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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.56 

 

18. 薬効薬理 

18.1 作用機序 

本剤は、pre-B 細胞と成熟 B 細胞の細胞表面に存在する CD20 抗原に特異的に結合することで、補体依存性

細胞傷害作用（CDC）及び抗体依存性細胞介在性細胞傷害作用（ADCC）により、B 細胞を傷害する。 

18.2 補体依存性細胞傷害作用（complement-dependent cytotoxicity、CDC） 

本剤はヒト補体の存在下、2.2μg/mL の濃度で SB 細胞（ヒト由来 CD20 陽性細胞）の 50%を溶解したが、HSB

細胞（ヒト由来 CD20 陰性細胞）は溶解せず、CD20 抗原を有する細胞に対して補体依存性細胞傷害作用を有

することが確認された。また、ヒト補体存在下、造血幹細胞（CD34 陽性細胞）のコロニー形成能に影響しなかった。 

18.3 抗体依存性細胞介在性細胞傷害作用（antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity、ADCC） 

本剤はヒトエフェクター細胞の存在下、3.9μg/mL の濃度で SB 細胞の 50%を溶解したが、HSB 細胞は溶解せず、

CD20 抗原を有する細胞に対して抗体依存性細胞介在性細胞傷害作用を有することが確認された。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

18.1 Pharmacodynamics 

18.1 Mechanism of action 

Clozapine binds specifically to CD20 antigen on the cell surface of pre-B cells and mature B cells, thereby 

causing B cell injury through complement-dependent cytotoxicity (CDC) and antibody-dependent cell-

mediated cytotoxicity (ADCC). 

18.2 Complement-dependent cytotoxicity (CDC) 

In the presence of human complement, Clozapine lysed 50% of SB cells (human-derived CD20-positive 

cells) at a concentration of 2.2 μg/mL, but not HSB cells (human-derived CD20-negative cells), 

confirming that Clozapine has complement-dependent cytotoxicity against cells with CD20 antigen. In 

addition, it did not affect the colony-forming ability of HSCs (CD34-positive cells) in the presence of 

human complement. 

18.3 Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) 

Clozapine lysed 50% of SB cells but not HSB cells at a concentration of 3.9 μg/mL in the presence of 

human effector cells, indicating that it has antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity against cells 

bearing CD20 antigen. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

薬効薬理（3 対訳） 

1. Clinical Studies 

2. Pharmacology 

1. 臨床成績 

2. 薬効薬理 

 

イ
ー
ト
モ

http://i-honyaku.life.coocan.jp/iitomosite/index.htm


2 

に存在する（70 対訳） 

Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA), 

discovered in 1982, act against specific enzymes 

residing within the neutrophils and the macrophages, 

all of which are members of the white blood cell 

family. 

抗好中球細胞質抗体（ANCA）は 1982 年に発見され

たもので、白血球ファミリーである好中球やマクロファージ

の中に存在する特異的酵素に対して作用する。 

Drug A binds to ABC receptors present on the tumor 

and inhibits DEF secretion. 

薬剤 A はこの腫瘍上に存在する ABC 受容体に結合

し、DEF の分泌を阻害する。 

 

特異的に結合（8 対訳） 

Drug A is a recombinant, human chimeric monoclonal 

antibody that binds specifically to the extracellular 

domain of the human epidermal growth factor 

receptor (EGFR). 

薬剤 A は遺伝子組換えヒトキメラモノクローナル抗体

で、ヒト上皮増殖因子受容体（EGFR）の細胞外ドメイ

ンに特異的に結合する。 

 

補体依存性細胞傷害作用→補体依存性細胞傷害（6 対訳） 

Complement-dependent cytotoxicity (CDC) and 

antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) are 

thought to be important effector mechanisms, but 

the exact mechanism of rituximab-mediated cell kill 

is still unknown. 

補体依存性細胞傷害（CDC）及び抗体依存性細胞

傷害（ADCC）は重要なエフェクター機序と考えられる

が、リツキシマブによる細胞死の正確な機序はまだ不明

である。 

 

抗体依存性細胞介在性細胞傷害作用→抗体依存性細胞傷害（13 対訳） 

Direct signaling, complement-mediated cytotoxicity 

(CMC), and antibody-dependent cellular cytotoxicity 

(ADCC) all appear to play a role in rituximab efficacy. 

リツキシマブの有効性には、直接シグナル伝達、補体介

在性細胞傷害（CMC）、抗体依存性細胞傷害

（ADCC）のすべてが関与していると思われる。 

 

CD20 陽性細胞（5 対訳） 

Patients with peripheral blood CD20-positive cells ≥ 

5/µL 

末梢血中 CD20 陽性細胞が 5/µL 以上の患者 

CD20 mRNA expression was significantly lower than 

in CD20-positive cells, resulting in a loss of CD20 

protein expression as detected by flow cytometry 

(FCM), immunohistochemistry (IHC), and 

immunoblotting (IB). 

CD20 mRNA の発現は CD20 陽性細胞よりも著しく少

なく、その結果、フローサイトメトリー（FCM）、免疫組織

化学検査（IHC）、イムノブロッティング（IB）では CD20 タ

ンパク質の発現が検出できなかった。 

 

CD20 陽性（15 対訳） イ
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All patients were diagnosed with CD20-positive B-cell 

lymphomas by immunohistochemistry (IHC) and/or flow 

cytometry (FCM) analyses using their tumor tissue 

specimens. 

腫瘍組織標本を用いた免疫組織化学検査

（IHC）又はフローサイトメトリー（FCM）分析によ

り、すべての患者が CD20 陽性 B 細胞リンパ腫と

診断された。 

 

CD20 陰性細胞（2 対訳） 

When CD20-negative cells were treated with 5-aza-

2′-deoxycytidine in vitro, the expression of CD20 

mRNA was stimulated within 3 days, resulting in the 

restoration of both cell surface expression of the 

CD20 protein and rituximab sensitivity. 

CD20 陰性細胞を in vitro において 5-アザ-2′-デオ

キシシチジンで処理すると、3 日以内に CD20 mRNA

の発現が刺激され、その結果、細胞表面の CD20 タン

パク質の発現及びリツキシマブ感受性の両方が回復し

た。 

 

造血幹細胞（25 対訳） 

Drug A did not adversely affect the ability of bone 

marrow-derived hematopoietic stem cells to 

differentiate. 

薬剤 A は骨髄由来造血幹細胞の分化能に有害な

影響を及ぼさなかった。 

 

コロニー形成能（3 対訳） 

Exposure of Escherichia coli to 0.8 M NaCl caused a 

rapid and large decrease in colony-forming activity. 

大腸菌を 0.8M NaCl に曝露させると、コロニー形成能

が急速かつ大きく低下した。 

 

の存在下（85 対訳） 

The growth of rat aorta vascular smooth muscle cells 

was measured in the presence and absence of 

taurine. 

ラット大動脈血管平滑筋細胞の増殖は、タウリンの存

在下及び非存在下で測定した。 

 

SB 細胞の 50%を溶解した→細胞 溶解（20 対訳） 

Drug A does not mediate target cell lysis. 薬剤 A は標的細胞の溶解に介在しない。 

51Cr-labeled target cells without antibodies were 

lysed completely by NP-40 (2% final concentration) 

and used as a positive control. 

抗体を持たない 51Cr 標識標的細胞を NP-40（最終

濃度 2％）で完全に溶解し、陽性対照として用いた。 
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