についての概

要が示されている。 

 

前投与（38 対訳） 
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As explained earlier by the applicant, bortezomib, a 

proteasome inhibitor like Drug A, is known to induce 

herpes zoster, and subjects of the clinical studies of 

Drug A were pretreated with an antiviral drug to 

prevent herpes zoster. 

申請者から予め説明があったように、薬剤 A と同じくプ

ロテアソーム阻害薬であるボルテゾミブは帯状疱疹を引

き起こすことが知られており、薬剤 A の臨床試験の被

験者には帯状疱疹の予防として抗ウイルス薬が前投

与された。 

Pretreatments with different agents were evaluated 

for their ability to prevent convulsions. 

各種薬剤の前投与は、痙攣を予防する効力について

検討した。 

 

を考慮する（158 対訳） 

A plastic surgeon should be consulted, and wide 

excision of the affected area should be considered if 

necessary. 

形成外科医と相談し、必要ならば罹患部位を広範囲

に切除することを考慮する。 

 

注入速度→点滴静注速度（13 対訳） 

At the higher rate of insulin infusion, the rate of 

glucose disposal increased from 9.0 to 10.0 mg per 

kilogram per minute. 

この速いインスリンの点滴静注速度では、ブドウ糖処理

速度が 9.0mg/kg/分から 10.0mg/kg/分に上昇した。 

 

特に注意する（7 対訳） 

Special care should be taken in treating this patient 

population. 

この患者集団を治療する際には特に注意する。 

 

重篤な症状（4 対訳） 

Rarely, the following serious symptoms may appear. In 

that case, consult your doctor for medical care 

immediately. 

稀に下記の重篤な症状があらわれることがあります。そ

の場合には直ちに医師の診察を受けてください。 

 

直ちに投与を中止（1 対訳） 

When any abnormalities such as decreasing tendency 

of granulocytes are observed, administration should 

be discontinued immediately, and appropriate 

measures should be taken. 

顆粒球の減少傾向等の異常が認められた場合、直ち

に投与を中止し、適切な処置を行う《適切な対策をと

る》。 

 

適切な処置を行う（24 対訳） 

Minimum effective dosages should be administered, 

and appropriate measures should be taken if any 

abnormalities are observed. 

必要最小限の有効用量とし、異常が認められた場合

には適切な処置を行う。 
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症状が完全に消失した後→症状 消失（19 対訳） 

Patients should be treated for a minimum of 14 days 

and for at least 7 days following resolution of 

symptoms. 

投与期間は、最低 14 日間で、症状が消失してから 7

日間以上とする。 

 

投与を開始する（22 対訳） 

In elderly patients, this drug should be started with a 

dose of 10 mg. 

高齢患者には 10mg の用量で本剤の投与を開始す

る。 
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