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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.37 

 

16.3 分布 

〈B 細胞性非ホジキンリンパ腫〉 

16.3.1 腫瘍への移行 

海外の CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫患者に、本剤 100、250、500mg/m2 を単回点滴静注後、2 週

目に腫瘍組織を採取し、本剤と結合した腫瘍細胞数を測定して全腫瘍細胞数に対する割合を算出した。その結

果、腫瘍組織への移行は採取した 7 例中 6 例に認め、結合した割合は 30～100%であった。なお、半減期の極め

て短かった 1 例（T1/2：21.2hrs）については、腫瘍組織中への移行を認めなかった（外国人データ）。 

注） 承認用量は 375mg/m2 である。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

16.3 Distribution 

B-cell non-Hodgkin lymphoma 

16.3.1 Tumor migration 

After a single intravenous infusion of 100, 250, or 500 mg/m2 of Clozapine was administered to overseas 

patients with CD20-positive B-cell non-Hodgkin's lymphoma, tumor tissues were collected at Week 2, and 

the number of tumor cells bound to Clozapine was measured and the percentage of total tumor cells was 

calculated. As a result, migration into the tumor tissue was observed in 6 out of 7 cases, and the 

percentage of bound cells ranged from 30 to 100%. In one case with an extremely short half-life (T1/2: 

21.2hrs), no migration into tumor tissue was observed (foreign data). 

Note: The approved dose is 375 mg/m2. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

腫瘍への移行→腫瘍 移行（9 対訳） 

One of the great challenges lies in the inadequate 

drug accumulation at the tumor site and insufficient 

drug penetration in tumor tissue. 

大きな課題の 1 つは、腫瘍部位における薬剤の蓄積

が不十分であること、並びに腫瘍組織への薬剤の移行

が不十分であることである。 

 

単回点滴静注（18 対訳） 

Two patients with hormone-refractory metastatic 

prostate cancer demonstrated greater than a 50% 

decrease in PSA levels following a single infusion of 

Drug A. 

ホルモン抵抗性の転移性前立腺癌の患者 2 例では、

薬剤 A の単回点滴静注後に PSA 値が 50％超低下

した。 
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と結合した（5 対訳） 

An anti-human-IgG horseradish peroxidase conjugate 

solution is pipetted into the wells of the microplate to 

recognize the autoantibodies bound to the immobilized 

antigens. 

抗ヒト IgG 抗体とホースラディッシュペルオキシダーゼの

抱合体溶液をマイクロプレートのウエルに分注すると、

固定化抗体《不動化抗原》と結合した自己抗体が確

認できる。 

 

と結合した→に結合した（12 対訳） 

Ion-exchange chromatography is performed with 

columns containing charge-bearing functional groups 

attached to a polymer matrix. 

イオン交換クロマトグラフィーは、ポリマーマトリックス

に結合した荷電官能基が入ったカラムを用いて行

われる。 

The cell-associated fluorescence was determined by 

flow cytometry. 

細胞に結合した蛍光はフローサイトメトリーで測定

した。 

 

 

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

2 週目に腫瘍組織を採取し、本剤と結合した腫瘍細胞

数を測定して全腫瘍細胞数に対する割合を算出した。 

2 週目に腫瘍組織を採取し、本剤と結合した腫瘍細胞

数をカウントした。次に、全腫瘍細胞数に対する結合腫

瘍細胞数の割合を算出した。 

tumor tissues were collected at Week 2, and the 

number of tumor cells bound to Clozapine was 

measured and the percentage of total tumor cells 

was calculated. 

At week 2, tumor tissues were harvested and 

numbers of tumor cells bound to the drug were 

counted. Then, the ratio of the number of bound 

tumor cells to the total number of tumor cells was 

calculated. 

 

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

2 週目に腫瘍組織を採取し、本剤と結合した腫瘍細胞

数を測定して全腫瘍細胞数に対する割合を算出した。 

2 週目に腫瘍組織を採取し、本剤と結合した腫瘍細胞

数をカウントし、全腫瘍細胞数に対する割合として表し

た。 

tumor tissues were collected at Week 2, and the 

number of tumor cells bound to Clozapine was 

measured and the percentage of total tumor cells 

was calculated. 

Tumor tissue was harvested at week 2, and the 

number of tumor cells bound to the drug was 

counted and expressed as a percentage of the total 

number of tumor cells. 

 

半減期（198 対訳） 

Because the mean half-life of theophylline is shorter 

in smokers than in non-smokers, the former group 

may require larger doses of aminophylline. 

テオフィリンの平均半減期は喫煙者のほうが非喫煙者

よりも短いため、前者にはより大量のアミノフィリンが必

要と考えられる。 

 

承認用量（9 対訳） 
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The approved dosage of the antidepressant 

escitalopram is the same in Japan and the West. 

抗うつ薬エスシタロプラムの承認用量は日本及び欧米

で同じである。 
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