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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.58 

 

19. 有効成分に関する理化学的知見 

一般的名称： リツキシマブ（遺伝子組換え） 

Rituximab（Genetical Recombination）（JAN） 

分子量： 144,510 Da（daltons） 

本質： ヒト B リンパ球表面に存在する分化抗原 CD20（リンタンパク質）に結合するモノクローナル抗体で、CD20 抗

原の認識部位（可変部領域）がマウス由来、それ以外の部分（定常部領域）がヒト由来（IgG1κ）のマウス-ヒトキメ

ラ型抗体であり、1,328 個のアミノ酸から構成されている。 

 

21. 承認条件 

21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。 

〈ABO 血液型不適合腎移植・肝移植〉 

21.2 ABO 血液型不適合肝移植については、国内での使用経験が極めて限られていることから、製造販売後、一

定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤使用

患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用

に必要な措置を講じること。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Physical and chemical findings on active ingredient 

Generic name： Rituximab (Genetic Recombination) (JAN) 

Rituximab (Genetical Recombination) (JAN) 

Molecular weight: 144,510 Da (daltons) 

Nature: A monoclonal antibody that binds to CD20 (phosphoprotein), a differentiation antigen present on 

the surface of human B lymphocytes, and is a mouse-human chimeric antibody in which the CD20 antigen 

recognition site (variable region) is derived from mouse and the rest (stationary region) is derived from 

human (IgG1κ). It is composed of 1,328 amino acids. 

 

Conditions for Approval 

21.1 A drug risk management plan shall be formulated and implemented appropriately. 

ABO blood group incompatible kidney and liver transplantation 

21.2 Since there is very limited experience in the use of ABO blood group incompatible liver transplantation 

in Japan, until the data pertaining to a certain number of cases are accumulated after marketing, a drug 

use-results survey shall be conducted for all patients to obtain background information on patients using 

the drug and to collect data on the safety and efficacy of the drug as early as possible. The data on the 

safety and efficacy of Clozapine should be collected at an early stage, and necessary measures should be 

taken for the proper use of Clozapine. 
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●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

有効成分に関する理化学的知見（2 対訳） 

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES 有効成分に関する理化学的知見 

Physicochemical properties of the active ingredient(s) 有効成分に関する理化学的知見 

 

分化抗原（4 対訳） 

Lintuzumab (HuM195) is an unconjugated humanized 

murine monoclonal antibody directed against the cell 

surface myelomonocytic differentiation antigen CD33. 

リンツズマブ（HuM195）は、細胞表面の骨髄単球性分

化抗原 CD33 に対する非抱合型ヒト化マウスモノクロー

ナル抗体である。 

 

抗原の認識部位→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。 

 

定常部領域→定常領域（10 対訳） 

Drug A is composed of the Fv regions of a murine 

anti-ABC antibody with human IgG heavy and kappa 

light chain constant regions and has an approximate 

molecular weight of 100 kDa. 

薬剤 A はマウス抗 ABC 抗体の Fv 領域とヒト IgG の

重鎖及びκ軽鎖の定常領域で構成され、分子量は約

100kDa である。 

 

キメラ型抗体→キメラ抗体（12 対訳） 

The immunogenicity of the chimeric antibody was 

investigated in rats and monkeys, as summarized in 

Table 1. 

表 1 に概要を示したように、このキメラ抗体の免疫原

性はラット及びサルで検討した。 

 

医薬品リスク管理計画（19 対訳） イ
ー
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The regulatory authority offers consultations for 

companies on a broad range of product safety issues, 

such as how to revise package inserts, how to 

promote proper use of products to prevent serious 

adverse drug reactions, and how to develop and 

update Risk Management Plans (RMPs) for drugs in 

the post-marketing stage. 

当局は、添付文書をどのように改訂するか、重篤な副

作用を回避するため製品の適正使用をどのように推進

するか、市販後ステージにおける医薬品の医薬品リスク

管理計画（RMP）をどのように策定ないし更新するかな

ど、製品の広範囲に及ぶ安全性事項に関する相談を

企業に提供しています。 

 

使用経験（58 対訳） 

Because of extremely limited experience in the use of 

Drug A in Japanese patients, further information 

should be gathered in the post-marketing settings, 

and new findings on safety should be provided to 

healthcare professionals in an appropriate manner. 

日本人患者における薬剤 A の使用経験が極めて限ら

れているため、製造販売後にさらなる情報を収集し、

安全性に関する新たな知見は医療従事者に適切に

提供する必要がある。 

 

極めて限られている（6 対訳） 

Extremely limited experience in treatment with Drug A 

in Japanese patients precludes the determination of 

whether the safety profiles of Drug A differ between 

the Japanese and non-Japanese populations. 

日本人患者における薬剤 A の使用経験が極めて限ら

れているため、日本人集団と外国人集団の間で薬剤

A の安全性プロファイルが異なるかどうかについて判断

することはできない。 

 

一定数の（2 対訳） 

The applicant is therefore required to conduct a use-

results survey covering all patients treated with Drug 

A after the market launch until data from a certain 

number of patients are available, to identify the 

characteristics of these patients and to promptly 

collect safety and efficacy data so that necessary 

measures are taken for the proper use of the product. 

したがって、申請者は、上市後、一定数の患者からの

データが得られるまで薬剤 A が投与されたすべての患

者について使用成績調査を行い、これらの患者の背

景を特定するとともに、本品の適正使用のために必要

な措置が講じられるよう安全性及び有効性のデータを

早期に収集することが求められる。 

 

集積されるまで（1 対訳） 

Since the number of the patients treated in the 

Japanese clinical study is limited, post-marketing 

drug use investigation for all patients should be 

conducted until the data on a certain number of 

patients is collected after the launch. 

この国内臨床試験で投与された患者数は限られてい

るため、上市後、ある一定数の患者に関するデータが

集積されるまで、すべての患者を対象に市販後使用成

績調査を行うこととする。 

 

使用成績調査（27 対訳） 
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The Authority asked the applicant to explain a risk of 

cardiac failure aggravated by Drug A, in consideration 

of the finding that cardiac failure chronic aggravated 

occurred in 10 of 100 patients with atrial fibrillation 

complicated by CHF in the phase III study as well as 

the use-results survey of Drug A and literature on 

routine clinical use of Drug A in patients with Disease 

A. 

当局は、疾患 A の患者における薬剤 A の使用成績

調査及び薬剤 A の使用実態に関する文献に加えて、

第 III 相試験で慢性心不全を合併している心房細動

の患者 100 例のうち 10 例に慢性心不全の増悪が起

こったという所見を考慮して、薬剤 A による心不全増

悪のリスクを説明するよう申請者に求めた。 

 

適正使用（24 対訳） 

It is important to take strict measures for ensuring 

the proper use of Drug A for the treatment of 

influenza virus infection, which is a common disease. 

日常よく見受けられる疾患であるインフルエンザウイルス

感染症の治療で薬剤 A が適正使用されるように、厳

格な対策をとることが重要である。 

 

必要な措置（8 対訳） 

The sponsor will take necessary steps (e.g., insurance 

coverage) to fulfill the relevant responsibility. 

治験依頼者は関連業務を遂行するのに必要な措置

（例、保険加入）を講じる。 
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