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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.23 

 

9.1.3 肝炎ウイルスの感染又は既往を有する患者 

本剤の治療期間中及び治療終了後は継続して肝機能検査値や肝炎ウイルスマーカーのモニタリングを行うなど、B

型肝炎ウイルスの再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。B 型肝炎ウイルスキャリアの患者又は既往感染

者（HBs 抗原陰性、かつ HBc 抗体又は HBs 抗体陽性）で、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。なお、HBs 抗体陽性患者に本剤を投与した後、HBs 抗体が陰性

の急性 B 型肝炎を発症した例が報告されている。［1.4、8.3、11.1.3 参照］ 

9.1.4 感染症（敗血症、肺炎、ウイルス感染等）を合併している患者 

免疫抑制作用により病態を悪化させるおそれがある。［8.6、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） 

 

9.1.3 Patients with hepatitis B virus infection or history of hepatitis B virus infection 

Pay attention to signs and symptoms of hepatitis B virus reactivation by continuously monitoring liver 

function test values and hepatitis virus markers during and after the completion of treatment with this drug. 

Patients who are hepatitis B virus carriers or previously infected with hepatitis B virus (negative for HBs 

antigen and positive for HBc antibody or HBs antibody) should be monitored for signs and symptoms of 

hepatitis B virus reactivation during and after treatment with this product. The administration of this 

product may cause fulminant hepatitis or hepatitis due to reactivation of hepatitis B virus. In addition, 

cases of acute hepatitis B with negative HBs antibody have been reported after administration of this 

product to HBs antibody positive patients. ［See Sections 1.4, 8.3, and 11.1.3.] 

9.1.4 Patients with concomitant infections (sepsis, pneumonia, viral infection, etc.) 

9.1.4 Patients with infectious diseases (sepsis, pneumonia, viral infections, etc.) may worsen their condition 

due to immunosuppression. ［See 8.6 and 11.1.7.] 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

肝機能検査値→肝機能検査（46 対訳） 

Hepatic impairment may occur. Liver function tests 

should be performed prior to the initiation of, and 

periodically during, the administration of this drug. 

肝機能障害があらわれることがあるので、本剤投与開

始前に肝機能検査を行うとともに、本剤投与中は定

期的に肝機能検査を行う。 

No dose adjustment is necessary in patients with this 

degree of abnormal liver function, but continued 

monitoring of liver function tests for further 

elevations is recommended 

この程度の肝機能異常の患者では用量調節の必要

はないが、さらなる上昇の有無について肝機能検査を

継続的に実施することが望ましい。 
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肝炎ウイルス（35 対訳） 

A vaccine can protect healthy people from being 

infected with hepatitis B virus. 

ワクチンは健康な人が B 型肝炎ウイルスに感染しないよ

うに守ってくれる。 

 

注意する（47 対訳） 

Attention should be paid so that the medicine will not 

come into contact with eyes. If the medicine comes 

into contact with eyes, immediately rinse them with 

water or lukewarm water. If the symptoms are severe, 

seek an ophthalmologist for medical treatment. 

目に入らないように注意すること．万一，目に入った場

合には，すぐに水又はぬるま湯で洗うこと．なお，症状

が重い場合には，眼科医の診療を受けること． 

Precaution should be exercised against the risk of 

rectal perforation, when giving an enema to a patient 

in the standing position. 

立位による浣腸処置時は、直腸穿孔の危険性に注

意すること。 

Precautions should be undertaken to avoid pregnancy. 妊娠しないように注意する。 

 

キャリア（15 対訳） 

Non-ulcer dyspepsia occurs roughly as often in H. 

pylori carriers as in non-carriers. 

非潰瘍性消化不良は、ヘリコバクター・ピロリのキャリア

において非キャリアとほぼ同じ頻度で起こる。 

 

HBs 抗原陰性（2 対訳） 

A metaanalysis of epidemiology studies concludes 

that risk for hepatocellular carcinoma increases 20-

fold for those who are HBsAg-positive compared with 

those who are HBsAg-negative. 

疫学調査のメタアナリシスにより、HBs 抗原陽性例で

は肝細胞癌のリスクが HBs 抗原陰性例よりも 20 倍

高くなると結論されている。 

 

再活性化（21 対訳） 

HBV reactivation usually occurred within 4-8 weeks. HBV の再活性化は通常 4～8 週間以内に起こった。 

 

合併している（13 対訳） 

Drug A is not indicated for patients with concurrent 

hepatic disease. 

薬剤 A は肝疾患を合併している患者を適応としていな

い。 

 

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

免疫抑制作用により病態を悪化させるおそれがある。 本剤の免疫抑制作用により患者の病態が悪化するおそ

れがある。 

Patients with infectious diseases (sepsis, 

pneumonia, viral infections, etc.) may worsen their 

condition due to immunosuppression. 

The immunosuppressive effect of this drug may 

aggravate the patient's condition. 
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