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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.3 

 

1.3 腫瘍量の急激な減少に伴い、腎不全、高カリウム血症、低カルシウム血症、高尿酸血症、高 Al-P 血症等の

腫瘍崩壊症候群（tumor lysis syndrome）があらわれ、本症候群に起因した急性腎障害による死亡例及び透析

が必要となった患者が報告されている。血液中に大量の腫瘍細胞がある患者において、初回投与後 12～24 時間

以内に高頻度に認められることから、急激に腫瘍量が減少した患者では、血清中電解質濃度及び腎機能検査を

行うなど、患者の状態を十分観察すること。また、本剤を再投与した時の初回投与後にも、これらの副作用があらわ

れるおそれがある。［8.2、11.1.2 参照］ 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

1.3 Tumor lysis syndrome (TLS) such as renal failure, hyperkalemia, hypocalcemia, hyperuricemia, and 

hyper-Al-Pemia has been reported to occur with a rapid decrease in tumor volume, and deaths due to 

acute kidney injury caused by this syndrome and patients requiring dialysis have been reported. In patients 

with a large amount of tumor cells in the blood, this syndrome is frequently observed within 12 to 24 hours 

after the first dose. Therefore, patients with a sudden decrease in tumor volume should be monitored 

closely, including serum electrolyte levels and renal function tests. These side effects may also occur after 

the first dose when this drug is re-administered. See 8.2 and 11.1.2. 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

●DeepL による英訳のエラーまたはイマイチに対応した部分を中心にイートモ検索 

 

腫瘍量（4 対訳） 

As M-protein is secreted by tumor cells, elevated 

serum M-protein reflects higher tumor burden. 

M タンパク質は腫瘍細胞から分泌されるので、血清中

の M タンパク質が多いということは腫瘍量が大きいことを

反映している。 

The documentation of tumor burden at baseline, 

performed according to the RECIST definitions, will 

be as follows: … 

ベースライン時の腫瘍量は RECIST 定義に従って以下

のように記録する。 

 

に伴い（206 対訳） 

Amphetamine is a psychostimulant drug that is known 

to produce increased wakefulness and focus in 

association with decreased fatigue and appetite. 

アンフェタミンは精神興奮薬で、疲労や食欲の低下に

伴い覚醒状態及び集中を増強させることが知られてい

る。 

Because of the increasing use of linezolid, it is 

important to review the common adverse events 

associated with its use in children with the use of data 

リネゾリドの使用が普及しているため、臨床試験データ

を用い、小児においてリネゾリド使用に伴い好発する

有害事象について詳しく調査することが重要である。 
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from clinical trials. 

Along with the rapid progress in image diagnosis 

technologies, there is a need for high-level 

multidisciplinary knowledge in mechatronics and 

computers. 

画像診断技術の急速な進歩に伴い、メカトロニクス及

びコンピュータに関する高度な集学的知識が必要とさ

れている。 

 

高 Al-P 血症→高アルカリホスファターゼ血症（1 対訳） 

Here, we report a case of transient 

hyperphosphatasemia in a 32-year-old man with 

Behçet’s disease receiving low-dose corticosteroid 

and infliximab therapy for six years. 

本稿では、低用量コルチコステロイド及びインフリキシ

マブの投与を 6 年間受けたベーチェット病の 32 歳男

性にみられた一過性の高ホスファターゼ血症《高アル

カリホスファターゼ血症》について報告する。 

 

再投与（16 対訳） 

patients retreated with Drug A for recurrence after 

remission 

寛解後の再発のために薬剤 A が再投与された患者 

Re-administration of mianserin resulted in the 

recurrence of bradycardia. 

ミアンセリンを再投与した結果、徐脈が再発した。 

Subjects who experience a clinical response, defined 

as improvement from baseline of ≥ 15 letters in 

BCVA, on two sequential visits after the 1 month 

visit and lose the clinical response between 6 and 24 

months will be eligible for one retreatment of the 

same dose. 

1 カ月目の来院後の連続した 2 回の来院時に臨床効

果（ベースラインと比較して BCVA が 15 文字以上改

善と定義）を示し、6～24 カ月後に臨床効果が失われ

た被験者に対しては、同じ用量を再投与できることとす

る。 

 

血清中電解質濃度→電解質 測定 

Serum electrolyte and liver enzyme concentrations 

were measured. 

電解質及び肝酵素の血清中濃度を測定した。 
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