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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.28 

 

11. 副作用 

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切

な処置を行うこと。 

11.1 重大な副作用 

11.1.1 Infusion reaction（頻度不明） 

本剤の投与中又は投与開始後 24 時間以内に多くあらわれる infusion reaction（症状：発熱、悪寒、悪心、頭痛、

疼痛、そう痒、発疹、咳、虚脱感、血管浮腫等）が、投与患者の約 90%に報告されており、これらの症状は、通常

軽微～中等度で、主に本剤の初回投与時にあらわれている。また、アナフィラキシー、肺障害、心障害等の重篤な

副作用（低血圧、血管浮腫、低酸素血症、気管支痙攣、肺炎（間質性肺炎、アレルギー性肺炎等を含む）、閉

塞性細気管支炎、肺浸潤、急性呼吸促迫症候群、心筋梗塞、心室細動、心原性ショック等）があらわれることが

ある。抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、副腎皮質ホルモン剤等の前投与を行った患者においても、重篤な infusion 

reaction が発現したとの報告がある。異常が認められた場合は、直ちに投与を中止し、適切な処置（酸素吸入、昇

圧剤、気管支拡張剤、副腎皮質ホルモン剤、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤の投与等）を行うとともに、症状が回復

するまで患者の状態を十分に観察すること。［1.2、7.1、7.2、7.8、8.1、9.1.2 参照］ 

 

●DeepL による英訳 

 

11. side effects 

Since the following side effects may occur, observe carefully and take appropriate measures, including 

discontinuation of administration, if any abnormalities are observed. 

11.1 Serious side effects 

11.1.1 Infusion reaction (frequency unknown) 

Infusion reactions (symptoms: fever, chills, nausea, headache, pain, pruritus, rash, cough, collapse, 

angioedema, etc.), which frequently occur during or within 24 hours after the start of Clozapine 

administration, have been reported in approximately 90% of patients treated with Clozapine. These 

symptoms are usually minor to moderate, and appear mainly during the first administration of the drug. In 

addition, serious adverse reactions such as anaphylaxis, pulmonary disorders, and cardiac disorders 

(hypotension, angioedema, hypoxemia, bronchospasm, pneumonia (including interstitial pneumonia, allergic 

pneumonia, etc.), obstructive bronchitis, pulmonary infiltration, acute respiratory distress syndrome, 

myocardial infarction, ventricular fibrillation, cardiogenic shock, etc.) may occur. There have been reports of 

serious infusion reactions in patients who have been pretreated with antihistamines, antipyretic analgesics, 

and adrenocorticosteroids. If any abnormality is observed, administration should be discontinued 

immediately, and appropriate measures should be taken (e.g., inhalation of oxygen, administration of 

pressure-lowering agents, bronchodilators, adrenocorticosteroids, antipyretic analgesics, and 

antihistamines). (See 1.2, 7.1, 7.2, 7.8, 8.1, and 9.1.2.] 
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●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

観察を十分に（4 対訳） 

Patients should be closely monitored during treatment 

with this drug through methods such as blood sugar 

measurements. 

本剤投与中は、血糖値測定などの方法により患者の

観察を十分に行う。 

Patients should be closely monitored during 

administration for thirst, excessive drinking, polyuria, 

or pollakiuria. 

投与中は、口渇、多飲、多尿、頻尿について患者の

観察を十分に行う。 

 

投与中→投与中に（70 対訳） 

Among the 100 subjects who were treated with Drug 

A for 12 weeks, decreases in hemoglobin to less 

than 10 mg/dL and 8.0 mg/dL during treatment were 

experienced by 20% and 5%, respectively. 

薬剤 A が 12 週間投与されたこれらの被験者 100 例に

おいて、投与中にヘモグロビンが 10mg/dL 未満及び

8.0mg/dL 未満に低下したのはそれぞれ 20％及び 5％

であった。 

 

投与開始後 24 時間以内→投与開始 時間以内（8 対訳） 

Drug A doses of 100 mg BID provided significant 

reduction of pain within 24 hours of initiation of 

dosing. 

薬剤 A 100mg の 1 日 2 回投与により、投与開始から

24 時間以内に疼痛の著しい軽減《鎮痛》がもたらされ

た。 

 

解熱鎮痛剤→解熱鎮痛薬（11 対訳） 

Acetaminophen has been marketed in the United 

States as an over-the-counter (OTC) antipyretic-

analgesic agent since 1960. 

アセトアミノフェンは米国において 1960 年から解熱鎮

痛薬の一般用医薬品として販売されてきた。 

 

副腎皮質ホルモン（2 対訳） 

These symptoms may be prevented or reduced with 

corticosteroid ophthalmic solution. 

これらの症状は副腎皮質ホルモン点眼液により予防又

は軽減することができる。 

 

副腎皮質ホルモン→副腎皮質ステロイド（147 対訳） 

A corticosteroid was given orally with the second 

dose of Drug A. 

薬剤 A の 2 回目投与時に副腎皮質ステロイドを

経口投与した。 

 

昇圧剤（2 対訳） 

Shock (defined as systolic blood pressure < 90 ショック（収縮期血圧 90mmHg 未満、拡張期血圧

イ
ー
ト
モ



3 

mmHg, diastolic blood pressure < 60 mmHg, or 

requiring vasopressors) 

60mmHg 未満、又は昇圧剤《昇圧薬》が必要な場合

と定義） 

 

症状が回復するまで（2 対訳） 

If a patient experiences any severe side effects, Drug 

A should be stopped until the symptoms resolve. 

重度の副作用を示す患者については、その症状が回

復するまで薬剤 A の投与を中止する。 

 

症状が回復するまで→症状 回復（37 対訳） 

As an example, a patient in whom the systemic 

symptoms and signs resolve and the urine sediment 

becomes inactive is considered to be in remission, 

even if there is persistent proteinuria or persistent or 

even slowly worsening kidney function impairment. 

例えば、全身性の症状及び徴候が回復し、尿沈

渣が不活性化した患者は、タンパク尿が持続して

いる場合、あるいは腎機能障害が持続しているか、

徐々に悪化している場合であっても、寛解状態にあ

るとみなされる。 
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