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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.7 

 

4. 効能又は効果 

○ CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫 

○ CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 

○ 免疫抑制状態下の CD20 陽性の B 細胞性リンパ増殖性疾患 

○ 多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎 

○ 難治性のネフローゼ症候群（頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合） 

○ 慢性特発性血小板減少性紫斑病 

○ 後天性血栓性血小板減少性紫斑病 

○ 全身性強皮症 

○ 下記の ABO 血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 

腎移植、肝移植 

○ インジウム（111In）イブリツモマブ チウキセタン（遺伝子組換え）注射液及びイットリウム（90Y）イブリツモマブ チウ

キセタン（遺伝子組換え）注射液投与の前投与 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Indication or effect 

CD20-positive B-cell non-Hodgkin's lymphoma 

CD20-positive chronic lymphocytic leukemia 

CD20-positive B-cell lymphoproliferative disease under immunosuppressive conditions 

Granulomatosis with polyangiitis, microscopic polyangiitis 

Refractory nephrotic syndrome (frequent relapses or steroid dependence) 

Chronic idiopathic thrombocytopenic purpura 

Acquired thrombotic thrombocytopenic purpura 

Systemic scleroderma 

Inhibition of antibody-related rejection in the following ABO blood group incompatible transplants 

Inhibition of antibody-related rejection in the following ABO blood group incompatible transplants: ○ 

Kidney transplant, liver transplant 

Prior to administration of indium (111In) ibritumomab tiuxetan (genetical recombination) injection and 

yttrium (90Y) ibritumomab tiuxetan (genetical recombination) injection 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

効能又は効果（5 対訳） 

INDICATIONS 効能又は効果 
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効能又は効果→効能・効果（141 対訳） 

data up to the approval of supplemental NDA for 

indication 

効能・効果の一変申請承認時までのデータ 

 

免疫抑制状態下の→免疫抑制状態（3 対訳） 

Posttransplant lymphoproliferative disorder (PTLD) 

has been reported in immunosuppressed organ 

transplant recipients. 

移植後リンパ増殖性疾患（PTLD）が免疫抑制状態

下の臓器移植患者で報告されている。 

 

難治性の（42 対訳） 

Company A has received approval for additional 

indication for relapsed or refractory T-cell lymphoma. 

会社 A は再発性又は難治性の T 細胞リンパ腫に対

する追加適応の承認を受けた。 

 

頻回再発型（4 対訳） 

This observational study was conducted to evaluate 

the efficacy of Drug A in frequently relapsing 

nephrotic syndrome and steroid-resistant nephrotic 

syndrome. 

この観察研究は、頻回再発型のネフローゼ症候群及

びステロイド抵抗性のネフローゼ症候群における薬剤 A

の有効性を評価するために行われた。 

 

ステロイド依存性（4 対訳） 

Steroid dependency: Two successive relapses during 

the treatment with the reduced dose of prednisolone 

or within 2 weeks after the discontinuation of 

prednisolone 

ステロイド依存性：プレドニゾロン減量による投与時又

はプレドニゾロン投与中止から 2 週間以内に 2 回連

続の再発。 

 

拒絶反応（56 対訳） 

Drug A capsules are a prescription medicine used 

with other medicines to help prevent organ rejection 

in people who have had a kidney or liver transplant. 

薬剤 A カプセルは、他の薬剤と一緒に使用される医療

用医薬品で、腎移植又は肝移植を受けた人の臓器

拒絶反応を阻止するのに役立ちます。 

Drug A helps to stop the multiplication of 

immunological cells that can cause organ rejection. 

薬剤 A は、臓器拒絶反応を引き起こす免疫細胞の

増殖を止めるのに役立つ。 

 

腎移植（65 対訳） 

A total of 200 adult patients who underwent renal 

transplantation were randomized to Drug A or Drug B. 

腎移植を受けた合計 200 例の成人患者が薬剤 A 又

は薬剤 B にランダム化された。 

Adverse reactions that occurred in ≥ 10% of kidney 

transplant patients treated with Drug A in conjunction 

薬剤 A がアザチオプリンと併用投与された腎移植患者

の 10％以上に発現した副作用を以下に示す。 

イ
ー
ト
モ



3 

with azathioprine are presented below. 

 

の前投与（25 対訳） 

Anaphylactoid reactions may occur in patients without 

known premedication with Drug A. 

薬剤 A の前投与が確認されていない患者にアナフィラ

キシー様反応があらわれることがある。 

Premedication for Drug A (genetical recombination) 

injection and Drug B (genetical recombination) 

injection 

薬剤 A（遺伝子組換え）注射液及び薬剤 B 注射液

（遺伝子組換え）の前投与 

 

ABO 血液型不適合移植（2 対訳） 

After an ABO incompatible transplant, monitoring for 

rejection is even more critical. 

ABO 血液型不適合移植の後、拒絶反応の経過観

察がなお一層重要になる。 

 

ABO 血液型不適合移植→不適合 移植（4 対訳） 

Antibody incompatible transplantation could be 

defined simply as the transplantation of an organ into 

a recipient who is ABO incompatible. 

抗体不適合移植とは、ABO 血液型不適合のレ

シピエントに臓器を移植することである。 
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