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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.26 

 

9.7 小児等 

〈B 細胞性非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病、多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎、慢性特

発性血小板減少性紫斑病、後天性血栓性血小板減少性紫斑病、全身性強皮症、イブリツモマブ チウキセタン

の前投与〉 

9.7.1 小児等を対象とした臨床試験は実施していない。 

〈免疫抑制状態下の B 細胞性リンパ増殖性疾患、ABO 血液型不適合腎移植・肝移植〉 

9.7.2 低出生体重児、新生児、乳児を対象とした臨床試験は実施していない。 

〈難治性のネフローゼ症候群〉 

9.7.3 低出生体重児、新生児、乳児及び 3 歳未満の幼児を対象とした臨床試験は実施していない。 

9.8 高齢者 

患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。一般に高齢者では生理機能が低下している。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

9.7 Children, etc. 

B-cell non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, polyangiitis granulomatosa, microscopic 

polyangiitis, chronic idiopathic thrombocytopenic purpura, acquired thrombotic thrombocytopenic purpura, 

systemic scleroderma, prior administration of ibritumomab tiuxetan 

9.7.1 Clinical trials have not been conducted in children. 

B-cell lymphoproliferative disease under immunosuppressive conditions, ABO blood group incompatible 

kidney and liver transplantation 

9.7.2 Clinical trials have not been conducted in low-birth-weight infants, neonates, or infants. 

Refractory nephrotic syndrome 

9.7.3 Clinical trials have not been conducted in low-birth-weight infants, neonates, infants, and young 

children under 3 years of age. 

9.8 Elderly patients 

The product should be administered cautiously with careful monitoring of the patient's condition. In general, 

the physiological functions of elderly patients are impaired. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

多発血管炎性肉芽腫症（15 対訳） 

Immunosuppressive therapy is warranted in almost all 

patients with active granulomatosis with polyangiitis 

(GPA) or microscopic polyangiitis (MPA). 

活動性の多発血管炎性肉芽腫症（GPA）又は顕微

鏡的多発血管炎（MPA）のほぼすべての患者で免疫

抑制療法が必要とされる。 
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臨床試験（814 対訳） 

…  so that all works related to sponsoring and 

management of the clinical study always be 

performed properly. 

臨床試験の依頼及び管理に係るすべての業務が常に

適正に実施されるように、～。 

A contract must be concluded between the sponsor 

and contract research organization (CRO) when all or 

part of the clinical study management is contracted 

out. 

臨床試験の管理のすべてあるいは一部を委託すると

き、治験依頼者と開発業務受託機関（CRO）の間で

契約が締結されなければならない。 

A decision on the type of approval will depend on the 

data from the clinical studies. 

承認の種類は、これらの臨床試験で得られたデータに

よって決まる。 

 

低出生体重児（7 対訳） 

We report on our experience with peritoneal dialysis 

in an extremely-low-birth weight infant with acute 

kidney injury resulting from circulatory dysfunction 

and 19 infants at our neonatal intensive care unit. 

循環機能不全に起因する急性腎障害の超低出生体

重児 1 例及び当院新生児集中治療室《NICU》の乳

児 19 例で行った腹膜透析の経験を報告する。 

 

歳未満（65 対訳） 

Patients < 12 years of age received linezolid 10 

mg/kg; patients age 12 years and older received 600 

mg (intravenous/oral).  

12 歳未満の患者はリネゾリド 10mg/kg の投与を受

け、12 歳以上の患者は 600mg（静脈内投与又は経

口投与）の投与を受けた。 

Patients under the age of 22 or patients whose 

eustachian tube is always open (patulous auditory 

tube) should not use the system. 

22 歳未満の患者又は耳管が常に開いている患者（耳

管開放症）はこのシステムを使用してはならない。 

 

慎重に投与する（21 対訳） 

Aminophylline Injection should be administered 

cautiously to patients over 55 years of age. 

55 歳超の患者にはアミノフィリン注を慎重に投与する。 

Further studies are indicated to determine whether 

the detoxification of drugs or bilirubin conjugation can 

be accelerated in the newborn by careful treatment of 

pregnant women or newborn infants with drugs that 

induce the synthesis of hepatic enzymes involved in 

the conjugation of bilirubin or the detoxification of 

drugs. 

さらなる研究により、ビリルビン抱合や薬の解毒に関与

する肝酵素の合成を誘導する薬剤を妊婦又は新生

児に慎重に投与することによって、新生児における薬の

解毒やビリルビン抱合が促進されるかどうかを確認する

必要がある。 

Medications known to interact with CYP2D6 should 

be used with caution. 

CYP2D6 と相互作用することが知られている薬剤は慎

重に投与する。 

 

生理機能（6 対訳） 
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Since elderly patients often have reduced 

physiological function, this drug should be 

administered with care, while closely monitoring the 

patient ’ s condition and paying attention to 

occurrence of adverse drug reactions. 

一般に高齢者では生理機能が低下しているので、本

剤は、患者の状態を詳しく経過観察し、副作用の発

現に注意を払いながら慎重に投与する必要がある。 
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