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1. はじめに 

 
1-1. 本ガイドラインの目的 

 
本ガイドラインの目的は、英語版くすりのしおり®の基本的な考え方、作成時に配慮する事項等を示す

ことにより、英語版くすりのしおり®の統一性を図ることを目的とする。 

  

今後、より電子化が進み、患者さん向けの紙媒体として利用されるだけでなく、発信方法も 

多岐に渡ることが予想されるため、これまで以上に正確かつスムーズな情報提供が必要と 

なってくる。 

 

1-2 本ガイドラインの位置づけ 

 
本ガイドラインは、『くすりのしおり®作成基準』を補足し、実務に役立つツールとする。 

 

2. ガイドライン 

 
2-1. 基本方針 

 
・英語版くすりのしおり®は、『くすりのしおり®作成基準』に準拠し作成され、『くすりの適正使用 

協議会』内サイトに掲載された最新の日本語版くすりのしおり®の対訳とする。 

・日本語版くすりのしおり®同様、難しい用語や表現は避け、英語圏で一般的に使用される用語や表現

を使用するよう心掛ける。 

・読み手の視点に立ち、直訳にせず、外国人に日本語の意味が正しく伝わる表現や単語を 

用いるように心がける。 

・基本的な書式は『AMA MANUAL OF STYLE』を参考にし、原則『MedDRA』用語は使用しない。 

 

2-2. 基準 

 

・くすりのしおり®作成基準に準じた定型文を用いる。 

・各企業は、自社の過去の翻訳例を参考に、適した言い回し、用語の統一性を図ることは 

差支えない。 

・頻出する言い回しは統一性を図るようにする。 

・同一成分の医薬品（剤形・用量違い）は統一性を図るようにする。 

― 先発品 ： 同一治療領域・同一疾患において先行品を参考にする。 

― 後発品 ： 同一成分の先発品を参考にして、統一性を図る。 

ただし、過去の内容が現状のくすりのしおり®作成基準に則していない場合は、改訂時に最新 

の基準に則った記載に変更する。 

・A4 版 1 枚に収まることを目標として簡潔な英語にする。 
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2-3. 登録内容の注意事項 

 
Drug Information Sheet("Kusuri-no-Shiori") 

Internal 

Published: 07/2012 

The information on this sheet is based on approvals granted by the Japanese regulatory authority. Approval 
details may vary by country. Medicines have adverse reactions (risks) as well as efficacies (benefits). It is 
important to minimize adverse reactions and maximize efficacy. To obtain a better therapeutic response, 
patients should understand their medication and cooperate with the treatment. 
Brand name:AAA OD Tablets 10 

Active ingredient:Donepezil hydrochloride 

Dosage form:very pale yellow tablet, diameter : 7.0 mm, thickness : 2.6 mm 

Print on wrapping:KH313, 10mgOD, AAA 

 

 

＜商品名＞ 

日本語の製品名の英訳にする。製品名の構成は、添付文書の商標名＋剤形・用量・企業名（”企業名”半角ダブルクォーテ

ーションでくくる） 

＜レセプト電算コード、YJ コード、添付文書番号＞ 

該当コードを入力 

＜改訂日＞ 

掲載済もしくは確定した日本語版原稿と同じにする。（必要に応じてエラー回避） 

＜日本語版しおり ID＞ 

 元となる日本語版の ID を入力 

＜一般名＞ 

システムにて日本語版内容が自動転載 

＜剤形＞ 

文頭小文字 

直径φは「diameter」、垂線は「perpendicular」を用いる。サイズの記載は「:」で区切る。 

＜シート記載＞ 

日本語表記の部分はそのまま日本語を採用 

＜剤形写真＞ 

添付要（一時保存で確定） 

 

Effects of this medicine 
This medicine suppresses activities of dopamine in the stomach and duodenum to improve gastrointestinal motility, 

and acts on CTZ (chemoreceptor trigger zone) involved in causing nausea to suppress nausea. 
It is usually used to treat nausea, vomiting and loss of appetite in chronic gastritis and gastroptosis in adults, and to 

improve nausea caused by cold or periodic vomiting in children. 

 

＜作用と効果＞ 

薬は「medicine」を使用する。（drug は控える） 

書き出しの定型文として（1 行目）This medicine ～、（改行）It is usually used ～を加える。 
 

Before using this medicine, be sure to tell your doctor and pharmacist 
・If you have previously experienced any allergic reactions (itch, rash, etc.) to any medicines. 
If you have: gastrointestinal bleeding, mechanical ileus, gastrointestinal perforation, prolactinoma, liver disorder or 

renal disorder. 
If the patient is a child with dehydration or fever. 

・If you are pregnant, possibly pregnant or breastfeeding. 
・If you are taking any other medicinal products. (Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal  

 effects. Beware of over-the-counter medicines and dietary supplements as well as other prescription medicines.) 

 

＜投与注意事項＞ 

複数になる場合、改行（If you ～）で記載する。 

不必要な the や～の人の繰り返しを避ける。 
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Dosing schedule (How to take this medicine) 
・Your dosing schedule prescribed by your doctor is<<            to be written by a healthcare professional>>
・For adults: In general, take 10 mg of the active ingredient at a time, 3 times a day, before meal. If you also take 

levodopa product, take 5 to 10 mg of the active ingredient at a time, 3 times a day, before meal. The dosage may 

be adjusted according to the age or symptoms.  
For children: In general, take 1 to 2 mg of the active ingredient per kilogram of the body weight daily, in three 

divided doses, before meal. The dosage may be adjusted according to the age, body weight or symptoms. The 

maximum daily dose is 30 mg of the active ingredient. For children aged 6 years or over, the maximum daily dose is 

1 mg of the active ingredient per kilogram of the body weight. 
This preparation contains 10 mg of the active ingredient in a tablet. Strictly follow the instructions. 

・You may take this medicine with water as an ordinary tablet or with saliva after dissolving in your mouth. 
・If you miss a dose, skip the missed dose and follow your regular dosing schedule. You should never take two doses 

at one time. 
・If you accidentally take more than your prescribed dose, consult with your doctor or pharmacist. 
・Do not stop taking this medicine unless your doctor instructs you to do so. 

 

＜用法・用量＞ 

mg 等単位の前に半角スペースを入力する。 例）10 mg 

%の前には半角スペースは不要。   例） 5% 

()の前後は半角スペース入力 
不必要な「the」や「ｘｘの人」の繰り返しを避ける。 

「○ ～ ▲」は「○ to ▲」を使用する。 

「・（中黒）」は「/（半角スラッシュ）」に置き換える。 

1 回「once」、2 回「twice」、3 回以上は数字「3 times～」 

飲むもの・内服は「take」、外からのもの（点滴、自己注射、塗布など）「use」、（第三者が）飲ませる「give」 

もしくは、点滴は「administer」、注射は「inject」「administer」、貼付、塗る、点眼（点耳、点鼻）「apply」 

日本語表記しかない「外袋を読んでください」「ｘｘ吸入法」といったコメントは省略してもよい。 
 

Precautions while taking this medicine 
・This medicine may cause sleepiness and dizziness. Take care in driving a car or engaging in dangerous activities. 

 

 

 

Possible adverse reactions to this medicine 
The most commonly reported adverse reactions include diarrhea, constipation, heartburn, nausea, vomiting, 

lactation and gynecomastia in adults, and diarrhea, extrapyramidal disorder (muscle stiffness, tremor of limbs, etc.), 

sleepiness and rash in children. If any of these symptoms occur, consult with your doctor or pharmacist. 
The symptoms described below are rarely seen as initial symptoms of the adverse reactions indicated 
in brackets. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine and see your doctor 
immediately. 

・dizziness, dizziness on standing up, cold sweat, facial pallor [shock] 

・breathing difficulty, hives, swelling around eyes and mouth [anaphylactoid symptoms] 

・tremor of limbs, muscle stiffness, twist or cramp in neck, upward rotation of eyes [extrapyramidal symptoms] 

・decreased consciousness, sudden muscle contraction [disturbance of consciousness, convulsion] 

・general malaise, loss of appetite, yellowing in skin and white of eyes [liver dysfunction, jaundice] 
The above symptoms do not describe all the adverse reactions to this medicine. Consult you’re your 
doctor or pharmacist if you notice any symptoms of concern other than those listed above. 

 

＜主な副作用＞ 

症状の最後は「etc.」は使用せず「and」でつなぐ。 

 

＜初期症状と副作用＞ 

文頭小文字 
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Storage conditions and other information 
・Keep out of reach of children. Store away from direct sunlight, heat and moisture. 
・Discard the remainder. Do not store them. 

 

＜保管方法その他＞ 

注射剤はブランク 

日本語版が「湿気」「湿度」どちらの場合も「moisture」とする。 

劇薬のコメントの薬局は「pharmacy」「pharmacist」どちらでも良い。 

 

For healthcare professional use only      /    / 

 

For further information, talk to your doctor or pharmacist. 
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3. 【参考】　推奨文言集

項目 使用不可

商品名

剤形 ごくうすい very light slight

うすい/うす light

淡 pale

微黄色 faint yellow

帯 ●●ish

濃い deep dark

くすんだ smoky

紅白色 reddish white

微黄白色～淡黄色

無色透明 clear and colorless

無色澄明 limpid and colorless

透明 clear

不透明 opaque

半透明 translucent

白濁 white turbid

光沢のある glossy

乳白色 milky white

割線入り with split line scored

丸 round

楕円形 oval elliptical

長楕円形 oblong

五角形 pentagon-shaped

六角形 hexagon-shaped

蝶型 butterfly-shaped

花型 flower-shaped

紡錘型 spindle-shaped

カプセル剤 capsule

徐放性製剤 sustained release preparation

スパンスル型 spansule

日本語

faintly yellowish white to pale yellow

英語

形状

色の区分

剤形

吸入100回

［内科/麻酔科領域］ [Medical/Anesthesiology domain]

100 puffs / doses / inhalations

原則、『MedDRA』用語は使用せず、以下に挙げる英語圏で一般的に使用されている用語を推奨する。
適切な用語がない場合は、『副作用用語事典』・『MedDRA』を参考にする。
（本文言集は、適宜、追加・削除の見直しを行う。）
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項目 使用不可

吸入剤 inhalation

吸入用エアゾール剤 inhaled aerosol aerosol inhaler

カウンター付吸入型
エアゾール剤

吸入液剤 inhalation solution

inhaled dry powder dry powder inhaler

dry powder for inhaler

軟膏剤 ointment

口腔用軟膏剤 oral ointment

クリーム剤 cream

ローション剤 lotion

貼付（プラスター）剤 plaster

テープ剤 tape

パップ剤 pap

パッチ剤 patch

バイアルに入ってます in a vial

アンプルに入ってます in an ampule

注射器に入ってます。

剤形写真準備中

act on work on

show exhibit

demonstrate

proliferate grow

elevate increase

improve

stimulate

promote enhance

lower decrease

inhibit

block

suppress control

reduce alleviate

relieve ease

antihypertensive effect hypotensive action

due to caused by

剤形 剤形

作用・効果

～による

遮断する

作用する

示す

吸入粉末（散）剤

日本語 英語

aerosol inhaler with dose counter

抑える、抑制する

剤形見本
（jpg表示）

in an injector/a syringe

formulation photo in preparation

軽減する

降圧作用

増殖する

増やす、上げる

改善する

刺激する

促進する

低下させる、下げる

阻害する
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項目 使用不可

associated with accompanied with

bactericidal effect

日内変動 circadian change daily variations

2型糖尿病

aftereffects sequela

anesthetic
premedication

去痰 expectoration

排膿 discharge of pus

百日咳 whooping cough

猩紅熱 scarlet fever

げっぷ（ゲップ、あい気） belching

肩関節周囲炎 frozen shoulder

心気 health anxiety
hypochondriasi
s

緊張 tension

血中ｘｘ濃度が高い

血中ｘｘ濃度が低い

減塩療法中 on a regimen of low-salt diet

dose dosage

（right） after meals
（immediately） after
meals

right before/after
breakfast

immediately
before/after breakfast

before bedtime

right before/after
bedtime

immediately
before/after bedtime

用時 as needed

頓服・頓用 use as needed

administer

inject administer

take

apply

点眼する apply instill

貼付する（貼る） apply

塗布する（塗る） apply

作用・効果

用法・用量

日本語

投与注意
事項

点鼻する、点耳する

殺菌的に抗菌作用を示す

～に伴う

就寝直前/直後

朝食直前/直後

就寝前

内服する

注射する

後遺症

麻酔前投薬 preanesthetic madication

a high blood level of XX

a low blood level of XX 

英語

type 2 diabetes mellitus

服薬量

食（直）後

点滴する
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項目 使用不可

塗擦する（擦り込む） gently rub

塗布後、良く擦り込む apply & gently rub

吸入する inhale

［第三者が］飲ませる（服用させる） give

1包 1 packet

packet

keep all appointments/laboratory test schedules.

●● or over but under ○○ 

一回 大投与量 The maximum single dose is

一日 大投与量 The maximum daily dose is

大投与期間 The maximum duration of medication

投与回数 dose frequency

増量・減量 The dosage will be increased/decreased to

体重1kgあたり per kilogram of the body weight

半錠、1/2錠 take 1/2 to 1 tablet

必要に応じ as necessary if necessary

適量 appropriate amount of

十分量 sufficient amount of

まで増量されます。 The dosage may be increased up to

力価 ●● mg (titer) of the active ingredient

静注 inject intravenously

皮下注 inject subcutaneously

点滴静注 inject by intravenous infusion

用法・用量

治療を受ける疾患や年齢・症状により適
宜増減されます。

●●以上○○未満

consult with the doctor for the treatment
duration

次の服用時間までX時間以上あけるよう
にしてください。

正確にスポイトで量を測って飲んで下さ
い。

具体的な使用期間については担当の医
師にお聞きください。

Measure the dose accurately with a dropper
before taking this medicine.

wait at least X hours to take the next dose.

The dosage may be adjusted according to the
disease, age or symptoms.

日本語 英語

Ask the doctor about the treatment span.

This medicine may be self-injected only if you
have received proper training at a medical
facility and your doctor has judged you are
capable of it.

分包

治療期間については医師に尋ねる

指示された検査日は守る

自己注射トレーニングを受けた方への注
意喚起
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項目 使用不可

いずれの場合も、 In any case,

口腔内
崩壊錠

錠剤は噛んだり、砕いた
りせずに飲み下してくださ
い。

寝たままの状態で、水な
しでは飲まないでくださ
い。

口の中で速やかに溶けま
すので、水なしでも服用で
きます。水なしで服用する
場合には、溶けた後で、
唾液で飲み込んでくださ
い。

舌で軽くつぶし、唾液の
みで飲むことができます。

点眼薬
１回１滴を１日２回点眼し
ます。

点眼前に石けんで手をき
れいに洗い、容器の先端
が直接目にふれないよう
に点眼してください。

下まぶたを下にひき、容
器の先がまぶたの縁やま
つげに触れないように点
眼します。

点眼後はしばらく目を閉
じ、まばたきをしないでく
ださい。

飲み忘れた場合は、気が付いた時にで
きるだけ早く飲んでください。

飲み忘れた場合は、その回は飛ばして、
次の服薬予定に従ってください。

本剤は1錠中に主成分●●mgを含有し
ます。

服用して就寝後、起床して活動するまで
十分な時間がない場合や、睡眠途中に
一時的に起床して仕事などを行う可能性
がある場合は、健忘があらわれることが
あるので、この薬を飲まないでください。

用法・用量

日本語

apply 1 drop at a time, twice a day.

Before using, wash your hands with soap and
water. Apply the medicine so the tip of eye
dropper do not touch the surface of your eye.

After applying, close your eyes and do not blink
for a while.

Do not take the tablet without water when you
are lying down.

This preparation contains ●● mg of the
active ingredient in a tablet.

Swallow the tablet without chewing or crushing.

Since this medicine dissolves quickly in the
mouth, you may crush it the tablet by your
tongue. You can take it without water.

Crush it lightly with the tongue and swallow the
tablet with saliva.

Pull down your lower eyelid so that the dropper
tip does not touch eye or eyelashes and apply
the medicine.

If you  miss a dose, take the missed dose as
soon as possible.

If you miss a dose, skip the missed dose and
follow your regular dosing schedule.

英語

Taking this medicine and having short sleep-
time but need to be active after waking up, or
need to wake up temporarily for work reasons,
amnesia may occur. Do not take this medicine
in these cases.

点滴を受けている間は安静にする。 Lie/sit quietly during administration.
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項目 使用不可

用法・用量 点眼薬 あふれた液はガーゼや
ティッシュなどでふき取っ
てください。

他の点眼剤も使う場合
は、5分間以上間隔をあ
けてください。

ソフトコンタクトレンズ装着
時の点眼は避けてくださ
い。

吸入剤 症状により適宜高用量
（200エリプタ）製剤に切り
替えられることがありま
す。

口腔カンジダ症や声のか
すれなどの予防のため、
吸入後にうがいをしてくだ
さい（うがいが困難な場合
は口をすすいでくださ
い）。

使用説明書に書かれてい
る「XXXの吸入法」をよく
読んで使用してください。

軟膏剤、
クリーム剤等

「点眼用ではない」、「眼
科に使用しない」、「眼に
入れない」等の文言

not for ophthalmic

目には使用しないでくださ
い。

Do not apply the medicine to your eyes.

使用後はキャップをしっか
り締めて保管してくださ
い。

Tighten the cap after use.

水分や汗をよくふいてか
ら貼ってください。

Wipe off moisture or sweat before applying.

皮膚に傷や病気などがあ
る場所は避けてください。

Avoid applying to areas with wound or disease.

また、テープを貼りかえる
時は、前回貼った場所は
避けてください。

自己注射剤 在宅自己注射を行う場
合、使用方法及び安全な
廃棄方法について医師の
指導を受けてください。

Read the instruction for users "XXXの吸入法"
thoroughly before using the medicine.

Avoid applying the new patch to the same
places as the last one.

Avoid applying the medicine when you are
wearing soft contact lens.

日本語 英語

When self-injecting at home, receive
instruction from your doctor about how to use
and discard this medicine safely.

Wipe off any excess liquid with a clean gauze
or tissue.

If you need to use other eye drops at the same
time, wait more than 5 minutes.

This medicine can/may be replaced with a
high-dose formulation (200 Ellipta) depending
on the symptoms.

To prevent oral candidiasis and/or hoarse
voice, gargle the throat after inhaling. (If
gargling is difficult, rinse out your mouth.)
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項目 使用不可

用法・用量 自己注射剤
適切な在宅自己注射教
育を受けた患者さんまた
は家族の方は、自己注射
ができます。使用する前
に、本剤の「在宅自己注
射説明書」と添付の「取扱
説明書」を必ず読んでくだ
さい。

使用者（患者）が希望した
場合には、本人が一定の
基準を満たしていることを
担当の医師が確認した後
自己投与（自己注射）を行
うことができます。

注射部位はでん部、腹
部、大腿部（太もも）また
は上腕部（二の腕）です。
同じ部位の中で注射する
場合は、毎回注射する場
所を変えてください。（前
回の注射部位から少なく
とも3cm離れた部位に）
発赤、湿疹、損傷のある
部位には注射しないでく
ださい。

感染症の原因となるおそ
れがあるので、本剤を複
数の患者間で使用しない
でください。

初期症状・
副作用

全身状態 体（全身）がだるい
全身倦怠感

general malaise (general dullness)

だるい、倦怠感 dull malaise

疲労感 fatigue

脱力感 lassitude

体（全身）のむくみ general edema

むくみ、浮腫 edema

腫れ、腫脹 swelling

潮紅、紅潮 flush

全身潮紅、全身紅潮 generalized flushing

ほてり hot flush glow

発熱 fever pyrexia

じんましん hives urticaria

身体や精神の一部が正
常に機能しない

impairment

機能不全 malfunction

起毛/立毛/鳥肌 goose bumps piloerection

英語

You may self-inject this medicine (self
injection), only if you wants to and the doctor
has confirmed that you meet certain criteria
for the self-injection.

Inject this medicine into the buttocks,
abdomen, thighs, or upper arms.
Be sure to choose a different injection site
each time if you use the same area of your
body. (Inject at least 3 cm apart from the
previous injected site).
Avoid injecting into the site with redness,
eczema and wound.

Do not share this medicine between patients,
as it may cause infection.

日本語

You may self-inject this medicine if you or
your family receive appropriate instructions for
self-injection at home.
Be sure to read the “Instructions for Self-
Injection at Home” for this medicine and the
attached “Instruction Manual” before self-
injecting at home.
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項目 使用不可

全身状態 寒気（悪寒） chills

頭重（感） dull headache

眠気 drowsiness sleepiness

不眠症 insomnia sleeplessness

突発的睡眠 sudden onset of sleep

（激しい）頭痛 (severe) headache

前兆もなく突然眠る

現実には存在しないもの
が見えたり聞こえたりする

気分が憂うつでやる気が
しない

考えがまとまらない impaired mind

根拠のない（主観的な）思
い込み

意識がぼんやりして睡眠
に近い状態

意識がぼんやりする absent-mindedness

意識障害

意識消失、意識がなくなる loss of consciousness

意識低下、意識が薄れる

意識がもうろうとする semi-consciousness stupor

意識が乱れる、混乱する confused consciousness

たちくらみ dizziness on standing up

ふらつき light headedness

めまい dizziness

ふるえ shivering

ぼんやり、頭が混乱、
取り乱す

disoriented

悪夢 nightmare

朦朧状態 semi-consciousness

頭の中がボーっとする hazy feeling in the head

錯感覚 paraesthesia

出血 bleeding

吐血（血を吐く） vomiting of blood blood vomit

喀血 hemoptysis

精神・神経

英語日本語

脳神経

decreased consciousness

depressed mood and decreased motivation

初期症状・
副作用

state close to sleep with impaired
conscisousness

unfounded (subjective) assumption

出血傾向

consciousness disorder

sudden onset of sleep without a warning sign

seeing thing or hearing sound that does not
really exist

12



項目 使用不可

下血 melena

血性～ bloody ～

出血傾向（出血しやすい） bleeding tendency

血が止まりにくい prolonged bleeding

皮下出血 subcutaneous bleeding

粘膜下出血 submucosal bleeding

歯茎の出血（歯肉出血） gum bleeding

鼻血、鼻出血 nose bleeding nasal bleeding

心機能不全 cardiac function failure

心機能障害 cardiac dysfunction

心不全 heart or cardiac failure

胸の痛み、胸痛 chest pain

胸の不快感 chest discomfort

胸苦しさ、胸が苦しい、
胸内苦悶

chest distress

胸部圧迫感、
（胸の）圧迫感

pressure in chest

胸部絞扼感、狭窄感 chest tightness

脈がおかしい abnormal pulse

血圧の（著しい）上昇 (significant) elevation of blood pressure

息切れ shortness of breath

息苦しい breathing difficulty

呼吸困難 respiratory distress

息をする時にヒューヒュー
音がする

whistling breath

呼吸が速くなる rapid breathing

息がぜいぜいする wheezing

過呼吸 hyperventilation hyperpnea

胸が締め付けられる
 （またはその感じ）

chest constriction

喀痰 phlegm sputum

痰がからむ sticky phlegm

口内乾燥、口渇 dry mouth

のどの渇き thirst

鼻汁（鼻） nasal discharge running nose

口腔・
耳鼻咽喉

呼吸器系

日本語 英語

出血傾向初期症状・
副作用

循環器系
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項目 使用不可

鼻閉（鼻づまり） nasal congestion stuffed nose

鼻咽頭炎 nasopharyngitis

しゃっくり hiccup

咽頭痛 sore throat pharyngalgia

のどの痛み sore throat pharyngalgia

腹痛 abdominal pain stomach ache

胃痛 gastric pain

胃癌 stomach cancer gastric cancer

上腹部痛 upper abdominal pain 

下腹部痛 lower abdominal pain 

吐き気（嘔気、悪心） nausea

下血 melena

残便感

正常便 normal stool

泥状便 muddy stool

液状便 liquidy stool

水様便 watery stool

軟便 loose stool

（激しい）下痢 (severe) diarrhea

血便（便に血が混じる） bloody stool

食欲不振 loss of appetite anorexia

空腹感 a sense of hunger

消化不良 indigestion

胃部不快感 gastric distress

腹部不快感 stomach discomfort

嚥下痛 pain on swallowing

右季肋部の圧迫感

肝不全 liver failure

肝機能障害 liver dysfunction

肝障害 liver disorder

（急性）腎不全 (acute) renal failure

腎機能障害 renal dysfunction kidney dysfunction

腎障害 renal disorder

尿量低下/減少 decreased urine output

消化器系

日本語

a sense of incomplete evacuation

pressured feeling in the right hypochon drium

英語

口腔・
耳鼻咽喉

初期症状・
副作用

泌尿器系
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項目 使用不可

血尿 bloody urine

蛋白尿 proteinuria

膿尿      　　　　      pyrourine

残尿感 feeling of residual urine

濃尿 dark urine

多尿 excessive urination polyuria

多飲 excessive fluid intake

無尿 anuria

乏尿 hypouresis oliguria

頻(回)尿

褐色尿 brown urine

尿混濁 cloudy urine

尿閉 urinary retention

尿失禁 urinary incontinence

排尿困難 urination difficulty

見えにくい focus disorder

視力低下 reduced visual acuity

目がかすむ（霧視） foggy vision

目がぼやける blurred vision

視野が欠けている、
視野欠損

視野狭窄

聴力 聴力低下 decreased hearing

難聴 impaired hearing

四肢、手足 (four) limbs extremities

上肢、腕 upper limbs/arms

下肢、脚 lower limbs/legs

手足の痺れ・麻痺 numbness/paralysis of limbs

手足の力が入らない weakness of limbs

力が入らない weakness

筋力低下 muscle weakness

手 hand

足 foot

下肢の痛み pain of lower limbs/legs

frequent urination/micturition

視力

筋骨格

日本語 英語

defect in the visual field

narrowing of visual field

泌尿器系初期症状・
副作用
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項目 使用不可

筋骨格 下肢のむくみ

筋肉の痛み muscle pain

筋肉のこわばり muscle stiffness

筋肉の強直（硬直） muscle rigidity

blister bulla

vesicle

青あざ bruise

爪の障害 nail disorder

皮膚や白目が黄色くなる yellow discoloration
yellowing of the skin
and the white of eyes

itch itching

itchiness

全身のかゆみ generalized itching

かゆみの・・・ itching sensation

搔痒（そう痒） pruritus

搔痒症（そう痒症） pruritus

搔痒感（そう痒感） itching sensation

皮膚がむける skin peel

味覚異常 taste abnormality

嗅覚異常 olfactory abnormality

臭覚 sense of smell

産婦人科
希発月経
（月経周期が39日以上）

頻発月経
（月経周期が24日以内）

月経過多 hypermenorrhea

過少月経 hypomenorrhea

月経困難症
子宮内膜症による月経
困難症

異常性器出血

不正性器出血

血小板減少 decreased platelets

血小板数減少

血小板減少症 thrombocytopenia

日本語

かゆみ

水ぶくれ、水疱

感覚器

その他

edema of lower limbs/legs初期症状・
副作用

abnormal genital bleeding

atypical genital bleeding

decreased platelets count

過敏症・皮膚

dysmenorrhea
dysmenorrhea associated with endometriosis

infrequent menstruation (menstrual cycle
longer than 38 days)

frequent menstruation (menstrual cycle shorter
than 24 days)

英語
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項目 使用不可

fetus

teratogenesis

deformed fetus

挙児 to have a child

Do not ～

Avoid ～ing

refrain from ～ing

on rare occasions

生活上の
注意

胎児

催奇形性

日本語

Avoid performing dangerous operations such as
driving a car, operating machinery or working at
heights.

Maintain your oral hygeine while taking this
medicine.

drink plenty of water水分を多く飲んで下さい

高所や車の運転など気を付ける

胎児に奇形を生じること

グレープフルーツジュースと同時に飲む
と薬の作用が強くなる恐れがありますの
で、一緒には飲まないでください。

アルコール（飲酒）は薬の作用を強める
ことがありますので、注意してください。

服用中に眠気/めまいを起こすことがあ
るので、自動車の運転など危険を伴う機
械の操作は行わないでください。

腎機能障害のある方は、特に意識障害
などがあらわれやすいので、医師から控
えるように指示されている場合には危険
を伴う機械の操作を避けてください。

社会的に不利な結果を招くにもかかわら
ず持続的にギャンブルを繰り返したり、
病的に性欲が亢進する,（衝動買い、
過食）などが報告されているので、このよ
うな症状があらわれた場合には医師に
相談してください。

水分制限

セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ
ワート）を含む食品などは、薬の作用に
影響を与える可能性がありますので、摂
らないでください。

セイヨウオトギリソウを含む食品は（薬の
血中濃度を下げ）、薬の作用を弱めるこ
とがありますので、これら食品は摂らな
いでください。

まれに

pay attention/ pay close attention/ pay extra
attention

Avoid taking any food containing St. John's
wort (a kind of herb) with the medicine,
because the effect of the medicine may be
affected.

Avoid taking any food containing St. John's
wort, since it may (decrease the blood level of
the medicine and) diminish medicinal effects.

restricted intake of water

This medicine may cause sleepiness/dizziness.
Avoid operating dangerous machinery, such as
driving a car.

Patients with renal dysfunction are more
susceptible to consciousness disorder, so
avoid operating dangerous machinery if
instructed to do so by your doctor.

Repetitive and continuous gambling despite the
resulting social disadvantage, a pathological
increase in sexual desire, and (compulsive
shopping and overeating) have been reported.
If any of these symptoms occur, consult with
your doctor.

Avoid taking grapefruit juice with this medicine,
since it may intensify the therapeutic effects
of this medicine.

Pay attention that alcohol (drinking) may
intensify medicinal or medical effects.

～しないでください。

～避けてください。

注意/十分注意/特に注意する

～控えてください。

英語

口中の清潔を保つ
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項目 使用不可

保存方法
その他

遮光袋

To avoid improper use(misuse) and quality
loss(change),  do not transfer this solution to
any other bottle or container.

Do not put any other solution in this bottle.

使用期限の3ヶ月以内であれば、25℃以
下で光を避けて保管することも出来ま
す。

使用済みの注射針やシリンジを再使用
しないでください。

使用済みの全器具（針およびカートリッ
ジ）は、医療機関の指示どおりに廃棄し
てください。

使用開始後は、25℃以下で光を避けて
保管し、28日以内に使用してください。

B型慢性肝炎、B型肝硬変の症状は、な
かなか自分では気付かないため、定期
的に受診することが大切です。

花粉症の場合は、花粉が飛ぶ季節が終
わるまで毎日服用を続けることが大切で
す。

容器に他のものを入れて使用しないでく
ださい。

他の容器に入れ替えないでください（誤
用の原因になったり、品質が変わりま
す）。

使用前は、凍結を避け、2～8℃で光を避
けて保管してください。

Before use, store at 2 to 8 degrees Celsius,
away from light and avoid freezing.

Store below 25 degrees Celsius, away from
light if it is within 3 months before the
expiration date.

Do not reuse syringe needles or syringes.

Discard all used injection devices (syringe
needles and cartridges) as directed by the
medical institution.

Once the medication has been started, store
below 25 degrees Celsius, away from light and
use within 28 days.

遮光して（遮光した袋に）保管してください
Store in a light shielding condition (in a shaded
bag).

日本語 英語

Strictly follow the instructions on
dietary/exercise therapy.

Carry a card stating that you are a patient with
diabetes mellitus.

For treatment of pollinosis, you need to take
the medicine every day until the pollen season
ends.

It is important that you receive medical
examination on a regular basis because
symptoms of chronic hepatitis B and hepatic
cirrhosis B are extremely difficult to detect on
your own.

添付の投薬袋

shading bag

accompanying bag

糖尿病患者であることを記したカードを
身につけておいてください。

指示された食事療法や運動療法をきち
んと守ってください。
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