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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.27 

 

10. 相互作用 

10.2 併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

生ワクチン 

又は 

弱毒生ワクチン 

接種した生ワクチンの原病に基づく症状

が発現した場合には適切な処置を行

う。 

Bリンパ球傷害作用により発病す

るおそれがある。 

不活化ワクチン ワクチンの効果を減弱させるおそれがあ

る。 

Bリンパ球傷害作用によりワクチン

に対する免疫が得られないおそれ

がある。 

免疫抑制作用を有す

る薬剤 

免疫抑制剤 

副腎皮質ホル 

モン剤等 

発熱などの感染症（細菌及びウイルス

等）に基づく症状が発現した場合は、適

切な処置を行う。 

過度の免疫抑制作用による感染

症誘発の危険性がある。 

降圧剤 

［11.1.13 参照］ 

一過性の血圧下降があらわれることがあ

る。 

血圧下降を増強させるおそれがあ

る。 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

生ワクチン（19 対訳） 

Due to the risk of infection, vaccination of subjects 

with any live vaccine is absolutely contraindicated 

during the course of the study. 

感染のリスクがあるため、本試験の期間中に被験者に

生ワクチンを接種することは絶対的禁忌である。 

 

弱毒生ワクチン（8 対訳） 

Administration of live-attenuated vaccines must be 

avoided until B cell counts are normalized. 

弱毒生ワクチンの投与は B 細胞数が正常化するまで

避けなければならない。 

 

不活化ワクチン（11 対訳） 

Examples of inactivated vaccine in common use today 

are the typhoid vaccine and the poliomyelitis vaccine. 

今日多く使用されている不活化ワクチンの例には、腸チ

フスワクチン及びポリオワクチンがある。 

 

免疫抑制作用（8 対訳） 
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Drug A acts specifically and reversibly on lymphocytes and 

exhibits a potent immunosuppressive action. 

薬剤 A はリンパ球に対して特異的かつ可逆的に作用し、

強力な免疫抑制作用を示す。 

 

原病（2 対訳） 

The host develops a strong immune response to this 

protein, which then protects it from exposure to the 

original disease-causing organism. 

宿主にこのタンパク質に対する強い免疫反応が生じると、そ

の後は原病の起因菌に曝露しても感染から守られる。 

 

適切な処置（32 対訳） 

The manufacturer must take appropriate measures when 

improvement is required in manufacturing control or 

quality control based on the results of the self-inspection. 

製造業者は、自己点検の結果に基づき製造管理又は品

質管理に改善が必要なとき、適切な処置を行わなければな

らない《適切な対策をとらなければならない》。 

 

減弱させる（3 対訳） 

Anticholinergics may aggravate dysuria or cause urinary 

retention in patients with bladder outlet obstruction 

because they attenuate detrusor contraction. 

抗コリン薬は排尿筋収縮を減弱させるため、下部尿路閉

塞のある患者では排尿困難の悪化又は尿閉を招くおそれ

がある。 

 

減弱させる→減弱 効果（19 対訳） 

Forceps damage to a surface modified lens could diminish 

the desired effect. 

鉗子による表面修飾レンズの損傷により、目的の効果が

減弱するかもしれない。 

Inhibition of prostaglandins may diminish the 

antihypertensive effect of angiotensin converting 

enzyme (ACE) inhibitors. 

プロスタグランジンの阻害により、アンジオテンシン変

換酵素（ACE）阻害薬の降圧効果が減弱する可

能性がある。 

 

血圧下降→血圧低下（24 対訳） 

An electrocardiogram (ECG) of 1 animal receiving the 3-

mg/kg dose showed ST-segment elevation and increased 

T-wave amplitude along with decreased blood pressure, 

increased heart rate, and decreases in PR, QRS, and QT 

intervals. 

3mg/kg が投与された 1 匹の心電図は ST 増加及び T 波

増高を示し、血圧低下、心拍数増加、PR、QRS、QT 間

隔の短縮を伴った。 

 

増強させる（3 対訳） 

The antibody can augment autoimmune responses in mice 

prone to autoimmune disease. 

この抗体は自己免疫疾患を起こしやすいマウスでの自己免

疫応答を増強させる。 

 

増強させる→増強する（30 対訳） 
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Anticholinergic drugs potentiate the stereotyped behavior 

induced by amphetamines. 

抗コリン薬はアンフェタミンによって誘発される常同行動

《紋切り型行動》を増強する。 
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