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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。 

 

［曝露 exposure of］をイートモ検索した結果です。207件のうち最初の数件を提示します。 

 

医学翻訳の友 
 

検索語 1 頁 [計：207 件] 

イートモ ６.１ 曝露 exposure of 

  
  英  文 和  文 

There was no effect of the gender on the exposure to the dose. 曝露量に対する性別の影響はなかった 

These toxicities typically occur at exaggerations of the exposure. これらの毒性は一般に曝露量が過剰になった場合に発現す

る 

Clusters of cases in family members may be caused by common 

exposures. 

家族内の集団発生は共通の曝露に起因すると考えられる 

The systemic exposure after topical application of Drug A is 

negligible. 

薬剤 A の局所投与後の全身曝露量は無視できる程度であ

る 

Exposure to Metabolite A was 30% lower than that of Drug A in both 

genders. 

”exposure to 薬剤等” 

代謝物 A の曝露量は、雌雄とも薬剤 A より 30％低値であっ

た 

No testicular toxicity was observed in dogs at an exposure of 10.0 

µg∙h/mL. 

10.0µg・h/mL の曝露量においてイヌに精巣毒性は認められ

なかった 

However, no sign of irritancy was noted the first 10 days of 

continuous exposure. 

しかし、連続曝露の最初の 10 日間に刺激性の徴候は認め

られなかった 

Exposure of neonatal/juvenile mice occurred starting postpartum 

day 7 through 42. 

”exposure of ヒト等” 

マウス新生児又は幼若マウスに対する曝露は生後 7 日目に

始まり、生後 42 日目まで続いた 

The X-ray films had been taken many years after the date of 

exposure to asbestos dust. 

”exposure to 薬剤等” 

これらの X 線写真はアスベストに対する曝露日よりも何年も

後に撮影されていた 

Exposure to antidepressants is associated with an increased risk of 

falls and fractures 

”exposure to 薬剤等” 

抗うつ薬に対する曝露量に相関して転倒及び骨折のリスク

が高くなる 

In both cases, no local toxicity was observed upon exposure of 

muscle tissue to Drug A. 

”exposure of ヒト等 to 薬剤等” 

両方のケースとも、筋肉組織が薬剤 A に曝露しても局所毒

性は認められなかった 
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These pharmacokinetic studies were conducted to assess the 

systemic exposure of Drug A. 

”exposure of 薬剤等” 

これらの薬物動態試験は薬剤 A の全身曝露を判定するた

めに実施された 

Drug A inhibits the recruitment of specific T-cells to local sites of 

antigen exposure. 

” 薬剤等 exposure” 

薬剤 A は抗原曝露部位へ特異的 T 細胞が動員されるのを

阻害する 

The exposure to Drug A was increased by 3-drug combination of 

Drug A, Drug B, and Drug C. 

”exposure to 薬剤等” 

薬剤 A の曝露量は、薬剤 A、薬剤 B、薬剤 C の 3 剤併用

により上昇した 

Mesotheliomas of the pleura and less often the peritoneum may 

follow exposure to asbestos. 

”exposure to 薬剤等” 

アスベストに曝露すると、胸膜の中皮腫、さらに頻度は低い

が腹膜の中皮腫が起こることがある 

Gestational exposure to organic solvents may increase the risk of 

adverse effects in women. 

”ヒト等 exposure to 薬剤等” 

妊娠中に有機溶媒に曝露すると、女性に有害な影響が出

るリスクが高まることがある 

The fetus exposure to Drug A at 3 hours post-dose was about 

10-15% of the systemic exposure. 

”ヒト等 exposure to 薬剤等” 

投与3時間後における薬剤A胎児曝露量は全身曝露量の

約 10～15％であった 

 


