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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.8 

 

5. 効能又は効果に関連する注意 

〈B 細胞性非ホジキンリンパ腫、慢性リンパ性白血病、免疫抑制状態下の B 細胞性リンパ増殖性疾患〉 

5.1 本剤投与の適応となる造血器腫瘍の診断は、病理診断に十分な経験を持つ医師又は施設により行うこと。 

5.2 免疫組織染色法又はフローサイトメトリー法等により CD20 抗原の検査を行い、陽性であることが確認されてい

る患者のみに投与すること。 

〈多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎〉 

5.3 初発例を含む疾患活動性が高い患者、既存治療で十分な効果が得られない患者等に対して本剤の投与を

考慮すること。 

 

●DeepL による英訳（赤字はエラーまたはイマイチの部分） 

 

Precautions related to indications and effects 

B-cell non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, B-cell lymphoproliferative disease under 

immunosuppressive conditions 

5.1 The diagnosis of hematopoietic tumors for which Clozapine is indicated should be made by a physician 

or institution with sufficient experience in pathological diagnosis. 

5.2 The drug should be administered only to patients who have been tested for CD20 antigen by 

immunohistochemistry or flow cytometry and have been confirmed to be positive. 

Granulomatosis with polyangiitis, microscopic polyangiitis 

5.3 Clozapine should be considered for the treatment of patients with high disease activity, including first-

episode cases, and patients who do not respond adequately to existing therapies. 

 

●重要用語・重要表現のイートモ対訳 

 

効能又は効果に関連する注意→効能・効果に関連する注意（1 対訳） 

The following statements were included in the 

PRECAUTIONS CONCERNING INDICATION section 

of the proposed package insert. 

申請添付文書の「効能・効果に関連する注意」の項

に、以下の記述が設定された。 

 

の適応となる（1 対訳） 

The frequency of drug resistance development for 

the various fungi for which Drug A is indicated is not 

known. 

薬剤 A の適応となる様々な真菌に対する薬剤耐性発

現の頻度は不明である。 

 

の適応となる→が適応となる（12 対訳） 
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Patients receiving peritoneal dialysis may develop 

community-acquired or nosocomial infections 

<<hospital-acquired infections>> for which Drug A 

may be indicated. 

腹膜透析を受けている患者には薬剤 A が適応と

なる市中感染又は院内感染が起こる可能性があ

る。 

 

に十分な経験を持つ→十分 経験（15 対訳） 

The applicant is required to take necessary measures 

for the product to be used by physicians who have 

sufficient knowledge and experience in implantation of 

ventricular assist devices at qualified medical 

institutions. 

申請者は、補助人工心臓の植込みに十分な知識と

経験を有する医師によって、適格な医療機関で本品

が使用されるよう、必要な措置を講じることが求められ

る。 

 

免疫組織染色法→免疫組織染色（3 対訳） 

In the mice inoculated with A673 cells, the vascular 

density in the area around the inoculated tumor was 

measured by immunohistological staining, using an 

anti-factor VIII-related antibody. 

A673 細胞を移植したマウスでは、抗 Factor VIII 関

連抗体を用いた免疫組織染色により、移植した腫瘍

の周辺領域の血管密度を測定した。 

 

初発例（4 対訳） 

This study was undertaken to clarify whether cardiac 

sequelae due to Kawasaki disease are more frequent 

among recurrent cases than initial onset cases. 

本試験は、川崎病による心臓後遺症が初発例よりも

再発例に多いかどうかを解明するために実施された。 

 

疾患活動性（41 対訳） 

Although the small increase in disease activity 

observed in the Drug A group may have been a 

chance occurrence, it is also plausible that …. 

薬剤 A 群で認められた疾患活動性のわずかな亢進は

偶発的な出来事であったのかもしれないが、～である

可能性も残されている。 

 

既存治療（5 対訳） 

Chronic rhinosinusitis with nasal polyps (only in 

patients not adequately controlled with existing 

therapies) 

鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎（既存治療でコントロール不

十分な患者に限る） 

 

既存治療→既存の治療（14 対訳） 

A high ACR70 response rate and DAS28 remission 

rates observed in the highest dose group suggested 

that Drug A could potentially have superior efficacies 

compared to existing therapies. 

最高用量群において高い ACR70 奏効率及び

DAS28 寛解率が認められたことから、薬剤 A には

既存の治療よりも優れた有効性があると考えられ

た。 
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十分な効果が得られない（5 対訳） 

Patients receiving diuretics at high doses may not 

respond well to Drug A. 

高用量の利尿薬の投与を受けている患者では薬剤 A

で十分な効果が得られないことがある。 

 

十分な効果が得られない→十分な効果（15 対訳） 

Medical treatment is the mainstay for acromegalic 

patients not adequately treated by surgery or in whom 

surgery is contraindicated. 

末端肥大症の患者のうち、手術で十分な効果の

得られない患者又は手術が禁忌の患者には、内

科的治療が主力《主流》である。 
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