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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.30 

 

11.1.5 皮膚粘膜症状（頻度不明） 

皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、

天疱瘡様症状、苔癬状皮膚炎、小水疱性皮膚炎等があらわれ、死亡に至った例が報告されている。［1.5 参照］ 

11.1.6 血球減少 

汎血球減少（頻度不明）、白血球減少（50.0%）、好中球減少（48.2%）、無顆粒球症（頻度不明）、血小板減少

（15.0%）があらわれることがあり、重篤な血球減少も報告されている。好中球減少については、本剤の最終投与から

4 週間以上経過して発現する例が報告されている。［8.5、9.1.5 参照］ 

11.1.7 感染症（45.0%） 

細菌、真菌、あるいはウイルスによる重篤な感染症（敗血症、肺炎等）があらわれることがあるので、本剤の治療期

間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察すること。［8.6、9.1.4 参照］ 

11.1.8 進行性多巣性白質脳症（PML）（頻度不明） 

本剤の治療期間中及び治療終了後は患者の状態を十分に観察し、意識障害、認知障害、麻痺症状（片麻痺、

四肢麻痺）、言語障害等の症状があらわれた場合は、MRI による画像診断及び脳脊髄液検査を行うとともに、投

与を中止し、適切な処置を行うこと。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

11.1.5 Skin and mucous membrane symptoms (frequency unknown) 

Stevens-Johnson syndrome (Stevens-Johnson syndrome), toxic epidermal necrolysis (TEN), pemphigus-

like symptoms, lichenoid dermatitis, and vesiculobullous dermatitis have occurred, and cases of death have 

been reported. ［See Section 1.5.] 

11.1.6 Hematopenia 

Pancytopenia (frequency unknown), leukopenia (50.0%), neutropenia (48.2%), agranulocytosis (frequency 

unknown), and thrombocytopenia (15.0%) may occur, and severe thrombocytopenia has been reported. 

Cases of neutropenia have been reported to occur more than 4 weeks after the last dose of Clozapine. 

［See 8.5 and 9.1.5.] 

11.1.7 Infectious diseases (45.0%) 

11.1.7 Infectious diseases (45.0%) Serious infectious diseases (sepsis, pneumonia, etc.) caused by bacteria, 

fungi, or viruses may occur; therefore, patients should be carefully monitored during and after the 

completion of treatment with this product. ［Therefore, patients should be carefully monitored during and 

after treatment.] 

11.1.8 Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) (frequency unknown) 

If symptoms such as impaired consciousness, cognitive impairment, paralytic symptoms (hemiplegia, 

tetraplegia), or speech disorder are observed, diagnostic imaging by MRI and cerebrospinal fluid examination 

should be performed, and administration should be discontinued and appropriate measures should be taken. 
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●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

皮膚粘膜眼症候群（6 対訳） 

It is speculated that antibodies against drug metabolites 

cause oculomucocutaneous syndrome. 

代謝物に対する抗体が皮膚粘膜眼症候群を引き

起こすと推測されている。 

 

苔癬状皮膚炎（22 対訳） 

A person with symptoms of lichenoid dermatitis have to 

immediately consult a medical professional to determine 

the cause of the rash and to develop a treatment plan. 

苔癬状皮膚炎の症状がある人は直ちに医師を受

診し、この発疹の原因を特定して治療計画を立て

てもらう必要がある。 

 

血球減少（12 対訳） 

Bone marrow and stem cell transplantation are effective 

for all types of cytopenias. 

骨髄移植及び幹細胞移植はすべてのタイプの血球

減少に有効である。 

 

経過して→経過してから（6 対訳） 

Allow 30 seconds to elapse before doing the second 

measurement. 

30 秒間経過してから２回目の測定を行うことができる。 

Hyponatremia generally occurred during the first 3 

months of treatment with Drug A, although there 

were patients who first developed a serum sodium < 

125 mmol/L more than 1 year after initiation of 

therapy. 

低ナトリウム血症は一般的に薬剤 A の投与開始から

最初の 3 カ月間に起こったが、治療開始から 1 年以

上が経過してから 125mmol/L 未満の血清ナトリウム

値を初めて示した患者もいた。 

 

Pre-edit 前の DeepL による英訳 Pre-edit 後の DeepL による英訳 

細菌、真菌、あるいはウイルスによる重篤な感染症（敗

血症、肺炎等）があらわれることがある。 

細菌性、真菌性、あるいはウイルス性の重篤な感染症（敗血

症、肺炎等）があらわれることがある。 

Serious infectious diseases (sepsis, pneumonia, etc.) 

caused by bacteria, fungi, or viruses may occur 

Serious bacterial, fungal, or viral infections (septicemia, 

pneumonia, etc.) may occur. 

 

意識障害（15 対訳） 

Consciousness disturbance deteriorated further. 意識障害はさらに悪化した《進行した》。 

Drug A should not be used in patients who may be 

particularly susceptible to the intracranial effects of 

carbon dioxide retention such as those with evidence of 

increased intracranial pressure, impaired consciousness, or 

coma. 

薬剤 A は、頭蓋内圧上昇、意識障害、昏睡のエビデンス

がある患者のように、炭酸ガス貯留による頭蓋内への影響を

特に受けやすい患者に使用してはならない。 

 

イ
ー
ト
モ



3 

認知障害（7 対訳） 

Mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease is 

one of the earliest stages of the disease. 

アルツハイマー病による軽度認知障害は本疾患の最も初期

の段階の 1 つである。 

 

認知障害→認知機能障害（38 対訳） 

Subjects with evidence of amyloid pathology have a higher 

risk of cognitive decline and progression to mild cognitive 

impairment and Alzheimer’s dementia 

アミロイド病変のエビデンスがある被験者では、認知機能が

低下するリスク並びに軽度認知機能障害及びアルツハイマ

ー型認知症に進行するリスクが比較的高い。 

 

麻痺症状（1 対訳） 

Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) may 

occur. Patients should be carefully monitored during, and 

after, the treatment with this drug, and if symptoms such 

as disturbed consciousness, cognitive disorder, paralytic 

symptoms (hemiplegia or quadriplegia), dyslalia, and speech 

loss are observed, diagnostic imaging through MRI and 

cerebrospinal fluid test should be performed, administration 

should be discontinued, and appropriate measures should 

be taken. 

進行性多巣性白質脳症（PML）があらわれることがあるの

で、本剤投与中及び投与終了後は患者を十分に経過観

察し、意識障害、認知機能障害、麻痺症状（片麻痺又

は四肢麻痺）、構音障害、失語などの症状が認められた

場合、MRI による画像診断及び脳脊髄液検査を行うとと

もに、投与を中止し、適切な処置を行う《適切な対策をと

る》。 

 

画像診断（29 対訳） 

A subgroup analysis was performed to compare contrast 

medium-enhanced MRI imaging with nonenhanced MRI 

imaging. 

造影剤使用の MRI 画像診断と使用しない MRI 画像診

断を比較するサブグループ解析を行った。 

Advances in noninvasive imaging in recent years have 

resulted in the detection of previously unsuspected 

pseudoaneurysms. 

近年の非侵襲的な画像診断の進歩により、これまで疑わ

れなかった偽動脈瘤が検出されるようになった。 

 

脳脊髄液検査（2 対訳） 

Lumbar puncture with cerebrospinal fluid testing revealed 

an elevated protein level of 500 mg/dL and the presence 

of a protein-based clot in the spinal fluid. 

脳脊髄液検査を伴う腰椎穿刺により、髄液中のタンパク質

が 500mg/dL と高値で、タンパク質をベースとする血餅の存

在が明らかにされた。 
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