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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.36 

 

〈難治性のネフローゼ症候群〉 

16.1.3 国内の臨床試験において、18 歳未満で特発性ネフローゼ症候群を発症した 3 歳以上の難治性のネフロー

ゼ症候群（頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合）の患者に、本剤 375mg/m2（最大量 500mg/回）を

投与した時の薬物動態パラメーターは以下のとおりであった 17）。 

〈全身性強皮症〉 

16.1.4 国内の全身性強皮症患者に、本剤 375mg/m2 を週 1 回投与した時の薬物動態パラメーターは以下のとお

りであった 18）。 

〈ABO 血液型不適合腎移植〉 

16.1.5 国内の ABO 血液型不適合腎移植患者に、375mg/m2 を移植術の 14 日前及び 1 日前に投与した時の

薬物動態パラメーターは以下のとおりであった 19）。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Refractory nephrotic syndrome 

16.1.3 In a clinical study in Japan, the pharmacokinetic parameters of Clozapine 375 mg/m2 (maximum 

dose 500 mg/dose) administered to patients aged 3 years or older with refractory nephrotic syndrome 

(frequently recurrent or steroid-dependent) who developed idiopathic nephrotic syndrome at less than 18 

years of age were as follows The pharmacokinetic parameters were as follows) 

Systemic scleroderma 

16.1.4 The pharmacokinetic parameters of Clozapine 375 mg/m2 administered once weekly to patients with 

systemic scleroderma in Japan were as follows:18) 

ABO blood group incompatible kidney transplantation 

16.1.5 The pharmacokinetic parameters of 375 mg/m2 administered 14 days and 1 day prior to 

transplantation to ABO blood group incompatible kidney transplant patients in Japan were as follows: 19) 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

歳未満（66 対訳） 

Pension for Raising Children with Disabilities: 

Benefits are provided to people who are responsible 

for raising children under 18 years who suffer from a 

certain degree of disability caused by adverse drug 

reactions. 

障害児養育年金：副作用により一定程度の障害の状

態にある 18 歳未満の小児を養育する人に給付金が

支給される。 

Primary Objective: To assess the relative 

effectiveness of Drug A 0.005% ophthalmic solution 

dosed once daily and timolol (0.5% or optionally 0.25% 

主要目的：小児緑内障と診断された 18 歳以下の小

児被験者を対象に、薬剤 A 0.005％点眼液を 1 日 1

回投与したときとチモロール（0.5％、3 歳未満の被験者
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for subjects younger than 3 years old) dosed twice 

daily in pediatric subjects ≤ 18 years of age who 

were diagnosed with pediatric glaucoma. 

には 0.25％）を 1 日 2 回投与したときの有効性を比較

評価すること。 

 

頻回再発型（4 対訳） 

The disease subsequently develops into frequently 

relapsing nephrotic syndrome, in which symptoms 

recur with relatively brief remissions, or steroid-

dependent nephrotic syndrome, in which symptoms 

recur when steroid therapy is reduced or 

discontinued. 

その後、本疾患は症状が比較的短い寛解後に再発す

る頻回再発型のネフローゼ症候群に進行するか、ステ

ロイドの減量又は中止により症状が再発するステロイド

依存性のネフローゼ症候群に進行する。 

 

ステロイド依存性（4 対訳） 

Based on the interim analysis of the Phase III 

confirmatory study on patients with childhood-onset 

refractory nephrotic syndrome (frequently relapsing 

or steroid-dependent), statistically significant results 

were obtained for relapse-free period (primary 

endpoint) and for incidence of relapse and time to 

second relapse (endpoints for the interim analysis). 

小児期発症の難治性ネフローゼ症候群（頻回再発型

又はステロイド依存性）の患者を対象とした第Ⅲ相検

証試験の中間解析により、無再発期間（主要評価項

目）並びに再発率及び 2 回目再発までの期間（中間

解析の評価項目）について統計学的に有意な結果が

得られた。 

 

全身性強皮症（3 対訳） 

One of the earliest signs of systemic scleroderma is 

Raynaud's disease, which causes the small blood 

vessels in your fingers and toes to contract in 

response to cold temperatures or emotional distress. 

全身性強皮症の初発症状の 1 つがレイノー病で、寒

気や精神的苦痛に反応して手足の指の小血管に収

縮を引き起こします。 

 

腎移植患者（33 対訳） 

Both cyclosporine and azathioprine have been linked to 

non-Hodgkin's lymphoma in renal transplant recipients. 

腎移植患者の非ホジキンリンパ腫にはシクロスポリンとアザチ

オプリンの両方が関係している。 
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