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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.6 

 

3. 組成・性状 

3.1 組成 

注） 本剤は、チャイニーズハムスター卵巣細胞を用いて製造される。マスターセルバンク構築時にはウシの血清由来

成分（ウシ胎児血清及びフェツイン）を使用している。また、製造工程において、培地成分としてウシの乳由来成分

（D-ガラクトース）を使用している。 

 

3.2 製剤の性状 

販売名リツキサン点滴静注 100mg リツキサン点滴静注 500mg 

性状無色～淡黄色の澄明又はわずかに白濁した液 

pH 6.5±0.3 

浸透圧比約 1（生理食塩液に対して） 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

3. composition and properties 

3.1 Composition 

Note: This product is manufactured using Chinese hamster ovary cells. Bovine serum-derived components 

(fetal bovine serum and fetuin) are used in the construction of the master cell bank. In addition, bovine 

milk-derived component (D-galactose) is used as a culture medium component in the manufacturing 

process. 

 

3.2 Formulation properties 

Trade Name Rituxan Intravenous Infusion 100mg Rituxan Intravenous Infusion 500mg 

Colorless to pale yellow, clear or slightly cloudy liquid 

pH 6.5±0.3 

Osmotic ratio about 1 (to saline solution) 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

性状（27 対訳） 

COMPOSITION AND PRODUCT DESCRIPTION 組成・性状 

Product Description 製剤の性状 

 

チャイニーズハムスター卵巣細胞（13 対訳） 
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Drug A is produced in Chinese hamster ovary cells. 薬剤 A はチャイニーズハムスター卵巣細胞で産生され

る。 

 

マスターセルバンク（8 対訳） 

The master cell bank (MCB) and the working cell 

bank (WCB) were prepared from a clone with high 

antibody-producing capacity. 

マスターセルバンク（MCB）及びワーキングセルバンク

（WCB）は、抗体産生能の高いクローンから構築した。 

 

ウシ胎児血清（8 対訳） 

After the cultures were confluent, the medium was 

changed to include 5 percent fetal-calf serum <<fetal 

bovine serum>>. 

培養が集密化した後、培地を 5％ウシ胎児血清を含

むものに変更した。 

 

製造工程（70 対訳） 

A bridging study was subsequently conducted in the 

monkey to support the switch from a synthetic to a 

recombinant manufacturing process. 

その後、合成による製造工程から遺伝子組換えによる

製造工程への切り替えを支持するため、サルを対象に

ブリッジング試験を実施した。 

It is difficult to completely inactivate viruses in 

current process of manufacture of plasma fraction 

preparation <<plasma fractionation product>>. 

血漿分画製剤の現在の製造工程においてウイルスを

完全に不活化するのは困難である。 

It is possible to commission part of the manufacturing 

process to another manufacturer. 

製造工程の一部を別の製造業者に委託することが可

能である。 

 

淡黄色（13 対訳） 

The solution is clear and colorless to light yellow in 

color. 

液は無色～淡黄色澄明である。 

 

白濁（2 対訳） 

Make sure that the Drug A liquid in the vial is clear 

and colorless. Do not use Drug A if the liquid in the 

vial looks discolored or cloudy, or if the liquid has 

lumps, flakes, or particles. 

バイアル内の薬剤 A 液体が無色透明であることを確認

してください。バイアル内の液体が変色または白濁してい

る場合、または液体に塊、薄片、粒子がある場合、薬

剤 A を使用しないでください。 

 

浸透圧比（4 対訳） 

Osmotic pressure ratio (to physiological saline) 浸透圧比（対生理食塩液） 
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