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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.2 

 

1.2 本剤の投与開始後 30 分～2 時間よりあらわれる infusion reaction のうちアナフィラキシー、肺障害、心障害

等の重篤な副作用（低酸素血症、肺浸潤、急性呼吸促迫症候群、心筋梗塞、心室細動、心原性ショック等）に

より、死亡に至った例が報告されている。これらの死亡例の多くは初回投与後 24 時間以内にみられている。また、

本剤を再投与した時の初回投与後にも、これらの副作用があらわれるおそれがある。本剤投与中はバイタルサイン

（血圧、脈拍、呼吸数等）のモニタリングや自他覚症状の観察を行うとともに、投与後も患者の状態を十分観察する

こと。特に以下の患者については発現頻度が高く、かつ重篤化しやすいので注意すること。［7.1、7.2、7.8、8.1、9.1.2、

11.1.1 参照］ 

・ 血液中に大量の腫瘍細胞がある（25,000/μL 以上）など腫瘍量の多い患者 

・ 脾腫を伴う患者 

・ 心機能、肺機能障害を有する患者 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

1.2 Cases of death have been reported due to serious side effects (hypoxemia, pulmonary infiltration, acute 

respiratory distress syndrome, myocardial infarction, ventricular fibrillation, cardiogenic shock, etc.) such as 

anaphylaxis, pulmonary damage, and cardiac damage among the infusion reactions that occur from 30 

minutes to 2 hours after the start of Clozapine administration. Most of these deaths occurred within 24 

hours of the first administration. These side effects may also occur after the first dose of Clozapine when 

it is re-administered. Vital signs (blood pressure, pulse rate, respiratory rate, etc.) should be monitored 

during the administration of this drug, and patients should be monitored for symptoms both on their own 

and with others. Particular attention should be paid to the following patients, as the incidence of these 

symptoms is high and they are likely to become serious. In particular, the following patients should be 

carefully monitored because of their high incidence and tendency to become serious: [See 7.1, 7.2, 7.8, 8.1, 

9.1.2, 11.1.1 

Patients with high tumor volume such as large amount of tumor cells in the blood (more than 25,000/μL) 

Patients with splenomegaly. 

Patients with cardiac or pulmonary dysfunction 

 

●DeepL による英訳のエラーまたはイマイチに対応した部分を中心にイートモ検索 

 

副作用（低酸素血症、肺浸潤、急性呼吸促迫症候群、心筋梗塞、心室細動、心原性ショック等）により、死亡→

副作用 死亡（11 対訳） 

Lump-Sum Benefits for Bereaved Family: Benefits 

are provided to bereaved families for condolence and 

sympathy following death due to adverse drug 

reactions, etc. of a family member who is not the 

遺族一時金：生計維持者以外の人が副作用等により

死亡した場合、その遺族に対する見舞等のために給付

金が支給される。 
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main provider. 

 

副作用（低酸素血症、肺浸潤、急性呼吸促迫症候群、心筋梗塞、心室細動、心原性ショック等）により、死

亡→による死亡（11 対訳） 

Deaths due to sepsis following severe 

myelosuppression have been reported in patients 

treated with Drug A. 

薬剤 A 投与患者では重度の骨髄抑制後に起こ

る敗血症による死亡が報告されている。 

Though more common in men, the number of deaths 

from lung cancer in women is increasing. 

男性のほうが多いが、女性における肺癌による死

亡数が増加している。 

It is estimated that approximately 1,760,000 deaths 

resulting from lung cancer per year worldwide, showing 

the first leading cause of cancer-related deaths. 

肺癌による死亡者数は世界全体で年間約 176

万人と推定されており、癌による死亡原因《死因》

の第 1 位となっている。 

 

自他覚症状（2 対訳） 

Some subjective and objective symptoms, that are 

believed to be specific of peptic ulcer, were analyzed 

in 400 patients with endoscopically confirmed gastric 

ulcer.  

消化性潰瘍に特異的と考えられている一部の自他覚

症状について、内視鏡で確認された胃潰瘍の患者

400 例を対象に分析した。 

 

投与後も患者の状態を十分観察すること→患者の状態 観察（13 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。 

 

発現頻度が高く→発現頻度 高い（14 対訳） 

The highest dose, 60 mg (20 mg tid), was considered 

poorly tolerated due to an increased frequency of 

gastrointestinal adverse events. 

最高用量の 60mg（20mg の 1 日 3 回投与）は、消化

器系有害事象の発現頻度が高いため、忍容性が不

良と考えられた。 
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