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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.16 

 

〈B 細胞性非ホジキンリンパ腫〉 

7.5 維持療法に用いる場合は、臨床試験に組み入れられた患者の組織型等について、「17. 臨床成績」の項の内

容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考に本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患

者の選択を行うこと。［17.1.2 参照］ 

7.6 中・高悪性度リンパ腫に対する本剤の維持療法の有効性及び安全性は確立していない。 

7.7 他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合は、臨床試験において検討された本剤の投与間隔、投与時期等について、

「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、国内外の最新のガイドライン等を参考にすること。［17.1.2 参照］ 

7.8 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、本剤を 90 分間で投与するに際し、

併用する化学療法に副腎皮質ホルモン剤が含まれる場合には、当該副腎皮質ホルモン剤の前投与を行うこと。

［1.2、7.1、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） 

 

B-cell non-Hodgkin's lymphoma 

7.5 When used for maintenance therapy, the selection of patients for whom the drug is indicated should be 

based on a thorough understanding of the efficacy and safety of the drug, referring to the latest domestic 

and international guidelines, and familiarizing oneself with the contents of "17. Clinical Outcomes" 

regarding the histological types of patients included in clinical trials. See Section 17.1.2. 

7.6 The efficacy and safety of maintenance therapy with this product for intermediate to high-grade 

lymphoma have not been established. 

7.7 When using this product in combination with other antineoplastic agents, familiarize yourself with the 

contents of "17. Clinical Outcomes" regarding the dosing intervals and timing of administration of this 

product as examined in clinical trials, and refer to the latest guidelines in Japan and overseas. See Section 

17.1.2. 

7.8 To reduce infusion reactions that frequently occur during the administration of Clozapine, if 

corticosteroids are included in the concomitant chemotherapy, corticosteroids should be administered prior 

to the 90-minute administration of Clozapine. (See Sections 1.2, 7.1, and 11.1.1. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

維持療法（55 対訳） 

Drug A is also indicated for the maintenance 

treatment of patients with moderate to severe COPD 

who have a history of repeated exacerbations and 

significant symptoms despite regular therapy with 

薬剤 A は、長時間作用性β刺激薬（LABA）による定

期的な治療にも関わらず増悪の繰り返し及び重大な

症状の既往のある中等度ないし重度 COPD の患者の

維持療法も効能・効果である。 
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long-acting beta(2)-agonists (LABAs). 

 

に組み入れられた（56 対訳） 

Of the 197 patients initially enrolled in the RAVE 

trial, the 146 patients who achieved complete 

remission were followed through Month 18. 

当初から RAVE 治験に組み入れられた患者 197 例の

うち、完全寛解を達成した 146 例を 18 カ月目まで追

跡調査した。 

 

組織型（13 対訳） 

Histologic types and tumor grades are outlined in 

Table 1. 

腫瘍の組織型及びグレードについての概略を表 1 に示

す。 

 

について→に関する（1042 対訳） 

This review aims to summarize our current 

understanding on the mechanism of action of CD20 

monoclonal antibodies. 

この総説は、CD20 モノクローナル抗体の作用機序に

関する現在の知見の要約を目指したものである。 

 

高悪性度（2 対訳） 

B-cell lymphomas of high-grade malignancy 

frequently lack HLA-DR, -DP and -DQ antigens. 

高悪性度の B 細胞リンパ腫は HLA-DR 抗原、HLA-

DP 抗原、HLA-DQ 抗原を欠いていることが多い。 

 

は確立していない→は確立されていない（26 対訳） 

Efficacy and safety have not been established in 

adult-onset nephrotic syndrome patients. 

成人期発症のネフローゼ症候群の患者における有効

性及び安全性は確立されていない。 

 

Pre-edit 前 Pre-edit 後 

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、本剤を 90 分間で投与するに際し、

併用する化学療法に副腎皮質ホルモン剤が含まれる場

合には、当該副腎皮質ホルモン剤の投与を行うこと。 

併用する化学療法レジメンに副腎皮質ホルモン剤が含

まれる場合、本剤投与時に頻回にあらわれる infusion 

reaction が軽減するように、本剤の 90 分間点滴静注

に先立ち、当該副腎皮質ホルモン剤を投与すること。 

 

To reduce infusion reactions that frequently occur 

during the administration of Clozapine, if 

corticosteroids are included in the concomitant 

chemotherapy, corticosteroids should be 

administered prior to the 90-minute administration 

of Clozapine. 

If a corticosteroid is included in the concomitant 

chemotherapy regimen, the corticosteroid should be 

administered prior to the 90-minute intravenous 

infusion of the drug in order to reduce the frequent 

infusion reactions that may occur when the drug is 

administered. 
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