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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.57 

 

18.4 In vitro CD20 抗原特異的結合作用 

IDEC-2B8（リツキシマブと同一の CD20 抗原認識部位（可変部領域）を有するマウス型 CD20 モノクローナル抗体）

は、既存の抗 CD20 抗体である B1 のヒト CD20 抗原に対する結合を濃度依存的に阻害し、その IC5（0 50%阻害

濃度）値は B1、Leu16（抗ヒト CD20 抗体）の 1/2～1/3 と、ヒト CD20 抗原に対して強い抗原特異的結合能を示

した。この強い抗原特異的結合能は、本剤（マウス-ヒトキメラ型抗体）でも維持されていた。 

18.5 In vitro B リンパ球特異的結合作用 

本剤は、ヒト末梢血 B リンパ球やヒト低悪性度 B リンパ腫細胞と特異的に結合し、他の免疫系細胞とは反応しな

かった。 

18.6 In vivo B リンパ球傷害作用 

カニクイザルに週 1 回 4 週間及び 4 日間連日静注投与した結果、末梢血液、骨髄及びリンパ節中の B リンパ球

は著明に減少した。なお、T リンパ球には変化を認めなかった。 

18.7 ヒト正常組織との交叉反応性 

成人ヒト正常組織の凍結切片との交叉反応性を調べた結果、本剤が反応性を示したのは、リンパ節、骨髄、末梢

血細胞、扁󠄁桃、脾臓のみで、これ以外の非リンパ系組織とは反応しなかった。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

18.4 In vitro CD20 antigen-specific binding 

IDEC-2B8 (a murine CD20 monoclonal antibody with the same CD20 antigen recognition site (variable 

region) as rituximab) inhibited the binding of B1, an existing anti-CD20 antibody, to human CD20 antigen in 

a concentration-dependent manner, and its IC5 (0 50% inhibitory concentration) value was 1/2-1/3 of B1 

and Leu16 (anti-human The IC5 (0 50% inhibitory concentration) values were 1/2 to 1/3 of those of B1 and 

Leu16 (anti-human CD20 antibody), indicating a strong antigen-specific binding ability to human CD20 

antigen. This strong antigen-specific binding ability was also maintained by the chimeric mouse-human 

antibody. 

18.5 In vitro B lymphocyte-specific binding 

Clozapine specifically bound to human peripheral blood B lymphocytes and human low-grade B lymphoma 

cells, and did not react with other immune system cells. 

18.6 In vivo B-lymphocytotoxic effect 

B-lymphocytes in peripheral blood, bone marrow, and lymph nodes were markedly decreased after 

intravenous administration to crab-eating monkeys once a week for 4 weeks and 4 days in a row. No 

change was observed in T lymphocytes. 

18.7 Cross-reactivity with normal human tissues 

The results of cross-reactivity studies with frozen sections of adult human normal tissues showed that the 

drug was reactive only with lymph nodes, bone marrow, peripheral blood cells, tonsils, and spleen, and not 

with other non-lymphoid tissues. 
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●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

抗原認識部位（4 対訳） 

Compound A can bind to antibodies without affecting 

the antigen recognition site. 

化合物 A は抗原認識部位に影響を及ぼすことなく抗

体に結合する。 

 

可変部領域→可変領域（4 対訳） 

Clinical studies have been underway with the use of 

a chimeric anti-CD20 antibody (IDEC-C2B8), 

consisting of human IgG1-6 constant regions and 

variable regions from the murine monoclonal anti-

CD20 antibody IDEC-2B8. 

ヒト IgG1-6 定常領域とマウスモノクローナル抗 CD20 抗

体 IDEC-2B8 由来の可変領域からなるキメラ抗 CD20

抗体（IDEC-C2B8）を用いた臨床試験が進行中であ

る。 

 

CD20 モノクローナル抗体（10 対訳） 

Rituximab is an anti-CD20 monoclonal antibody that 

suppresses inflammation effectively in autoimmune 

diseases. 

リツキシマブは、自己免疫疾患の炎症を効果的に抑制

する抗 CD20 モノクローナル抗体である。 

 

濃度依存的に（29 対訳） 

Interferon-gamma (IFN-gamma) production increased 

in a Drug A-concentration dependent manner. 

インターフェロンγ（IFN-γ）産生は薬剤 A 濃度依存

的に増加した。 

 

抗原特異的（15 対訳） 

Drug A did not suppress antigen-specific activation 

and proliferation of CD4 T-cells in lymph nodes of 

mice immunized with ovalbumin. 

薬剤 A は、卵白アルブミンで免疫化したマウスのリンパ

節における CD4 T 細胞の抗原特異的な活性化及び

増殖を抑制しなかった。 

 

結合能（12 対訳） 

It has been reported that the ability of binding of 

drugs to eye melanin is not directly related to ocular 

toxicity. 

薬剤の眼内メラニンへの結合能と眼毒性には直接の関

連性がないと報告されている。 

 

特異的に結合（8 対訳） 

Molecularly imprinted polymers (MIPs) are artificial 

receptor ligands which can recognize and specifically 

bind to a target molecule. 

分子インプリントポリマー（MIP）は人工的な受容体リガ

ンドで、標的分子を認識し、特異的に結合する。 
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特異的に結合→特異的 結合（27 対訳） 

Drug A binds specifically and with high affinity to the 

extracellular domain of human EGFR and blocks the 

ligand-binding site of the receptor. 

薬剤 A はヒト EGFR の細胞外ドメインに特異的

かつ高い親和性で結合し、この受容体のリガンド

結合部位を遮断する。 

 

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

カニクイザルに週 1 回 4 週間及び 4 日間連日静注投

与した結果、末梢血液、骨髄及びリンパ節中の B リンパ

球は著明に減少した。 

カニクイザルに週 1 回 4 週間静脈内投与するか、4 日

間連続静脈内投与したとき、末梢血液、骨髄及びリン

パ節中の B リンパ球は著明に減少した。 

B-lymphocytes in peripheral blood, bone marrow, 

and lymph nodes were markedly decreased after 

intravenous administration to crab-eating monkeys 

once a week for 4 weeks and 4 days in a row. 

B-lymphocytes in peripheral blood, bone marrow, 

and lymph nodes were markedly decreased in crab-

eating monkeys when administered intravenously 

once a week for 4 weeks or intravenously for 4 

consecutive days. 

 

凍結切片（12 対訳） 

An immunohistochemistry study was conducted to 

evaluate the potential cross-reactivity of Drug A with 

cryosections <<frozen sections>> of normal human 

tissue. 

薬剤 A と正常ヒト組織の凍結切片の交差反応性を

評価するため、免疫組織化学的検査を行った。 

 

交叉反応性→交差反応性（12 対訳） 

All of the antibodies exhibited low cross-reactivities 

against most of the compounds tested. 

これらの抗体のすべてが検討対象とした化合物のほとん

どに対して弱い交差反応性を示した。 
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