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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。 

 

［事前検査］をイートモ検索した結果です。1件のうち最初の 1件を提示します。 

医学翻訳の友 検索語 1 頁 [計：1 件] 

イートモ ６.１ 事前検査 

  
  英  文 和  文 

Subjects who exhibit any of the following conditions on 

prestudy examination will not be eligible for admission into the 

study. 

試験前検査《事前検査》で以下の病状のいずれかを示した被験

者は試験参加不適格とする 

 

［事前検査］を［事前 preliminary］と読み替え、イートモ検索した結果です。4 件のうち最初の 4 件を

提示します。 

医学翻訳の友 検索語 1 頁 [計：4 件] 

イートモ ６.１ 事前 preliminary 

  
  英  文 和  文 

This department also undertakes preliminary reviews for 

applications for verification of drugs for gene therapy. 

この部署は遺伝子治療用医薬品の確認申請の事前審査も行っ

ている 

We are conducting two phase I studies in Japanese 

populations according to the official consultation held on 

January 1, 2015 (pre-phase I consultation) and the preliminary 

meeting held on March 1, 2015. 

我々は、2015 年 1 月 1 日に行われた対面相談（医薬品第Ⅰ相

試験開始前相談）及び 2015年 3月 1日に行われた事前面談を

踏まえて、日本人集団を対象とした 2つの第 I相試験を行っている

ところである 

A phase II clinical study in chemotherapy-naive patients and a 

phase II clinical study in docetaxel-containing 

chemotherapy-experienced patients are under planning 

according to results of the preliminary consultation held on 

December 1, 2017. 

2017年 12月 1日に行われた事前相談の結果を踏まえ、化学療

法未治療の患者を対象とした第 II 相臨床試験及びドセタキセル

を含む化学療法既治療の患者を対象とした第 II 相臨床試験が

計画中である 

An official consultation (pre-phase I study consultation) and a 

preliminary consultation with the regulatory authority have 

been conducted to ask "appropriateness of the clinical 

development plan and the proposed data package for Disease 

A" and "validity of the proposed phase I and II study plans." 

「疾患 A を対象とした臨床開発計画及び申請データパッケージの

適切性」並びに「申請対象となる第 I 相試験及び第 II 相試験の

計画の妥当性」について、規制当局と対面相談（医薬品第 I 相

試験開始前相談）及び事前相談を実施した 

 

［事前検査］を［事前 prior］と読み替え、イートモ検索した結果です。25 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：25 件] 

イートモ ６.１ 事前 prior 
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英  文 和  文 

Pass the suspension through a 250 micron sieve prior to use. この懸濁液を使用前に《事前に》250 ミクロンの篩に通す 

Prior consultation is also available to assure smooth interview 

advice. 

対面助言を円滑に進めるための事前相談を受けることもできる 

Consent must be obtained prior to any change in medical 

therapy or procedures. 

治療法又は治療手順を変更する際、事前に同意を得ることとす

る 

If needed, this period can be prolonged with prior written 

approval of the sponsor. 

治験依頼者からの書面による事前の承認があれば、必要に応じ

て、この期間を延長することができる 

The written information must not be changed without prior 

discussion with the sponsor. 

この説明文書は治験依頼者との事前の協議なく変更してはなら

ない 

We had no prior hypothesis for this finding; therefore, it needs 

to be examined in other studies. 

この所見については事前に仮説を設定していなかったため、別の試

験で検証する必要がある 

If needed for logistical reasons, this period can be prolonged 

with prior written approval of the sponsor. 

ロジスティック上の理由により必要な場合、この期間は治験依頼

者から事前の書面による承認があれば延長することができる 

In Japan, such research must undergo strict prior review by 

the regulatory authority before it can proceed. 

日本では、そうした研究は実行の前に規制当局による厳格な事

前審査を受けなければならない 

When prior consent of the subject is not possible, and the 

subject's legally acceptable representative is not available, 

….  

被験者から事前の同意を得ることができず、被験者の法定代理

人がいない場合には、～ 

Prophylactic granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) 

may not be used unless prior approval is obtained from the 

sponsor. 

顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF）については、治験依頼者から

事前に《あらかじめ》承認が得られていなければ予防的使用を禁

止する 

 

 


