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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（ロズリートレク・インタビューフォーム 45） 

 

２．禁忌内容とその理由 

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

<解説> 

医療用医薬品に一般的な注意として設定した。本剤の投与にあたっては、本剤に含まれる成分に対する過敏症の既往歴

の有無を確認すること。 

（「Ⅳ－２（１）有効成分（活性成分）の含量及び添加剤」参照） 

３．効能又は効果に関連する注意とその理由 

「Ⅴ．治療に関する項目」を参照すること。 

４．用法及び用量に関連する注意とその理由 

「Ⅴ．治療に関する項目」を参照すること。 

５．重要な基本的注意とその理由 

8. 重要な基本的注意 

8.1 心臓障害があらわれることがあるので、本剤投与開始前及び本剤投与中は適宜心機能（心電図、心エコー等）、CK

等の検査を行うなど、患者の状態を十分に確認すること。［11.1.1 参照］ 

<解説> 

本剤の臨床試験において、心不全、心室性期外収縮、心筋炎等の心臓障害が認められており、定期的な心機能、CK

等の検査を行うことが必要と考えたことから注意喚起として設定した。 

（「Ⅷ－８（１）重大な副作用と初期症状」参照） 

禁忌（97 対訳） 

1. Careful administration 

2. Contraindications for coadministration 

3. Precautions for coadministration 

1. 慎重投与 

2. 併用禁忌 

3. 併用注意 

Antihistamines are contraindicated in the following 

conditions: …. 

抗ヒスタミン薬は以下の状況において禁忌である。 

 

本剤の成分（5 対訳） 

This product should not be used in the following persons: 

- Patients who have had an allergic symptom to this drug, 

its ingredients, or chicken egg 

- Patients with purulent lesions. 

次の人は使用しないこと 

・本剤又は本剤の成分，鶏卵によりアレルギー症状を起こ

したことがある人． 

・患部が化膿している人． 

 

過敏症の既往歴（2 対訳） イ
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Rare cases of serious adverse reactions including shock, 

mucocutaneous ocular syndrome (Stevens-Johnson 

syndrome), and toxic epidermal necrosis (Lyell syndrome) 

have been reported in patients with a history of 

hypersensitivity to this drug or any of its ingredients to 

whom this drug was readministered. 

本剤又はその成分のいずれかに対する過敏症の既往歴

がある人では、本剤が再投与された場合、ショック、皮膚

粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒

性表皮壊死症（ライエル症候群）などの重篤な副作用が

稀に報告されている。 

 

過敏症の既往歴→過敏症の既往（4 対訳） 

patients with a history of hypersensitivity to any of the 

ingredients of this drug or other cephem antibiotics 

本剤のいずれかの成分又は他のセフェム系抗生物

質に対する過敏症の既往がある患者 

 

一般的な注意→一般的注意（2 対訳） 

General precautions for switching to connectors that 

prevent misconnection 

誤接続防止コネクタへの切替え時の一般的注意点 

 

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. 

申請されている添付文書の「効能・効果に関連する注

意」の項に、以下の記述が設けられた。 

 

用法及び用量に関連する注意→用法・用量に関連する注意（1 対訳） 

The following statements should be included in the 

PRECAUTIONS CONCERNING DOSAGE AND 

ADMINISTRATION section. 

以下の記述を「用法・用量に関連する注意」の項に入れ

る。 

 

重要な基本的注意（8 対訳） 

As this will be enough to manage the problem, a caution 

about impulse control disorder in the Important 

Precautions section of the package insert is unnecessary 

at present. 

これにより問題に十分に対応できるので、現在のところ、添

付文書の「重要な基本的注意」の項に衝動制御障害に

ついての注意喚起は不要である。 

 

があらわれることがある（47 対訳） 

Similar symptoms can occur due to other diseases. 他の疾患でも同様の症状があらわれることがある。 

 

患者の状態を十分に確認する→状態 経過観察（18 対訳） 

Drug A should be administered to carefully selected 

patients under close monitoring of patient's condition. 

薬剤 A は、慎重に選択された患者に対して患者の状態を

詳しく経過観察しながら投与する。 

 

心室性期外収縮（3 対訳） 
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The radiographic examination is normal, although 

premature ventricular contractions of uncertain 

significance may be present. 

X 線検査は正常であるが、意義が不確かな心室性期外

収縮が存在することがある。 

 

定期的な心機能、CK 等の検査を行う→定期的 検査（30 対訳） 

In principle, a blood test including differential count of 

leukocytes should be conducted once every 2 weeks for 

at least 2 months after the start of administration and 

periodically thereafter. 

原則として、少なくとも投与開始後 2 カ月間は 2 週間に１

回、それ以降は定期的に白血球分画などの血液検査を

実施する。 

Physical examinations were performed at regular 

intervals and recorded as normal or abnormal. 

理学的検査《身体検査》は定期的に実施し、正常

又は異常と記録した。 

 

注意喚起として設定した→注意喚起 設定（7 対訳） 

The proposed package insert (draft) has a precautionary 

statement that Drug A should not be administered to 

pregnant or possibly pregnant women in principle. 

申請添付文書（案）には、妊婦又は妊娠している可能性

のある女性に対して薬剤 A を原則として投与しない旨の

注意喚起が設定されている。 

 

 

和文原稿（ロズリートレク・インタビューフォーム 44） 

 

Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目 

１．警告内容とその理由 

1. 警告 

本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本療法が

適切と判断される症例についてのみ投与すること。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を

十分説明し、同意を得てから投与すること。 

<解説> 

本剤の使用にあたっては、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師の

もとで、本剤の使用が適切と判断される症例についてのみ投与する必要があることから設定した。 

また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与する必要があるこ

とから、その旨記載した。 

使用上の注意（39 対訳） 

Based on the above results, the applicant considered it 

unnecessary to restrict concomitant use of Drug A and 

acetaminophen or to include such use in the 

“Precautions” section in the package insert. 

以上の結果から、申請者は、薬剤 A とアセトアミノフェンの

併用投与を制限したり、添付文書の「使用上の注意」の

項に記載する必要はないと考えた。 

 

警告（60 対訳） 

A black box warning on the label states "Respiratory 

depression and death have occurred in children who 

ラベルにある黒枠で囲まれた警告文には、「扁桃摘出術

後にコデインが投与された小児には呼吸困難及び死亡が
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received codeine following tonsillectomy.” 起こっている」と記載されている。 

An FDA advisory panel has called for Company A to 

include a cardiovascular warning in the Drug A 

package insert. 

あるFDAの諮問委員会は、薬剤Aの添付文書に心

血管系に関する警告を記載するよう会社 A に求め

た。 

 

緊急時に十分対応できる→緊急時 対応（3 対訳） 

The drug should be used only under the supervision of a 

knowledgeable physician experienced in the treatment of 

hematopoietic malignancies at well-equipped facilities for 

emergency. 

本剤は、緊急時に十分対応できる施設において、造血器

悪性腫瘍の治療に関する知識と経験を有する医師の監

視下《監督下》でのみ使用する。 

 

に十分な知識・経験を持つ→知識 経験（13 対訳） 

The applicant is required to take necessary measures to 

ensure that the drug is used only by physicians who have 

been trained for the treatment procedure with the drug 

and have sufficient knowledge and experience in the 

treatment procedure. 

本剤による治療法についての講習を受け、当該治療法に

関する十分な知識と経験を有する医師のみによって本剤

が用いられるよう、申請者は必要な措置を講じることとす

る。 

 

適切と判断される→適切と考えられる（4 対訳） 

In the case of any hypersensitivity reactions, investigators 

should institute treatment measures deemed medically 

appropriate. 

過敏症反応の場合、治験責任医師は医学的に適切と

考えられる処置を開始する。 

This timepoint (Week 24) is considered appropriate to 

evaluate long-term remission as well as to assess 

endoscopic healing. 

この時点（24週目）は、内視鏡的治癒の評価に加え

て、長期寛解の評価にも適切と考えられる。 

 

に先立ち（24 対訳） 

Any amendment affecting the subject requires the 

subject's informed consent prior to implementation. 

被験者に影響が及ぶ修正については、実行に先立ち被

験者の同意を得なければならない。 

 

患者又はその家族（4 対訳） 

The FDA also accepts spontaneous reports of adverse 

events about a drug from patients or their family 

members. 

FDA は、患者又はその家族からの薬剤についての有害事

象の自発報告も受け入れている。 

 

十分説明→十分 説明（34 対訳） 

I will discuss this material with the study personnel to 

ensure that they are fully informed about the study drug 

私はこの資料を試験担当者と協議し、試験担当者が治

験薬及び本試験について十分な説明を受けることを保証
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and the study. します。 

 

同意を得てから→同意 得（94 対訳） 

After informed consent is obtained, the subject must 

have the following procedures performed within 5 days. 

同意取得後、被験者は 5 日以内に以下の処置を受ける

こととする。 

Either the investigator or subinvestigator will fill in 

the necessary items in the "enrollment form" after 

obtaining the informed consent. 

同意取得後、治験責任医師又は治験分担医師の

どちらかが「登録用紙」の必要項目に記入する。 

 

設定した（81 対訳） 

This section was included to prompt a higher level of 

alertness, since diclofenac is frequently used by 

rheumatoid arthritis patients. 

ジクロフェナクは関節リウマチ患者に多く使用されてい

るので、強く注意喚起するために本項を設定した。 

The applicant included the above precautionary 

statement for the following reasons: … 

申請者は、以下の理由から、上記の注意喚起を設

定した。 

The regulatory authority asked the applicant to 

explain why this statement is included in the package 

insert. 

規制当局は、当該記述を添付文書に設定した理由

について申請者に説明を求めた。 

 

記載した（10 対訳） 

In the pivotal study, all deaths up to 31 January 2015 

were included in the clinical study report. 

このピボタル試験では、2015年 1月 31日までのすべての死

亡例を治験総括報告書に記載した。 

The date and the time of the unmasking were noted 

on the CRF. 

開鍵の日時は症例報告書に記載した。 

One of the duties is to prepare a manufacturing 

control standard code describing storage of raw 

materials, etc. 

その職務の 1 つが、原料等の保存について記載した製

造管理基準書を作成することである。 

 

記載した→規定した（20 対訳） 

In the 10 remaining studies, the protocol stipulated that 

Drug A was to be given in combination with a 

chemotherapeutic agent or in combination with radiation 

therapy. 

残りの 10 試験では、薬剤 A を他の化学療法薬と併

用投与するか、放射線療法と併用投与するように治

験実施計画書が規定した。 

The protocol specified that the following events were 

to be reported as serious adverse events, regardless 

of whether the subjects were hospitalized: …. 

治験実施計画書には、被験者が入院となったか

どうかに関係なく、以下の事象を重篤な有害事

象として報告するように規定した。 
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