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【注意】イートモ対訳は見直し中です（修正および差し替え）。次期バージョン（イートモ 6.2）では対訳

が変わります。 

 

［安全性解析対象集団］をイートモ検索した結果です。5件のうち最初の 5件を提示します。 

医学翻訳の友 検索語 1 頁 [計：5 件] 

イートモ ６.１ 安全性解析対象集団 

  
  英  文 和  文 

Adverse events were observed in all of the 50 patients in the 

safety population. 

有害事象は、安全性解析対象集団の患者 50 例の全例に認め

られた 

All of the 30 treated subjects were included in the safety and 

PK analysis sets. 

投与を受けたこれら 30 例のすべてが安全性解析対象集団及び

PK 解析対象集団とされた 

The safety analysis set consisted of 30 subjects who received 

at least 1 dose of Drug A. 

安全性解析対象集団は薬剤Aの投与を1回以上受けた被験者

30 例で構成した 

The safety analysis set comprised all patients who received at 

least one dose of Drug A. 

安全性解析対象集団は薬剤 A の投与を 1 回以上受けたすべて

の患者で構成した 

The safety analysis population is defined as all patients who 

received at least one dose of the study drug. 

安全性解析対象集団は治験薬の投与を 1 回以上受けたすべて

の患者と定義する 

 

［安全性解析］をイートモ検索した結果です。16件のうち最初の 10件を提示します。 

医学翻訳の友 検索語 1 頁 [計：16 件] 

イートモ ６.１ 安全性解析 

  
  英  文 和  文 

All safety analyses were performed for the Intent-to-Treat 

Population. 

すべての安全性解析は Intent-to-Treat 集団《ITT 集団》を対象

とした 

The adverse events experienced by the safety population 

were not age-dependent. 

安全性解析集団にみられたこれらの有害事象に年齢依存性はな

かった 

Adverse events were observed in all of the 50 patients in the 

safety population. 

有害事象は、安全性解析対象集団の患者 50 例の全例に認め

られた 

All of the 30 treated subjects were included in the safety and 

PK analysis sets. 

投与を受けたこれら 30 例のすべてが安全性解析対象集団及び

PK 解析対象集団とされた 

Six-hundred subjects were treated and included in the safety 

analysis for Study A. 

600例の被験者が投与を受け、試験Aの安全性解析の対象とな

った 

All subjects who received a dose of study drug were included 

in the safety analysis. 

治験薬が投与されたすべての被験者を安全性解析の対象とした 

The safety analysis set consisted of 30 subjects who received 

at least 1 dose of Drug A. 

安全性解析対象集団は薬剤Aの投与を1回以上受けた被験者

30 例で構成した 

The safety analysis set comprised all patients who received at 

least one dose of Drug A. 

安全性解析対象集団は薬剤 A の投与を 1 回以上受けたすべて

の患者で構成した 
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A comprehensive safety analysis can be found in the 

Integrated Summary of Safety document. 

総合安全性解析は安全性概要書に記載されている 

A total of 300 Drug A-refractory subjects from Studies A and 

B were included in this safety analysis. 

試験 A及び試験 Bで合計 300例の薬剤 A無効例をこの安全性

解析の対象とした 

 


