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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.22 

 

9. 特定の背景を有する患者に関する注意 

9.1 合併症・既往歴等のある患者 

〈効能共通〉 

9.1.1 心機能障害のある患者又はその既往歴のある患者 

投与中又は投与直後に心電図、心エコー等によるモニタリングを行うなど、患者の状態を十分に観察すること。投与

中又は投与後に不整脈、狭心症等を悪化又は再発させるおそれがある。［11.1.10 参照］ 

9.1.2 肺浸潤、肺機能障害のある患者又はその既往歴のある患者 

投与中又は投与直後に気管支痙攣や低酸素血症を伴う急性の呼吸器障害があらわれ、肺機能を悪化させるお

それがある。［1.2、11.1.1 参照］ 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

9. precautions for patients with specific backgrounds 

9.1 Patients with complications, history, etc. 

Common indications 

9.1.1 Patients with cardiac dysfunction or a history of cardiac dysfunction 

9.1.1 Patients with cardiac dysfunction or a history of cardiac dysfunction Patients should be carefully 

monitored by electrocardiography, echocardiography, etc. during or immediately after administration. There 

is a risk of worsening or recurrence of arrhythmia, angina pectoris, etc. during or after administration. ［See 

Section 11.1.10.] 

9.1.2 Patients with pulmonary infiltration, pulmonary dysfunction, or a history thereof 

Acute respiratory impairment with bronchospasm and hypoxemia may occur during or immediately after 

administration, and may worsen pulmonary function. [See Sections 1.2 and 11.1.1]. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

特定の背景を有する患者に関する注意（1 対訳） 

PRECAUTIONS CONCERNING PATIENTS WITH 

SPECIFIC BACKGROUNDS 

特定の背景を有する患者に関する注意 

 

既往歴（63 対訳） 

Does the subject have a history of at least moderate 

Valvular Heart Disease? 

- Mark "No" or "Yes" as appropriate. 

被験者に中等度以上の心臓弁膜症の既往歴がある

か？  

- 「いいえ」か「はい」の該当するものにチェックする。 
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既往歴→既往（217 対訳） 

A 16-year-old boy with a history of bronchial asthma 

was admitted to the hospital after successful 

resuscitation from asystole. 

気管支喘息の既往がある 16 歳の少年で、心

停止からの蘇生が成功後、当院に入院した。 

A 50-year-old woman with a past medical history of 

hypertension, well controlled with diet and exercise, 

presented with progressive shortness of breath, 

associated with left-side pleuritic pain. 

高血圧の既往がある 50 歳女性で、食事療法

と運動療法で十分にコントロールされており、左

側の胸膜痛を伴う進行性の息切れを示した。 

 

投与中→投与中に（69 対訳） 

All six patients provided written informed consent to 

the NHS for the publication of data obtained during 

treatment. 

投与中に得られたデータの公表について、6 例すべての

患者が NHS に対して書面で同意した。 

 

投与直後（5 対訳） 

One animal in the 300 IU/kg group died immediately 

post-dose on Day 20, and necropsy showed 

increases in liver and kidney weights and 

discoloration of the lung, 

300IU/kg 群の 1 匹が 20 日目の投与直後に死亡し、

剖検では肝臓と腎臓の重量増加及び肺の色調変化が

認められた。 

 

投与後に（254 対訳） 

A renal function test in rats demonstrated that there 

was no apparent effect on urinary output or creatinine 

clearance following administration. 

ラットを用いた腎機能検査では、投与後に排尿量又

はクレアチニンクリアランスに対する明らかな影響は認め

られなかった。 

A total of 100 patients who responded completely 

after one or two treatments were included in the 

recurrence evaluation 12 months after the last 

therapy. 

1 回又は 2 回の投与後に完全奏効を示した合計 100

例の患者を対象に、最終投与の 12 カ月後に再発の

有無を検討した。 

Adverse events were reported by 2 subjects after 

administration of the 20-mg tablet. 

有害事象は 20mg 錠の投与後に被験者 2 例から報

告された。 

 

Pre-edit 前の DeepL による英訳 Pre-edit 後の DeepL による英訳 

投与中又は投与直後に気管支痙攣や低酸素血症を

伴う急性の呼吸器障害があらわれ、肺機能を悪化させ

るおそれがある。 

投与中又は投与直後に気管支痙攣又は低酸素血症

を伴う急性の呼吸器障害があらわれ、その結果、肺機

能が悪化することがある。 

Acute respiratory impairment with bronchospasm 

and hypoxemia may occur during or immediately 

after administration, and may worsen pulmonary 

During or immediately after administration, acute 

respiratory disturbances with bronchospasm or 

hypoxemia may occur, resulting in deterioration of 
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function. lung function. 
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