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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.4 

 

1.4 B 型肝炎ウイルスキャリアの患者で、本剤の治療期間中又は治療終了後に、劇症肝炎又は肝炎の増悪、肝

不全による死亡例が報告されている。［8.3、9.1.3、11.1.3 参照］ 

1.5 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）等の皮膚粘膜症状があらわれ、死亡に至った例が報告されている。［11.1.5 参照］ 

1.6 間質性肺炎を合併する全身性強皮症患者で、本剤の投与後に間質性肺炎の増悪により死亡に至った例が

報告されている。［2.2、9.1.9、11.1.9 参照］ 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

1.4 Cases of fulminant hepatitis or exacerbation of hepatitis and death due to liver failure have been 

reported in hepatitis B virus carrier patients during or after the completion of treatment with this product. 

See 8.3, 9.1.3, and 11.1.3. 

1.5 Cases of skin mucosal symptoms such as Stevens-Johnson syndrome (Stevens-Johnson syndrome) 

and toxic epidermal necrolysis (TEN), leading to death, have been reported. See 11.1.5. 

1.6 A case of death due to exacerbation of interstitial pneumonia has been reported in a patient with 

systemic scleroderma complicated by interstitial pneumonia after the administration of this product. See 

Sections 2.2, 9.1.9, and 11.1.9. 

 

●DeepL による英訳のエラーまたはイマイチに対応した部分を中心にイートモ検索 

 

キャリア（18 対訳） 

We conducted a randomized, double-blind clinical 

study of a mammalian cell-derived hepatitis B 

vaccine to determine its efficacy in infants born to 

mothers who were carriers of hepatitis B surface 

antigen. 

我々は、B 型肝炎表面抗原のキャリアである母親から

生まれた乳幼児を対象に、哺乳動物細胞由来 B 型

肝炎ワクチンのランダム化二重盲検臨床試験を行い、

その有効性を確認した。 

During this time, an infected individual, or carrier, can 

spread disease. 

この期間中、感染者又はキャリアは病気を広める可能

性がある。 

H. pylori carriers do have an increased risk of 

developing peptic ulcer disease. 

ヘリコバクター・ピロリのキャリアは消化性潰瘍の発生リス

クが高い《起こりやすい》。 

 

による死亡例→による死亡（42 対訳） 

Deaths due to sepsis were observed in 50% of the 

animals at the highest dose level beginning after 

approximately 13 weeks of treatment. 

最高用量では、約 13 週間の投与後から動物の 50％

に敗血症による死亡が認められるようになった。 
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It is estimated that approximately 1,760,000 deaths 

resulting from lung cancer per year worldwide, 

showing the first leading cause of cancer-related 

deaths. 

肺癌による死亡者数は世界全体で年間約 176 万人

と推定されており、癌による死亡原因《死因》の第 1 位

となっている。 

Mesenchymal stem cell transplantation might prevent 

death from acute graft-versus-host disease. 

間葉系幹細胞移植により、急性移植片対宿主疾患

による死亡を防ぐことができるかもしれない。 

 

皮膚粘膜症状→皮膚粘膜（6 対訳） 

Mucocutaneous hyperpigmentation presents in 

children under the age of five years as dark blue to 

dark brown macules around the mouth, eyes, and 

nostrils, in the perianal area, on the buccal mucosa, 

and on the fingers. 

皮膚粘膜の色素増加症は、5 歳未満の小児におい

て、口、眼、鼻腔の周囲、肛門周囲領域、頬粘膜

上、さらに指に暗青色ないし暗褐色の斑点として出現

する。 

 

死亡に至った例が報告されている→死亡例 報告（8 対訳） 

One fatal case after the first infusion of Drug A was 

reported in the Periodic Safety Update Report 

(PSUR) dated February1, 2015. 

2015 年 2 月 1 日付けの定期的安全性最新報告

（PSUR）において、薬剤 A の初回点滴静注後の死亡

例 1 件が報告された。 

The end of study will occur, when the following 

conditions are met: 

- The last subject has received the last dose of 

study drug with a minimum follow-up of 30 days 

(around five times the upper range of the half-life of 

Drug A ) 

- At least 600 deaths have been reported 

次の条件に該当する場合、試験終了となる。 

- 最後の被験者が治験薬の最終投与を受け、追跡調

査が最低 30 日間（薬剤 A の半減期の上限の約 5

倍）である 

- 600 例以上の死亡例が報告された 
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