
1 

【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。 

 

［同意取得］をイートモ検索した結果です。10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：10 件] 

イートモ ６.１ 同意取得 

  
  英  文 和  文 

explanatory materials and consent form used for obtaining 

informed consent 

同意取得に用いられる説明文書及び同意書 

The process of obtaining informed consent should be 

documented in the source documents. 

同意取得の経緯は原資料に記載することとする 

Patients were randomized to receive Drug A or placebo after 

informed consent was obtained. 

同意取得後、患者を薬剤 A 投与又はプラセボ投与にランダムに

割り付けた 

After informed consent is obtained, the subject must have the 

following procedures performed within 5 days. 

同意取得後、5 日以内に当該被験者は以下の処置を受けること

とする 

Either the investigator or subinvestigator will fill in the 

necessary items in the "enrollment form" after obtaining the 

informed consent. 

同意取得後、治験責任医師又は治験分担医師が「登録用紙」

の必要項目に記入する 

If the subject is unable to read the informed consent form, an 

impartial witness should be present during the entire informed 

consent discussion. 

被験者に同意書を読む能力がない場合には、同意取得のための

説明を通じて公正な立会人が同席する 

Patients, ≧ 20 years of age, will be enrolled into the study 

after giving informed consent and, provided all 

inclusion/exclusion criteria are met, will be randomized on Day 

1. 

20 歳以上の患者は、同意が得られた後《同意取得後》、試験に

組み入まれ、すべての選択基準・除外基準に適合している場合、

1 日目にランダム化される 

In addition, the patient must be thoroughly informed about all 

aspects of the study including the study visit schedule and 

required evaluations and all regulatory requirements for 

informed consent. 

また、当患者に対しては、来院スケジュール及び必要とされる診察

などの本試験に関するあらゆる側面並びに同意取得に関するすべ

ての規制要件を十分に説明することとする 

The investigator should allow time necessary for the subject 

to inquire about the details of the study, then the informed 

consent form must be signed and dated by the subject and the 

person who conducted the informed consent discussion. 

治験責任医師は被験者に対して試験の詳細について問い合わせ

るのに必要な時間を与え、次に、被験者及び同意取得のための

説明を行った者が同意書に署名し、日付を記入する 
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An adverse event that requires inpatient hospitalization or 

prolongation of existing hospitalization, unless hospitalization 

is for: 

- routine treatment or monitoring of the studied indication, 

not associated with any deterioration in condition 

- elective or pre-planned treatment for a pre-existing 

condition that is unrelated to the indication under study and 

has not worsened since signing the informed consent 

- treatment on an emergency outpatient basis for an event 

not fulfilling any of the definitions of an SAE given above and 

not resulting in hospital admission 

- social reasons and respite care in the absence of any 

deterioration in the patient’s general condition 

入院又は入院期間の延長が必要となる有害事象。ただし、次の

場合の入院を除く。 

・検討対象の適応症に対する通常の治療又は経過観察のための

入院であって、状態の悪化を伴わない場合 

・検討対象の適応症には無関係の既存の疾患に対する待機的

治療又は事前に計画されていた治療のための入院であって、同意

取得以降に悪化していない場合 

・上述の SAE の定義のいずれにも該当しない事象に対する救急

外来での治療であって、入院に至らない場合 

・患者の全身状態の悪化を伴わない、社会的事由及び介護者

の一時休息《レスパイトケア》のための入院である場合 

 


