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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.32 

 

14. 適用上の注意 

14.1 薬剤調製時の注意 

14.1.1 タンパク質溶液であるために、わずかに半透明の微粒子がみられることがあるが、これにより本剤の薬効は影

響を受けない。なお、これ以外の外観上の異常を認めた場合には使用しないこと。 

14.1.2 希釈液として生理食塩液又は 5%ブドウ糖注射液以外は使用しないこと。 

14.1.3 抗体が凝集するおそれがあるので、希釈時及び希釈後に泡立つような激しい振動を加えないこと。 

14.1.4 希釈後の液は速やかに使用すること。また、使用後の残液は、細菌汚染のおそれがあるので使用しないこと。 

14.2 薬剤投与時の注意 

他剤との混注はしないこと。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Precautions for application 

14.1 Precautions in preparation of the drug 

14.1.1 As this is a protein solution, slight translucent particles may be observed, but this does not affect 

the efficacy of the drug. However, the efficacy of the product is not affected by this. If any other 

abnormalities in appearance are observed, the product should not be used. 

14.1.2 Only saline solution or 5% dextrose injection should be used as a diluent. 

14.1.3 Since there is a possibility of antibody agglutination, do not subject the product to violent vibrations 

that may cause foaming during and after dilution. 

14.1.4 The diluted solution should be used immediately after dilution. Do not use the remaining liquid after 

use, as it may cause bacterial contamination. 

14.2 Precautions for drug administration 

Do not mix with other drugs. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

適用上の注意（7 対訳） 

“Precautions concerning Use” of the package insert 

includes the following statement: Use Isotonic Sodium 

Chloride Solution (JP) only for preparing the infusion. 

添付文書の「適用上の注意」には、「点滴液の調製時

には、日局生理食塩液以外は使用しないこと」と記述

されている。 

 

わずかに半透明（2 対訳） 

Onyx is slightly translucent in nature which means it 

interacts beautifully with light. 

オニキスはわずかに半透明であり、これは光と美しく相互

作用するということである。 
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薬効（38 対訳） 

Analyses of pooled ECG data from several clinical 

studies may increase the ability to detect a drug 

effect. 

いくつかの臨床試験で得られた心電図の統合データを

解析することで、薬効を検出する能力が高まると考えら

れる。 

Because of the substantial placebo effect, it will be 

difficult to identify a true drug effect in clinical 

practice. 

プラセボ効果が大きいため、医療現場で真の薬効を確

認するのは困難になる。 

Company A is now two to three years behind 

because it must redo the studies in order to better 

distinguish drug effects from placebo effects. 

会社 A は、薬効とプラセボ効果をより明確に区別する

ため、これらの試験をやり直さなければならず、現在、2

～3 年の遅れをとっている。 

 

外観（15 対訳） 

You cannot distinguish a non-insulated-type from an 

insulated-type by appearances such as color. Make 

sure to check the package insert, etc. 

非絶縁型と絶縁型は、色などの外観では区別できませ

ん！必ず添付文書などで確認しましょう。 

 

外観→外見（28 対訳） 

Drug A and placebo tablets identical in appearance to 

Drug A will be manufactured and packaged by 

Company A. 

薬剤 A 錠及び薬剤 A と外見が同一のプラセボ錠

は会社 A によって製造及び包装される。 

Placebo was given in capsules identical in appearance 

to the active drug. 

プラセボは実薬と同じ外見のカプセルに入れて投与

した。 

 

希釈液（14 対訳） 

After adding the diluent, the vial should be shaken 

until the drug has completely dissolved. 

希釈液の添加後、本剤が完全に溶解するまでバイアル

を振る。 

Intravenous infusion bags of 300 mL each contained 

2 mg of active medication for every 1 mL of diluent 

(2 mg/mL), plus dextrose, sodium citrate, citric acid, 

and water for injection (final pH adjusted at time of 

manufacturing using 10% hydrochloric acid or 10% 

sodium hydroxide). 

各 300mL の点滴静注バッグは希釈液 1mL につき有

効成分 2mg を含有し（2mg/mL）、他にブドウ糖、クエ

ン酸ナトリウム、クエン酸、注射用水（製造時に 10％塩

酸又は 10％水酸化ナトリウムで最終 pH を調整）で構

成した。 

 

凝集（76 対訳） 

Aggregation of platelets is the pathophysiological basis 

of the acute coronary syndromes. 

血小板の凝集がこれらの急性冠動脈症候群の病態

生理の根底にある。 
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Aggregation of platelets was recorded as percent 

change in light transmission 2 minutes after 

stimulation of platelet aggregation. 

血小板の凝集は、血小板凝集の刺激から 2 分後に

おける光透過の変化率として記録した。 

 

泡立つ（1 対訳） 

Do not shake Drug A. Shaking could cause Drug A 

not to work. If you shake Drug A, the solution in the 

vial may look foamy and should not be used. 

薬剤 A を振らないでください。振ると薬剤 A が作用しな

くなることがあります。薬剤 A を振ると、バイアル内の溶

液が泡立つことがありますので、使用しないでください。 

 

泡立ち（2 対訳） 

If these materials are released to a water body in 

large quantities, they can cause foaming. 

これらの物質が大量に水域に放出された場合、泡

立ちの原因となる。 

 

振動（7 対訳） 

Invert gently through 180° the test tubes to which 

the sample solution and water for test have been 

added, avoiding unwanted vibration. 

試料溶液及び試験用水が加えられた試験管を、不必

要な振動を与えないように穏やかに 180°反転させる。 

 

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

抗体が凝集するおそれがあるので、希釈時及び希釈後に泡

立つような激しい振動を加えないこと。 

 

抗体凝集が起こるおそれがあるので、希釈中及び希釈後に

は、泡立ちを引き起こすような激しい振動を与えないこととす

る。 

Since there is a possibility of antibody agglutination, 

do not subject the product to violent vibrations that 

may cause foaming during and after dilution. 

Since antibody agglutination may occur, severe vibration 

that may cause foaming should not be applied during and 

after dilution. 

 

残液（2 対訳） 

When using a 1/2 unit, inject the medicinal liquid by 

pressing the container until the midline is indicated 

on the container. Discard the remnants. 

1/2 個を用いる場合は，容器の中央の線まで薬液を押

し出すこと．なお使用残液は廃棄すること． 

 

混注（7 対訳） 

A medical staff member was given the instruction to 

mix 0.1 mL of insulin into the transfusion. However, 

the staff member erroneously thought that 0.1 mL 

was 1 unit and mixed 1 unit of insulin. This caused 

hyperglycemia in the patient. 

インスリン 0.1ｍＬを輸液に混注するよう指示されていた

が、0.1ｍＬを 1 単位だと思い込み混注し、患者さんが

高血糖になってしまった。 イ
ー
ト
モ
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For potassium replacement, the order was to mix 2 

ampoules of concentrated potassium solutions with 

total parenteral nutrition before administration. 

However, by mistake, it was intravenously 

administered by single shot via Y-site injection port in 

the patient route. 

カリウム補充の目的で、カリウム製剤２アンプルを高カロ

リー輸液内に混注する指示であったが、患者ルートの

Y 字管《側管》よりワンショット静注してしまった。 

 

 

 

 

イ
ー
ト
モ




