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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。 

 

［治療期］をイートモ検索した結果です。24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：24 件] 

イートモ ６.１ 治療期 

  
  英  文 和  文 

Health-related QOL showed no impairment during therapy. 治療期間中、健康関連 QOL に低下はなかった 

Patients are awake and responsive during the entire 

treatment. 

治療期間全体を通じて患者は覚醒しており《意識があり》、応答

できる 

A mild and transient edema was observed early during the 

course of treatment. 

軽度かつ一過性の浮腫が治療期間の初期に認められた 

Any smoking during the first two weeks of treatment often 

leads to complete relapse. 

治療期間の最初の 2 週間に喫煙してしまうと完全に元に戻ってし

まうことが多い 

The elevated rates of falls persisted through the first 100 days 

of therapy and beyond. 

転倒率の上昇は、治療期間の最初の 100 日及びそれ以降も持

続した《治療開始から 100 日間以上にわたって持続した》 

We ascertained the number of falls during therapy and during a 

similar follow-up period for nonusers. 

我々は、治療期間中の転倒回数を確かめ、さらに非使用者につ

いても同等の追跡調査期間における転倒回数を確かめた 

Lab tests to monitor liver function are recommended during 

the first six months of therapy with Drug A. 

薬剤Aによる治療期間の最初の 6ヵ月間は臨床検査で肝機能を

経過観察することが推奨される 

Patients should be cautioned to report lightheadedness 

especially during the first few days of therapy. 

患者には、特に治療期間の最初の数日間に起こる意識もうろう

《頭部ふらふら感》を報告するように注意喚起する 

Patients on Drug A therapy typically experience a relief of 

symptoms for the first 3 years of treatment. 

薬剤 A 治療中の患者は、一般に治療期間の最初の 3 年間に症

状の軽快を示す 

Initial severity of disability, age, and duration of therapy best 

predicted outcome after rehabilitation. 

身体障害の初期の重症度、年齢、治療期間がリハビリ後の転帰

を予測する因子として最も優れていた 

 

［治療期］を［投与期］と読み替えて、イートモ検索した結果です。277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：277 件] 

イートモ ６.１ 投与期 

  
  英  文 和  文 

The median duration of treatment was 10 months. 投与期間の中央値は 10 ヵ月間であった 

The run-in period precedes the treatment period. 観察期間の後に投与期間が続く 

… during the second and third months of therapy. 投与期間の 2 ヵ月目及び 3 ヵ月目に、～ 

The duration of treatment was to be 50 to 80 weeks. 投与期間は 50～80 週間とした 

This double-blind treatment phase will last 6 weeks. この二重盲検投与期は 6 週間続く 
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During Drug A treatment, iron deficiency may develop. 薬剤 A の投与期間中、鉄欠乏症が起こることがある 

Two animals/sex/group entered the treatment-free period. 各群の雌雄各 2 匹を非投与期間に組み入れた 

No washout period separated Treatment B and Treatment C. 投与期 B と投与期 C を休薬期間で分断することはしなかった《休

薬期間を入れなかった》 

One hundred patients went on to the active-treatment phase. 患者 100 例は実薬投与期に進んだ 

a female subject who becomes pregnant during study drug 

dosing 

治験薬の投与期間中に妊娠した女性被験者 

 


