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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.54 

 

〈ABO 血液型不適合腎移植〉 

17.1.7 国内一般臨床試験 

ABO 血液型不適合腎移植前の脱感作療法注 14）で、本剤 1 回量 375mg/m2 を移植術 14 日前及び 1 日前

に投与した後に移植が行われた適格症例 17 例の有効性は以下のとおりであった。 

注 14） 移植 28 日前からミコフェノール酸 モフェチル及び副腎皮質ホルモン剤を投与した。移植 1 日前からシクロス

ポリンまたは移植 2 日前からタクロリムスを投与した。血漿交換は移植前に最大 4 回実施した。 

安全性評価症例 20 例中、副作用は 90.0%に認められた。主な副作用は、発熱（40.0%）、サイトメガロウイルス感染

（25.0%）であった。主な臨床検査値異常は、免疫グロブリン M 減少（85.0%）、免疫グロブリン G 減少（85.0%）、白血

球減少（60.0%、2,000/μL 未満の白血球減少 15.0%）、免疫グロブリン A 減少（55.0%）、好中球減少（40.0%、

1,000/μL 未満の好中球減少 25.0%）であった。また infusion reaction は 65.0%に認められた。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

ABO blood group incompatible kidney transplantation 

17.1.7 General clinical trials in Japan 

In the desensitization therapyNote 14) prior to ABO blood group incompatible kidney transplantation, the 

efficacy in 17 eligible patients who underwent transplantation after a single dose of 375 mg/m2 was 

administered 14 days and 1 day prior to transplantation was as follows 

(Note 14) Mycophenolic acid mofetil and corticosteroids were administered 28 days prior to transplantation. 

Cyclosporine was administered 1 day before transplantation or tacrolimus was administered 2 days before 

transplantation. Plasma exchange was performed up to four times before transplantation. 

Of the 20 patients evaluated for safety, adverse reactions were observed in 90.0%. The major adverse 

reactions were fever (40.0%) and cytomegalovirus infection (25.0%). The major laboratory abnormalities were 

immunoglobulin M decreased (85.0%), immunoglobulin G decreased (85.0%), leukopenia (60.0%, leukopenia 

below 2,000/μL, 15.0%), immunoglobulin A decreased (55.0%), and neutropenia (40.0%, neutropenia below 

1,000/μL, 25%). .0%). Infusion reactions were observed in 65.0% of patients. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

ABO 血液型不適合（4 対訳） 

ABO-incompatible living kidney transplantation is an 

effective option for increasing living kidney transplant 

opportunities. 

ABO 血液型不適合の生体腎移植は生体腎移植の

機会を増やす効果的な手段である。 
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脱感作療法（1 対訳） 

Over the last two decades, desensitization therapies 

have been limited to plasmapheresis (PP), 

immunoadsorption (IA), immunoglobulins (Ig), and 

rituximab. 

過去 20 年間、減感作療法《脱感作療法》は、血漿

交換（PP）、免疫吸着（IA）、免疫グロブリン（Ig）、リツ

キシマブに限られてきた。 

 

脱感作療法→減感作療法（1 対訳） 

Patients who received the following therapies within 28 

days prior to the start of study drug administration: 

- Systemic corticosteroid preparations, topical 

corticosteroids (strongest or very strong) 

- Systemic immunosuppressants, live vaccines, 

phototherapies (e.g., UVB [broadband and narrow 

band], PUVA), desensitization therapies 

治験薬投与開始前の 28 日間以内に以下の治療を

受けた患者。 

- 全身性のステロイド製剤、ステロイド外用剤（ストロ

ンゲスト又はベリーストロング） 

- 全身性の免疫抑制薬、生ワクチン、光線療法

（UVB（広域及び狭域）、PUVA 等）、減感作療法 

 

 

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

ABO 血液型不適合腎移植前の脱感作療法注 14）

で、本剤 1 回量 375mg/m2 を移植術 14 日前及び 1

日前に投与した後に移植が行われた適格症例 17 例の

有効性は以下のとおりであった。 

ABO 血液型不適合腎移植前の脱感作療法注 14）の

一環として、本剤 375mg/m2 を移植術 14 日前及び 1

日前に投与した。移植が行われた適格患者 17 例にお

ける有効性成績は以下のとおりであった。 

In the desensitization therapyNote 14) prior to ABO 

blood group incompatible kidney transplantation, the 

efficacy in 17 eligible patients who underwent 

transplantation after a single dose of 375 mg/m2 

was administered 14 days and 1 day prior to 

transplantation was as follows 

As part of desensitization therapyNote 14) prior to 

ABO blood group incompatible kidney 

transplantation, 375 mg/m2 of this drug was 

administered 14 days and 1 day prior to 

transplantation. Efficacy results in 17 eligible 

patients who underwent transplantation were as 

follows. 

 

血漿交換（26 対訳） 

If plasma exchange is used, we suggest seven 

sessions over two weeks (60 mL/kg at each 

session). 

血漿交換を実施する場合、2 週間に 7 回が推奨される

（各回 60mL/kg）。 

It has been estimated that a 2-L plasma exchange 

will remove 80% of circulating antibodies. 

2L の血漿交換によって循環血液中の抗体の 80％が取

り除かれると推定されている。 
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サイトメガロウイルス感染（2 対訳） 

The patient later died of gram-negative sepsis with 

cytomegalovirus infection. 

その後、当患者はサイトメガロウイルス感染を伴うグラ

ム陰性敗血症で死亡した。 
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