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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 

 

9.1.5 重篤な骨髄機能低下のある患者あるいは腫瘍細胞の骨髄浸潤がある患者 

好中球減少及び血小板減少を増悪させ重篤化させるおそれがある。［8.5、11.1.6 参照］ 

9.1.6 薬物過敏症の既往歴のある患者 

9.1.7 アレルギー素因のある患者 

〈B 細胞性非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病、免疫抑制状態下の B 細胞性リンパ増殖性疾患、イブリツモ

マブ チウキセタンの前投与〉 

9.1.8 咽頭扁󠄁桃、口蓋扁󠄁桃部位に病巣のある患者 

病巣腫脹による呼吸困難が発現した場合は、副腎皮質ホルモン剤を投与するなど、適切な処置を行うこと。本剤

投与後、炎症反応に起因する病巣の一過性の腫脹がみられ、病巣腫脹により呼吸困難をきたしたという報告があ

る。 

〈全身性強皮症〉 

9.1.9 軽度及び中等度の間質性肺炎を合併する患者 

間質性肺炎の増悪があらわれることがあるので、定期的に胸部 CT 検査や肺機能検査を行うなど患者の状態を十

分に観察すること。［1.6 参照］ 

9.1.10 全身性強皮症に伴う肺高血圧症、腎クリーゼ等の重篤な合併症を有する患者 

臨床試験では除外されている。［5.7、17.1.6 参照］ 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

9.1.5 Patients with severely depressed bone marrow function or with bone marrow infiltration of tumor cells 

There is a risk of exacerbation and severity of neutropenia and thrombocytopenia. ［May exacerbate and 

make severe neutropenia and thrombocytopenia.] 

9.1.6 Patients with a history of drug hypersensitivity 

9.1.7 Patients with a predisposition to allergy 

9.1.7 Patients with a predisposition to allergy B-cell non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic 

leukemia, B-cell lymphoproliferative disease under immunosuppressive conditions, and prior administration 

of ibritumomab tiuxetan 

9.1.8 Patients with lesions in the pharyngeal tonsils or palatine tonsils 

If dyspnea due to lesion swelling develops, appropriate measures such as administration of corticosteroids 

should be taken. There is a report that transient swelling of the lesion caused by inflammatory reaction was 

observed after the administration of this drug, and dyspnea was caused by the swelling of the lesion. 

Systemic scleroderma 

9.1.9 Patients with mild to moderate interstitial pneumonia 

9.1.9 Patients with mild to moderate interstitial pneumonia Since exacerbation of interstitial pneumonia may 

occur, the patient's condition should be carefully monitored by periodically performing a CT scan of the 

chest and pulmonary function tests. ［Patients with interstitial pneumonia] 
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9.1.10 Patients with serious complications such as pulmonary hypertension and renal crisis associated with 

systemic scleroderma 

Excluded in clinical trials. ［Excluded in clinical trials.] 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

骨髄機能（3 対訳） 

Mianserin may depress bone marrow function and 

hematological surveillance is appropriate for patients 

taking this drug. 

ミアンセリンにより骨髄機能抑制が起こることがあるの

で、本剤を服用している患者には定期的に血液検査

を行う。 

 

骨髄浸潤→骨髄 浸潤（3 対訳） 

Patients with or without tumor infiltration of the bone 

marrow respond equivalently to Drug A therapy. 

骨髄の腫瘍浸潤のある患者もない患者も薬剤 A 投

与による効果は同等である。 

 

重篤化（8 対訳） 

Complications from chickenpox may become serious. 水痘による合併症は重篤化することがある。 

The intraperitoneal administration of Drug A to mice 

with oxazolone-induced colitis once every 3 days for 

a total of 3 times made colitis more serious. 

オキサゾロン誘発大腸炎のマウスに薬剤 A を 3 日毎に

計 3 回腹腔内投与したところ、大腸炎が重篤化した。 

 

アレルギー素因（3 対訳） 

Childhood vaccination remains an essential part of 

child health programs and should not be withheld, 

even from children predisposed to allergy. 

小児期ワクチン接種は小児保健プログラムの根幹であ

ることに変わりなく、アレルギー素因がある小児であって

も控えるべきではない。 

 

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

本剤投与後、炎症反応に起因する病巣の一過性の腫

脹がみられ、病巣腫脹により呼吸困難をきたしたという

報告がある。 

本剤投与後、炎症反応に起因する当該病巣の一過性

の腫脹が起こり、その結果、呼吸困難に至ったという報

告がある。 

There is a report that transient swelling of the 

lesion caused by inflammatory reaction was 

observed after the administration of this drug, and 

dyspnea was caused by the swelling of the lesion. 

There is a report of transient swelling of the lesion 

due to inflammatory reaction after administration of 

this drug, which resulted in respiratory distress. 

 

を合併する（3 対訳） 

Cases of colitis complicated by ulceration, bleeding, 

ileus or what was described as toxic megacolon have 

潰瘍、出血、イレウス、あるいはいわゆる中毒性巨大

結腸を合併する大腸炎《結腸炎》の症例が稀に認めら
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been observed rarely. れている。 

 

を合併する→を合併している（10 対訳） 

Drug A was by far most likely to be prescribed to 

patients with coexisting heart failure. 

薬剤 A は心不全を合併している患者に処方され

ることが圧倒的に多かった。 

 

腎クリーゼ（6 対訳） 

Renal crisis occurs in about 10% of all patients with 

systemic sclerosis. 

腎クリーゼは全身性硬化症患者の約 10％に発症す

る。 
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