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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.19 

 

8.4 肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、肝機能検査を行うなど患者の状態を十分に観察すること。

［11.1.4 参照］ 

8.5 血球減少があらわれることがあるので、本剤の治療期間中及び治療終了後は定期的に血液検査を行うなど患

者の状態を十分に観察すること。［9.1.5、11.1.6 参照］ 

8.6 本剤の治療中より末梢血リンパ球の減少があらわれ、治療終了後も持続すること、また免疫グロブリンが減少し

た例が報告されていることなど、免疫抑制作用により細菌やウイルスによる感染症が生じる又は悪化する可能性が

ある。本剤によりニューモシスチス肺炎発現のおそれがあるので、適切な予防措置を考慮すること。［9.1.4、11.1.7 参

照］ 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

8.4 Since hepatic dysfunction and jaundice may occur, the patient's condition should be carefully monitored 

by conducting liver function tests. 8.5 Hematopenia 

8.5 Hematopenia may occur; therefore, patients should be carefully monitored by conducting blood tests 

periodically during and after the completion of treatment with this product. During and after the completion 

of treatment with this product, patients should be carefully monitored by conducting blood tests 

periodically. 

8.6 There is a possibility that bacterial and viral infections may occur or worsen due to the 

immunosuppressive effects of this product, such as a decrease in peripheral blood lymphocytes that has 

been observed during treatment with this product and persists even after the completion of treatment, and 

cases of decreased immunoglobulins have been reported. Since there is a possibility that Pneumocystis 

pneumonia may occur with this drug, appropriate preventive measures should be considered. See 9.1.4 and 

11.1.7. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

肝機能障害（111 対訳） 

In the absence of severe renal or hepatic dysfunction, 

approximately 1.5 g protein per kilogram of body 

weight should be provided daily. 

重度の腎機能障害又は肝機能障害が存在しない場

合、体重 1kg あたり約 1.5g のタンパク質を毎日与え

る。 

 

肝機能検査（46 対訳） 

Liver function tests should be performed throughout 

the study. 

本試験を通じて肝機能検査を行う。 
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治療期間中→投与期間中（89 対訳） 

A summary of cumulative safety data during the 

open-label treatment period is presented. 

非盲検投与期間中における累積安全性データの概要

を示す。 

 

治療期間中→投与中（464 対訳） 

A decreased resistance to localized infection has 

been observed during corticosteroid therapy. 

副腎皮質ステロイドの投与中に局所感染症に対

する抵抗力の低下が認められている。 

a female subject who becomes pregnant during study 

drug dosing 

治験薬の投与中に妊娠した女性被験者 

 

治療終了後→投与終了後（20 対訳） 

Depending on the design of the clinical studies, the 

postbaseline samples were taken during treatment 

and/or after the end of treatment. 

これらの臨床試験のデザインに応じて、ベースライン後の

試料は投与中及び投与終了後又はいずれか一方で

採取した。 

 

定期的に（111 対訳） 

A complete blood count should be performed 

regularly. 

全血球計算は定期的に実施する。 

A fume hood, which is checked periodically to ensure 

that fumes are efficiently removed, is essential in the 

laboratory. 

研究室にはドラフトが必要不可欠で、定期的に点検し

て、煙霧が効率的に排気されることを確認する。 

 

免疫抑制作用（8 対訳） 

Drug A has immunosuppressive properties and may 

predispose patients to infections, especially infections 

with opportunistic pathogens. 

薬剤 A は免疫抑制作用を有し、患者は感染症、特

に日和見病原体による感染症に罹患しやくなると考

えられる。 

 

悪化する（48 対訳） 

As the dose of your uveitis medications is decreased, 

it is possible that your uveitis symptoms may recur or 

get worse. 

ぶどう膜炎治療薬の投与量が減量されるにつれて、ぶ

どう膜炎の症状が再発又は悪化する可能性あります。 

 

予防措置（4 対訳） 

Precautionary measures should be taken, even if 

causality has not been fully established scientifically. 

因果関係が科学的に十分に確立されていなくても、予

防措置をとる必要がある。 
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本剤の治療中より末梢血リンパ球の減少があらわれ、治

療終了後も持続すること、また免疫グロブリンが減少した

例が報告されていることなど、免疫抑制作用により細菌

やウイルスによる感染症が生じる又は悪化する可能性が

ある。 

本剤の治療中に末梢血リンパ球の減少があらわれ、治

療終了後も持続すること、また免疫グロブリンが減少した

例が報告されていることから示唆されるように、免疫抑制

作用により細菌やウイルスによる感染症が生じる又は悪

化する可能性がある。 

There is a possibility that bacterial and viral 

infections may occur or worsen due to the 

immunosuppressive effects of this product, such as 

a decrease in peripheral blood lymphocytes that has 

been observed during treatment with this product 

and persists even after the completion of treatment, 

and cases of decreased immunoglobulins have been 

reported. 

As suggested by the fact that a decrease in 

peripheral blood lymphocytes was observed during 

treatment with this drug and persisted even after 

the completion of treatment, and that cases of 

decreased immunoglobulins have been reported, 

there is a possibility that bacterial and viral 

infections may occur or worsen due to the 

immunosuppressive effect. 
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