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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.17 

 

〈ABO 血液型不適合腎移植・肝移植〉 

7.9 本剤の投与量及び投与回数は、患者の状態に応じ、適宜調節すること。投与時期については、下記を目安と

する。 

・ ABO 血液型不適合腎移植の場合は、原則、移植術 2 週間前及び 1 日前に 2 回点滴静注する。 

・ ABO 血液型不適合肝移植の場合は、原則、移植術 2 週間以上前に 1 回点滴静注する。1 回投与で抗体価

又は B 細胞数の減少が不十分な場合には、さらに 1 回追加投与する。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

ABO blood group incompatible kidney and liver transplants 

7.9 The dosage and frequency of administration of Clozapine should be adjusted according to the patient's 

condition. The dosage and frequency of administration should be adjusted according to the patient's 

condition. 

In the case of ABO blood group incompatible kidney transplantation, in principle, it should be administered 

intravenously twice a day and two weeks before the transplantation. 

In the case of ABO blood group incompatible liver transplantation, in principle, one dose should be 

administered intravenously at least 2 weeks prior to the transplantation. If the decrease in antibody titer or 

B cell count is insufficient after one dose, one additional dose should be administered. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

ABO 血液型不適合（4 対訳） 

ABO-incompatible transplantation has been 

introduced as a method to decrease recipient waiting 

time and associated waiting list mortality. 

ABO 血液型不適合移植は、レシピエントの待機時間

を短縮し、待機中の死亡率を低下させる方法として導

入された。 

 

適宜調節する（7 対訳） 

During administration, heart rate and blood pressure 

should be measured, and the maintenance dose 

should be adjusted as appropriate. 

投与中、心拍数及び血圧を測定し、維持量を適宜

調節する《増減する》。 
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In clinical studies conducted after Study A, the dose 

of Drug A for patients with a body surface area of > 

2.2 m2 was calculated based on the body surface 

area of 2.2 m2. 

試験 A の後に実施された臨床試験では、体表面積

2.2m2 超の患者に対する薬剤 A の投与量は体表面

積 2.2m2 を目安に算出された。 

 

原則（97 対訳） 

Applicants are requested to submit results of clinical 

studies up to late Phase II as a rule as data for 

estimating the clinical usefulness. 

申請者は、臨床的有用性を推定するためのデータとし

て、臨床試験の結果を原則として後期第 II 相までに提

出することが求められている。 

As a general principle, treatments which could 

influence the course of Disease A should be omitted 

during the study period. 

原則として、試験期間中は疾患 A の経過に影響を及

ぼすような治療を控える。 

As a general rule, the duration of administration of 

this drug should be limited to the minimal period 

required for the treatment of the patient's condition, 

after susceptibility of the microorganism to the drug 

has been confirmed, in order to prevent the 

emergence of drug-resistant microorganisms. 

原則として、本剤の投与期間は、薬物耐性菌の出現

が阻止されるように、本剤に対する菌の感受性を確認

した後、患者の疾患の治療に必要な最小限の期間に

とどめる。 

 

2 回点滴静注する→回 点滴静注する（10 対訳） 

The usual adult dosage of Drug A (genetical 

recombination) is 300 mg/m2 once weekly 

administered as an intravenous infusion for 4 doses. 

通常、成人には、薬剤 A（遺伝子組換え）300mg/m2

を週 1 回で、4 回点滴静注する。 

 

抗体価（30 対訳） 

Among children who were initially negative, antibody 

titers increased by a factor of four. 

当初陰性であった小児では、抗体価が 4 倍に増加し

た。 

Isolated low antibody titers were detected in patients 

who received Drug A, which were not detected in 

patients who received placebo. 

薬剤 A の投与を受けた患者では単発的に低抗体価が

認められたが、プラセボの投与を受けた患者では認めら

れなかった。 

 

不十分な場合（7 対訳） 

INDICATIONS The following condition when the effect 

of other drugs is insufficient: …. 

【効能・効果】下記の病状で、他剤による効果が不十

分な場合。 

 

不十分な場合→不十分な（37 対訳） 

Patients with unsatisfactory therapeutic effect will be 

discontinued according to the guidelines in Section 1. 

治療効果不十分な患者は、第 1 項のガイドライン

に従って中止とする。 
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pediatric patients with inadequately controlled partial-

onset seizures or tonic-clonic seizures. 

コントロール不十分な部分発作又は強直間代発

作のある小児患者 

 

追加投与（8 対訳） 

Three patients required additional treatment with 

Drug A. 

患者 3 例は薬剤 A の追加投与を必要とした。 
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