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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.31 

 

11.1.9 間質性肺炎（頻度不明） 

11.1.10 心障害（12.6%） 

心室性あるいは心房性の不整脈、狭心症、心筋梗塞が報告されている。［9.1.1 参照］ 

11.1.11 腎障害（頻度不明） 

血清クレアチニン上昇（1.1%）、BUN 上昇（2.9%）等の腎障害があらわれることがあり、透析を必要とする腎障害が報

告されている。尿量減少、血清クレアチニンや BUN の上昇が認められた場合は投与を中止し、適切な処置を行うこ

と。 

11.1.12 消化管穿孔・閉塞（頻度不明） 

異常が認められた場合は、直ちに X 線、CT 検査等を実施して出血部位、穿孔・閉塞所見の有無を確認し、適切

な処置を行うこと。［8.7 参照］ 

11.1.13 血圧下降（7.1%） 

一過性の血圧下降が発現することがある。［10.2 参照］ 

11.1.14 可逆性後白質脳症症候群等の脳神経症状（頻度不明） 

可逆性後白質脳症症候群（症状：痙攣発作、頭痛、精神症状、視覚障害、高血圧等）があらわれることがある。

また、本剤の治療終了後 6 ヵ月までの間に、失明、難聴等の視聴覚障害、感覚障害、顔面神経麻痺等の脳神

経障害が報告されている。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

11.1.9 Interstitial pneumonia (frequency unknown) 

11.1.10 Cardiac disorders (12.6%) 

Ventricular or atrial arrhythmia, angina pectoris, and myocardial infarction have been reported. ［See 

Section 9.1.1.] 

11.1.11 Renal impairment (frequency unknown) 

Renal impairment such as increased serum creatinine (1.1%) and BUN (2.9%) may occur, and renal 

impairment requiring dialysis has been reported. If decreased urine volume or increased serum creatinine or 

BUN is observed, administration should be discontinued and appropriate measures should be taken. 

11.1.12 Perforation/obstruction of the gastrointestinal tract (frequency unknown) 

If any abnormality is observed, an X-ray or CT scan should be conducted immediately to confirm the site 

of bleeding and the presence of perforation/occlusion, and appropriate measures should be taken. ［11.1.13 

Blood] 

11.1.13 Decrease in blood pressure (7.1%) 

Transient hypotension may occur. ［Transient decrease in blood pressure may occur.] 

11.1.14 Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome and other neurological symptoms (frequency 

unknown) 

Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome (symptoms: seizures, headache, psychiatric symptoms, 
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visual disturbances, hypertension, etc.) may occur. Cerebral neurological disorders such as blindness, 

auditory and visual disturbances such as deafness, sensory disturbances, and facial nerve palsy have been 

reported up to 6 months after the completion of treatment with this drug. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

間質性肺炎（12 対訳） 

Cases of interstitial pneumonia, as observed with 

Iressa, were not seen in cynomolgus monkeys treated 

with Drug A in the chronic toxicity study. 

間質性肺炎の症例はイレッサで観察されているが、この

慢性毒性試験で薬剤 A が投与されたカニクイザルには

みられなかった。 

 

尿量減少（4 対訳） 

Renal impairment and decreased urine output in 

fetuses as well as accompanying oligohydramnios have 

been reported following use of cyclooxygenase 

inhibitors (oral dosage form or suppository) in 

pregnant women. 

シクロオキシゲナーゼ阻害薬（経口剤又は坐剤）を妊

婦に使用したとき、胎児の腎機能障害及び尿量減

少、それに伴う羊水過少症が報告されている。 

 

消化管穿孔（13 対訳） 

Although gastrointestinal Kaposi's sarcoma is usually 

asymptomatic, there have been reports of massive 

gastrointestinal hemorrhage, colitis, and 

gastrointestinal perforation. 

通常、消化管のカポジ肉腫は無症状であるが、消化

管からの大量出血、結腸炎、消化管穿孔の報告があ

る。 

 

X 線→X 線検査（84 対訳） 

A chest X-ray examination on Oct. 1, 2020 showed 

significant improvement in the pleural effusions, with 

just a small residual effusion on the left side. 

2020 年 10 月 1 日の胸部 X 線検査では胸水の著し

い改善が認められ、左側に少量の胸水が残るのみであ

った。 

 

視聴覚障害（4 対訳） 

The dizziness can last for different lengths of time 

and be associated with different symptoms, e.g., 

drowsiness, nausea, visual and auditory disorders. 

めまいの持続時間は様々で、眠気、嘔気、視聴覚障

害など様々な症状を伴うことがある。 

 

脳神経障害（15 対訳） 

A cranial nerve disorder may result when the 

following are damaged or malfunction: … 

脳神経障害は、以下の部位が損傷を受けたり、機能

不全となった場合に起こる。 

In the cranial neuropathies, the third nerve is the これらの脳神経障害では、第 3 脳神経に最も多くの影
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most commonly affected, followed by the sixth and 

finally the fourth. 

響があり、次いで第 6 脳神経、最後に第 4 脳神経の

順序である。 

 

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

失明、難聴等の視聴覚障害、感覚障害、顔面神経麻

痺等の脳神経障害が報告されている。 

失明や難聴等の視聴覚障害、感覚障害、そして顔面

神経麻痺等の脳神経障害が報告されている。 

 

Cerebral neurological disorders such as blindness, 

auditory and visual disturbances such as deafness, 

sensory disturbances, and facial nerve palsy have 

been reported 

There have been reports of audiovisual disturbances 

such as blindness and deafness, sensory 

disturbances, and cerebral nerve damage such as 

facial nerve palsy. 
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