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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 53） 

 

８．副作用 

11. 副作用 

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置

を行うこと。 

（１）重大な副作用と初期症状 

11.1 重大な副作用 

11.1.1心臓障害（3.0%） 

心不全、心室性期外収縮、心筋炎等の心臓障害があらわれることがある。［8.1参照］ 

11.1.2 QT間隔延長（1.2%） 

11.1.3 認知障害、運動失調（27.4%） 

認知障害、錯乱状態、精神状態変化、記憶障害、幻覚、運動失調、構語障害等があらわれることがある。 

11.1.4 間質性肺疾患（1.2%） 

 

副作用（497対訳） 

A good medication history should encompass all currently 

and recently prescribed drugs, previous adverse drug 

reactions including hypersensitivity reactions, any 

over-the counter medications, including herbal or 

alternative medicines, and adherence to therapy. 

良い投薬歴とは、現在処方されているすべての薬剤及び

最近処方されたすべての薬剤、過敏症反応を含む過去

の副作用、漢方薬や代替薬剤などの一般薬《OTC薬》、

治療に対するアドヒアランスが記載されたものである。 

Acetaminophen is an effective antipyretic and 

analgesic with few side effects that is toxic only in 

massive overdose. 

アセトアミノフェンは副作用の少ない効果的な解熱鎮

痛薬で、過量投与した場合にのみ毒性を示す。 

 

があらわれることがあるので（13対訳） 

Fulminant hepatitis, hepatic failure, hepatic impairment, 

hepatitis, and sclerosing cholangitis may occur. Patients 

should be carefully monitored through periodic liver 

function tests. 

劇症肝炎、肝不全、肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎

があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査を行

い、患者の状態を十分に観察する。 

 

観察を十分に行い→観察 十分（23対訳） 

Abnormal thyroid function may occur. Patients should be 

carefully monitored through thyroid function tests 

performed prior to, and during, administration of this drug. 

甲状腺機能異常があらわれることがあるので、本剤の投

与開始前及び投与期間中は甲状腺機能検査によって

患者を十分に経過観察する。 

 

異常が認められた場合（8対訳） 
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Shock or anaphylaxis may occur. Patients should be 

carefully monitored and if any abnormalities are observed, 

administration of this drug should be discontinued and 

appropriate measures should be taken. 

ショック又はアナフィラキシーがあらわれることがあるので、観

察を十分に行い、異常が認められた場合には本剤の投与

を中止し、適切な処置を行う《適切な対策をとる》。 

 

投与を中止する（53対訳） 

Treatment of Drug A overdosage consists of 

discontinuation of the medication together with institution 

of appropriate symptomatic and/or supportive therapy. 

薬剤A過量投与の治療には、本剤の投与を中止するとと

もに、適切な対症療法や支持療法を開始する。 

 

適切な処置（32対訳） 

Patients should be carefully monitored and if any 

abnormalities are observed, appropriate measure should 

be taken such as discontinuing administration of this drug. 

患者の観察を十分に行い、異常が認められた場合には本

剤の投与を中止するなど適切な処置を行う。 

 

重大な副作用（4対訳） 

No significant side effects or abnormalities in laboratory 

results were noted. 

重大な副作用又は臨床検査結果の異常は認められなか

った。 

 

初期症状（4対訳） 

Prednisone 60 mg may be required to control initial 

symptoms. 

初期症状のコントロールにはプレドニゾン60mgが必要にな

るかもしれない。 

 

QT間隔延長（32対訳） 

Female gender is recognized to be a predisposing factor 

for drug-induced QT interval prolongation. 

女性という性は、薬剤性のQT間隔延長の素因と認識さ

れている。 

 

認知障害（7対訳） 

cognitive, autonomic, sleep, and psychiatric disturbances 認知障害、自律神経障害、睡眠障害、精神障害 

 

認知障害→認知機能障害（38対訳） 

Because studies show that lupus patients possess 

anti-NMDAR antibodies in their serum and cerebrospinal 

fluid, we decided to investigate whether these human 

antibodies contribute to cognitive dysfunction. 

ループス患者は血清中及び脳脊髄液中に抗NMDAR

抗体を保有していることが研究で示されているため、

我々はこれらのヒト抗体が認知機能障害に寄与してい

るかどうかを検討することとした。 

 

間質性肺疾患（10対訳） イ
ー
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Individual cases of interstitial lung disorders of unknown 

causal relationship to Drug A have been reported. 

薬剤Aとの因果関係は不明であるが、間質性肺疾患の症

例が報告されている。 
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