
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.18 

 

8. 重要な基本的注意 

〈効能共通〉 

8.1 Infusion reaction があらわれることがあるので、バイタルサイン（血圧、脈拍、呼吸数等）のモニタリングや自他覚

症状の観察など、患者の状態を十分に観察すること。［1.2、11.1.1 参照］ 

8.2 腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を

十分に観察すること。［1.3、11.1.2 参照］ 

8.3 本剤の投与により、B 型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎又は肝炎があらわれることがある。本剤投与

に先立って B 型肝炎ウイルス感染の有無を確認し、本剤投与前に適切な処置を行うこと。［1.4、9.1.3、11.1.3 参

照］ 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

8. Important Basic Precautions 

Common Indications 

8.1 Infusion reactions may occur, so patients should be carefully monitored by monitoring vital signs (blood 

pressure, pulse rate, respiratory rate, etc.) and self-perceived symptoms. 8.2 Tumor Collapse Syndrome 

8.2 Tumor necrosis syndrome may occur, so the patient's condition should be carefully monitored, including 

serum electrolyte levels and renal function tests. Refer to 1.3 and 11.1.2. 

8.3 Hepatitis fulminans or hepatitis due to reactivation of hepatitis B virus may occur with the 

administration of this product. The presence of hepatitis B virus infection should be confirmed prior to the 

administration of this product, and appropriate measures should be taken prior to the administration of this 

product. (See 1.4, 9.1.3, and 11.1.3. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

重要な基本的注意（8 対訳） 

IMPORTANT PRECAUTIONS (newly added) 重要な基本的注意（新設） 

 

あらわれることがあるので（13 対訳） 

Since hypoglycemia or hypoglycemic symptoms may 

occur, Drug A should be carefully administered to the 

patients who are engaged in working at heights or 

driving a car. 

低血糖又は低血糖症状があらわれることがあるので、

薬剤 A は高所での作業や自動車の運転に従事して

いる患者には注意して投与する必要がある。 
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Abnormal thyroid function may occur. Patients should 

be carefully monitored through thyroid function tests 

performed prior to, and during, administration of this 

drug. 

甲状腺機能異常があらわれることがあるので、本剤の

投与開始前及び投与期間中は甲状腺機能検査によ

って患者を十分に経過観察する。 

 

バイタルサイン（93 対訳） 

Additional vital sign measurements were performed 

immediately prior to discharge on Day 10. 

10 日目の退院直前にバイタルサインの追加測定を行

った。 

 

十分に観察する→十分 観察する（3 対訳） 

Fulminant hepatitis, hepatic failure, hepatic 

impairment, hepatitis, and sclerosing cholangitis may 

occur. Patients should be carefully monitored through 

periodic liver function tests. 

劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆

管炎があらわれることがあるので、定期的に肝機能検

査を行い、患者の状態を十分に経過観察する。 

 

十分に観察する→詳しく 観察する（7 対訳） 

It is important to monitor closely any change that 

might occur in transaminases or other liver function 

tests. 

トランスアミナーゼやその他の肝機能検査値に変

化が起こることがあるので、詳しく経過観察すること

が大切である。 

 

再活性化（21 対訳） 

Entecavir is more effective than lamivudine to 

prevent HBV reactivation in patients with diffuse 

large B-cell lymphoma receiving R-CHOP. 

R-CHOP を受けるびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫

の患者において、エンテカビルはラミブジンよりも HBV 再

活性化を阻止する効果が高い。 

 

劇症肝炎（6 対訳） 

From 2000 through 2010, fulminant hepatitis was 

diagnosed in 34 patients at our medical institution. 

2000 年から 2010 年にかけて、当医療機関では 34 例

の患者に劇症肝炎が診断された。 

 

に先立って（11 対訳） 

Prior to the beginning of the study, …. 本試験の開始に先立って、～。 

The gene panel testing should be performed in 

pediatric cancer patients or patients with orphan 

cancers prior to pharmacotherapy. 

小児癌患者又は希少癌の患者には、薬物療法に先

立って遺伝子パネル検査を行う。 

 

Pre-edit 前 Pre-edit 後 

本剤投与に先立って B 型肝炎ウイルス感染の有無を確

認し、本剤投与前に適切な処置を行うこと。 

本剤投与に先立って、各患者を B 型肝炎ウイルス感染

の有無について検査し、本剤投与前に適切な処置を行
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うこと。 

The presence of hepatitis B virus infection should 

be confirmed prior to the administration of this 

product, and appropriate measures should be taken 

prior to the administration of this product. 

Prior to administration of this drug, each patient 

should be tested for hepatitis B virus infection, and 

appropriate measures should be taken prior to 

administration of this drug.  
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