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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.25 

 

9.5 妊婦 

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与

すること。ヒト IgG は胎盤関門を通過することが知られており、妊娠中に本剤を投与した患者の出生児において、末

梢血リンパ球の減少が報告されている。 

9.6 授乳婦 

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。本剤は母乳中に移行

することが報告されている 4）。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

9.5 Pregnant women 

Pregnant women or women who may be pregnant should be administered this product only if the 

therapeutic benefit is judged to outweigh the risk. Human IgG is known to cross the placental barrier, and a 

decrease in peripheral blood lymphocytes has been reported in infants born to patients who received this 

product during pregnancy. 

9.6 Lactating Women 

Continuation or discontinuation of breastfeeding should be considered, taking into account the therapeutic 

benefit and the benefit of breastfeeding. It has been reported that this drug may be transferred to breast 

milk.) 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

妊婦（87 対訳） 

Drug A and Drug B both can cause harm to an 

unborn baby when taken by a pregnant woman. 

薬剤 A 及び薬剤 B は両剤とも、妊婦が服用したとき、

胎児に危害を引き起こす可能性がある。 

Drug A must not be used by females who are 

pregnant. 

薬剤 A は妊娠している女性《妊婦》に投与してはならな

い。 

 

妊娠している可能性のある女性（18 対訳） 

The Authority instructed the applicant to 

"contraindicate" Drug A in pregnant women and 

women who may possibly be pregnant and include 

specific information on the findings observed in 

embryo-fetal development studies in the package 

insert. 

当局は、妊婦及び妊娠している可能性のある女性を

薬剤 A の「禁忌」とし、胚・胎児発生試験で認められ

た所見に関する具体的な情報を添付文書に記載す

るよう申請者に指示した。 イ
ー
ト
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治療上の有益性（12 対訳） 

Therefore, the product should only be used in 

pregnant women, women suspected of being 

pregnant, and nursing mothers, provided that the 

expected therapeutic benefits are evaluated to 

outweigh the possible risk of treatment. 

したがって、本品は、妊婦、妊娠が疑われる女性《妊娠

している可能性のある女性》、授乳中の婦人《授乳婦》

には、予想される治療上の有益性が治療で想定される

危険性を上回ると判断された場合のみ投与する。 

 

場合にのみ（34 対訳） 

Long-term response was assessed clinically with 

histological confirmation by biopsy only if recurrence 

was suspected. 

再発が疑われた場合にのみ、長期的効果を臨床的に

評価するとともに、生検による組織学的確認を行った。 

 

胎盤関門（9 対訳） 

Other IgG1 antibodies have been found to cross the 

placental barrier. 

その他の IgG1 抗体は胎盤関門を通過することが確認

されている。 

 

通過する（35 対訳） 

Other researchers are designing nanoparticles to 

cross the blood-brain barrier. 

他の研究者は血液脳関門を通過するナノ粒子の設計

を行っている。 

Placental transfer of maternal IgG in pregnant women 

is mainly attributable to binding to the fetal Fc 

receptors. 

妊婦において母体 IgG が胎盤通過するのは、主に胎

児性 Fc 受容体に結合するためである。 

 

授乳婦（37 対訳） 

Drug A has no indication for use in nursing mothers. 薬剤 A に授乳婦に対する適用はない。 

Drug A should not be used by breast-feeding women. 薬剤 A は授乳婦が使用してはならない。 

 

母乳栄養（6 対訳） 

The objective of this study was to compare 

stereoacuity at age 3.0 years in healthy, full-term 

children who were breast-fed and in similar children 

who had not been breast-fed after adjustment for 

socioeconomic status and maternal diet. 

本試験の目的は、母乳栄養を受けた健康な正期産

児と母乳栄養を受けなかった同様の産児を対象に、

社会経済的な状況及び母親の食事について調整した

後、3.0 歳時における立体視力を比較することであっ

た。 

 

母乳中に移行（9 対訳） 

Many drugs are excreted in human milk. 多くの薬剤がヒト母乳中に移行する。 

The drug is widely distributed and crosses the placenta 

and passes into breast milk. 

本剤は広く分布し、胎盤を通過して母乳中に移行する。 
イ
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Theophylline is distributed into breast milk and may 

occasionally induce irritability or other signs of toxicity in 

nursing infants and therefore should not be used if the 

mother is breast-feeding her infant. 

テオフィリンは母乳中に移行し、乳児に対して過敏症又はそ

の他の毒性徴候を引き起こすことがあるので、授乳中の母

親に投与してはならない。 
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