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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.20 

 

8.7 消化管穿孔・閉塞があらわれることがあるので、初期症状としての腹痛、腹部膨満感、下血、吐血、貧血等の

観察を十分に行うこと。［11.1.12 参照］ 

8.8 現在までに、本剤の投与により伝達性海綿状脳症（TSE）がヒトに伝播したとの報告はない。本剤は、マスター

セルバンク構築時にカナダ、米国又はニュージーランド産ウシの血清由来成分を使用しているが、理論的なリスク評

価を行い一定の安全性を確保する目安に達していることを確認している。しかしながら、TSE の潜在的伝播の危険

性を完全に排除することはできないことから、疾病の治療上の必要性を十分検討の上、本剤を投与すること。なお、

投与に先立ち、患者への有用性と安全性の説明も考慮すること。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

8.7 Since perforation or obstruction of the gastrointestinal tract may occur, the initial symptoms, such as 

abdominal pain, abdominal distention, hemoptysis, hematemesis, and anemia, should be carefully observed. 

See 11.1.12. 

8.8 To date, there have been no reports of transmission of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) 

to humans due to the administration of this product. Bovine serum-derived components from Canada, the 

U.S., or New Zealand were used in the construction of the master cell bank for Clozapine, and a theoretical 

risk assessment has been conducted to confirm that the standard for ensuring a certain level of safety has 

been reached. However, since the risk of potential transmission of TSE cannot be completely eliminated, 

this product should be administered after careful consideration of the therapeutic needs of the disease. 

Prior to administration, consideration should be given to explaining the usefulness and safety of the drug to 

patients. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

穿孔（61 対訳） 

A causal relationship between the large intestine 

perforation and the study drug could not be ruled out. 

この大腸穿孔と治験薬の因果関係は否定できなかっ

た。 

 

閉塞（206 対訳） 

A 3-0 uncoated monofilament nylon suture with 

rounded tip was introduced into the internal carotid 

artery via an arteriotomy in the external carotid 

artery and advanced (approximately 22 mm from the 

carotid bifurcation) until it lodged in the proximal 

外頸動脈の動脈切開部から、先端の丸い 3-0 非被

覆モノフィラメントナイロン縫合糸を内頸動脈内に導入

し、前大脳動脈の近位部に入り込むまで進め（頸動脈

の分岐部から約 22mm）、これによって中大脳動脈の起

始部に閉塞を引き起こした。 
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region of the anterior cerebral artery, thus occluding 

the origin of the middle cerebral artery. 

A severe narrowing or blockage of the carotid artery 

may require a physician to perform a minimally 

invasive balloon angioplasty procedure. 

頸動脈に重度の狭窄又は閉塞がある場合には、低侵

襲性バルーン血管形成術の実施が必要になることがあ

る。 

 

伝播（5 対訳） 

Genital tuberculosis results from hematogenous 

spread. 

性器結核は血液を介して伝播する。 

 

伝播→伝染（52 対訳） 

A suspected case is a person with a documented 

fever, lower respiratory tract symptoms, and contact 

with a person believed to have had SARS or a history 

of travel to a geographic area where there has been 

documented transmission of the illness. 

疑い例とは、発熱が確認されている人、下気道症

状がある人、そして SARS に感染していたと考えら

れる人あるいはこの病気の伝染が確認されている

地域に渡航したことがある人と接触したことのある人

である。 

 

マスターセルバンク（8 対訳） 

Among clones obtained from the CHO cell line, the 

optimal clone for producing Drug A was used to 

generate master cell bank (MCB) and working cell 

bank (WCB). 

CHO 細胞株から得られたクローンのうち、薬剤 A の製

造に最適なクローンを用いて、マスターセルバンク（MCB）

及びワーキングセルバンク（WCB）を構築した。 

 

Pre-edit 前 Pre-edit 後 

理論的なリスク評価を行い一定の安全性を確保する目

安に達していることを確認している。 

理論的なリスク評価により、一定レベルの安全性の確保

に必要な基準を満たしていることが確認されている。 

a theoretical risk assessment has been conducted 

to confirm that the standard for ensuring a certain 

level of safety has been reached. 

Theoretical risk assessment has confirmed that the 

system meets the criteria necessary to ensure a 

certain level of safety. 

 

完全に排除する→完全に否定する（5 対訳） 

Although mild neurotoxicity could not be ruled out 

completely, amplitude changes in N3 can occur for a 

variety of physiological reasons other than 

neurotoxicity. 

軽度の神経毒性を完全に否定することはできなかった

が、神経毒性以外の様々な生理学的理由により、N3

に振幅変調が起こる可能性がある。 

 

Pre-edit 前 Pre-edit 後 

疾病の治療上の必要性を十分検討の上、本剤を投与 本疾患に治療に必要かどうかを十分検討の上、本剤を
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すること。 投与すること。 

a theoretical risk assessment has been conducted 

to confirm that the standard for ensuring a certain 

level of safety has been reached. 

This drug should be administered after careful 

consideration of whether it is necessary for the 

treatment of this disease. 
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