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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.29 

 

11.1.2 腫瘍崩壊症候群（頻度不明） 

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（生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の投与、透析

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。［1.3、8.2 参照］ 

11.1.3 B 型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎、肝炎の増悪（頻度不明） 

B 型肝炎ウイルスの再活性化による劇症肝炎又は肝炎の増悪による肝不全があらわれることがあり、死亡に至った

症例が報告されている。異常が認められた場合には、直ちに抗ウイルス剤を投与するなど適切な処置を行うこと。

［1.4、8.3、9.1.3 参照］ 

11.1.4 肝機能障害、黄疸（頻度不明） 

AST 上昇（10.5%）、ALT 上昇（10.8%）、Al-P 上昇（4.2%）、総ビリルビン上昇（4.2%）等の肝機能検査値異常を伴う

肝機能障害や黄疸があらわれることがある。［8.4 参照］ 

 

●DeepL による英訳 

 

11.1.2 Tumor Collapse Syndrome (frequency unknown) 

If any abnormality is observed, administration should be discontinued immediately, and appropriate 

measures (administration of saline, hyperuricemia drugs, etc., dialysis, etc.) should be taken, and the 

patient's condition should be closely monitored until symptoms resolve. ［Refer to 1.3 and 8.2.] 

11.1.3 Fulminant hepatitis due to reactivation of hepatitis B virus, exacerbation of hepatitis (frequency 

unknown) 

Hepatic failure due to fulminant hepatitis or exacerbation of hepatitis caused by reactivation of hepatitis B 

virus may occur, and a case of death has been reported. If any abnormalities are observed, appropriate 

measures such as immediate administration of antiviral agents should be taken. (See Sections 1.4, 8.3, and 

9.1.3.] 

11.1.4 Hepatic dysfunction, jaundice (frequency unknown) 

11.1.4 Hepatic dysfunction and jaundice (frequency unknown) Hepatic dysfunction and jaundice associated 

with abnormal liver function tests such as increased AST (10.5%), increased ALT (10.8%), increased Al-P 

(4.2%), and increased total bilirubin (4.2%) may occur. ［See [8.4]. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

腫瘍崩壊症候群（6 対訳） 

At 30 mg/m2, 3 of the 6 subjects (50.0%) 

experienced adverse events attributable to tumour 

lysis syndrome. 

30mg/m2 では、6 例のうち 3 例（50.0％）が腫瘍崩壊

症候群に起因する有害事象を示した。 
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治療剤→治療薬（269） 

"Guidelines for Clinical Evaluation of Drugs for 

Overactive Bladder or Incontinence" (Notification No. 

0628001 of the Evaluation and Licensing Division, 

PFSB dated June 28, 2006) 

「過活動膀胱治療薬の臨床評価方法に関するガイド

ライン」（2006 年 6 月 28 日付薬食審査発第

0628001 号） 

"Guidelines for Clinical Evaluation of Therapeutic 

Drugs for Renal Anemia" 

「腎性貧血治療薬の臨床評価方法に関するガイドライ

ン」 

 

透析（288 対訳） 

A 50-year-old man with polycystic kidney disease on 

automated peritoneal dialysis (APD) was seen for 

peripheral edema. 

自動腹膜透析（APD）を施行中の多発性嚢胞腎の 50

歳男性で、末梢浮腫のため受診した。 

Anemia associated with dialysis is often more severe 

in children than in adults. 

透析に伴う貧血は小児において成人よりも重症化する

ことが多い。 

Arteriovenous fistulae created in the arm are by far 

the commonest type of fistula used for dialysis. 

透析に用いられるシャントの中でも、腕に造設される動

静脈シャントが圧倒的に多く用いられるタイプである。 

 

の増悪（46 対訳） 

As the primary elimination route of Drug A is via bile, 

the exacerbation of lesions may be caused by 

excretion or concentration of Drug A in bile. 

薬剤 A の主要排出経路は胆汁を介するものであるた

め、病変の増悪は薬剤 A の胆汁中への排泄又は胆

汁中での濃縮が原因と考えられる。 

Despite antibiotic treatment, a nonproductive cough 

and worsening dyspnea subsequently developed, along 

with hypothermia (temperature, 35.0 deg C). 

抗生物質の投与にもかかわらず、その後、空咳及び呼

吸困難の増悪が起こり、それとともに低体温（体温

35.0℃）となった。 

During the hospitalization, the subject experienced 

worsening of atrial fibrillation. 

入院中、この被験者は心房細動の増悪を示した。 

 

死亡に至った症例→死亡例（58 対訳） 

No deaths occurred during the study. 試験中に死亡例はなかった。 

No deaths were reported.  死亡例の報告はなかった。 

 

抗ウイルス剤→抗ウイルス薬（24 対訳） 

Acyclovir, famciclovir, and valacyclovir are antiviral 

agents within the nucleoside analog class. 

アシクロビル、ファムシクロビル、バラシクロビルは核酸アナ

ログの薬剤群に属する抗ウイルス薬である。 

 

肝機能障害（111 対訳） イ
ー
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Although the number of subjects with hepatic 

impairment for each severity was limited, there was 

no problem with the tolerability of Drug A in all of the 

subjects with mild to severe hepatic impairment. 

肝機能障害の重症度別の被験者数は少なかったが、

軽度ないし重度の肝機能障害の被験者のすべてで薬

剤 A の忍容性に問題はなかった。 
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