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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.55 

 

〈ABO 血液型不適合肝移植〉 

17.1.8 国内使用実態調査 

ABO 血液型不適合肝移植成人患者 33 例において、移植前に本剤 375mg/m2、500mg/回注 16）、300mg/回

注 16）又は 100mg/回注 16）を、1 回又は 2 回投与した 1 年時点の抗体関連型拒絶反応無発現率は 91%、1

年時点の生存率は 82%であった。また、国内の ABO 血液型不適合肝移植小児患者 4 例では、移植前に本剤

375mg/m2 を 1 回又は 100mg/m2 注 16）を 2 回投与し、観察期間注 17）における抗体関連型拒絶反応無発

現率及び生存率はそれぞれ 100%であった。 

安全性評価症例 37 例中、副作用は 51.4%に認められた。主な副作用は、CMV アンチゲネミア陽性（29.7%）、発

熱（16.2%）、細菌感染症（16.2%）、ほてり（8.1%）、全身倦怠感（虚脱感、無力感）（8.1%）、血小板減少（8.1%）、ウ

イルス感染症（8.1%）であった。 

注 16） 承認用量は 375mg/m2 である。 

注 17） 観察期間の中央値 477.5 日（範囲：283～617 日） 

 

●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 liver transplantation 

17.1.8 Domestic Usage Survey 

In 33 adult patients with ABO blood group incompatible liver transplantation, the incidence of antibody-

related rejection was 91% at 1 year and the survival rate was 82% at 1 year after treatment with Clozapine 

375 mg/m2, 500 mg/doseNote 16), 300 mg/doseNote 16), or 100 mg/doseNote 16) once or twice before 

transplantation. In four pediatric patients with ABO blood group incompatible liver transplants in Japan, 375 

mg/m2 of Clozapine was administered once or 100 mg/m2Note 16) twice prior to transplantation, and the 

incidence of antibody-related rejection and survival rates during the observation periodNote 17) were 100%, 

respectively. 

Among 37 safety evaluation cases, adverse reactions were observed in 51.4% of patients. The major 

adverse reactions were CMV antigenemia positive (29.7%), fever (16.2%), bacterial infection (16.2%), hot 

flashes (8.1%), general malaise (weakness, helplessness) (8.1%), thrombocytopenia (8.1%), and viral infection 

(8.1%). 

(Note 16) The approved dose is 375 mg/m2. 

Note 17) The median observation period was 477.5 days (range: 283 to 617 days). 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

使用実態調査（3 対訳） 

The proposed indication was established based on 

the results from the phase III study in patients with 

申請適応症は、疾患 A の患者を対象とした第 III 相

試験及び使用実態調査の成績に基づき設定した。 
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Disease A and the drug utilization survey. 

 

抗体関連型拒絶反応（7 対訳） 

Experience in multiple centers, however, has shown 

high antibody-mediated rejection (AMR) rates, 

particularly in patients with the highest degrees of 

HLA sensitization. 

しかし、多施設での経験から、特に HLA 感作の程度が

最も高い患者において、抗体関連型拒絶反応（AMR）

の発生率が高いことが示されている。 

 

生存率（145 対訳） 

5-year relative survival rate by clinical stage 臨床病期別 5 年相対生存率 

At one year, the survival rate was 50% for patients 

who received preoperative chemotherapy and 60% for 

those who had surgery alone. 

1 年後の生存率は、術前化学療法を受けた患者で

50％、手術のみを受けた患者で 60％であった。 

 

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

ABO 血液型不適合肝移植成人患者 33 例において、

移植前に本剤 375mg/m2、500mg/回注 16）、300mg/

回注 16）又は 100mg/回注 16）を、1 回又は 2 回投与

した 1 年時点の抗体関連型拒絶反応無発現率は

91%、1 年時点の生存率は 82%であった。 

ABO 血液型不適合肝移植成人患者 33 例に対して、

移植前に本剤 375mg/m2（500mg/回注 16）、300mg/

回注 16）又は 100mg/回注 16））を 1 回又は 2 回投与

した。1 年時点の抗体関連型拒絶反応無発現率は

91%、1 年時点の生存率は 82%であった。 

In 33 adult patients with ABO blood group 

incompatible liver transplantation, the incidence of 

antibody-related rejection was 91% at 1 year and 

the survival rate was 82% at 1 year after treatment 

with Clozapine 375 mg/m2, 500 mg/doseNote 16), 

300 mg/doseNote 16), or 100 mg/doseNote 16) 

once or twice before transplantation. 

Thirty-three adult patients with ABO blood group 

incompatible liver transplants received 375 mg/m2 

(500 mg/doseNote 16), 300 mg/doseNote 16), or 

100 mg/doseNote 16) once or twice before 

transplantation. The incidence of antibody-related 

rejection at 1 year was 91%, and the survival rate at 

1 year was 82%. 
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