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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。 

 

［継続している］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 継続している 

  
  英  文 和  文 

If the bone marrow has < 30% cellularity and there is 

continuing graft-vs.-host disease, …. 

骨髄の細胞充実性が 30％未満で、移植片対宿主病が継続して

いる場合には、～ 

In clinical studies, patients received Drug A for up to 10 

cycles, but patients who were still benefiting were allowed to 

continue for additional cycles. 

臨床試験では患者に対して薬剤 A を最高 10 サイクルまで投与し

たが、ベネフィットが継続している患者には、サイクルを追加して継

続できることとした 

The adjective "persistent" refers only to a condition of past 

and continuing disability with an uncertain future, whereas 

"permanent" implies irreversibility. 

「持続的な」という形容詞は過去の身体障害が継続しているが、

将来についてはわからない状態のみを指すのに対して、「永久的

な」は不可逆的であることを意味する 

There is some evidence that survival of people with type 1 

diabetes relative to the general population has improved since 

the 1940s and has continued to improve in recent years. 

一般集団と比較した 1型糖尿病患者の生存率は 1940年代から

改善しており、最近数年間も改善が継続していることが示されてい

る 

The follow-up information should describe whether the event 

has resolved or continues, if and how it was treated, whether 

the blind was broken or not, and whether the subject 

continued or withdrew from study participation. 

この追跡調査情報には、当該事象が回復したか、継続している

か、治療の有無及びその方法、開鍵の有無、当該被験者が試験

参加を続けているか、中止したかについて記載する 

 

［継続している］を［続いている］と読み替え、イートモ検索した結果です。21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：21 件] 

イートモ ６.１ 続いている 

  
  英  文 和  文 

Treated patients remain susceptible to relapse. 治療を受けた患者でも再発しやすい状態は続いている 

Patients may continue to improve while off Drug A. 薬剤 A の休薬期間中にも改善が続いている可能性がある 

The great import excess has continued for many years. こうした輸入超過は何年間も続いている 

The patient began to pass urine although she remained in 

renal failure. 

腎不全の状態が続いているが、当患者は排尿するようになった 

Whether thymectomy should be carried out in children is still a 

matter of debate. 

胸腺切除術を小児で実施すべきかどうかについてはまだ議論が続

いている 

In cases where epilepsy-like convulsive seizure is continued 

for a long time, …. 

てんかん様痙攣発作が長時間続いている場合には、～ 
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Postmenopausal women were defined as having had more than 

12 months of amenorrhea. 

閉経後女性は12ヵ月間を超える無月経が続いている状態と定義

した 

The largest number of cases has occurred in Vietnam, 

particularly during the third ongoing wave. 

最も多くの症例が起こっているのはベトナムで、特に現在も続いて

いる第 3 波において顕著である 

The Kaplan-Meier curves separate early and remain separated 

through the median follow-up time of 9 months. 

カプラン・マイヤー曲線は早くから分離し、9 ヵ月間の追跡調査期

間（中央値）を通じて分離した状態が続いている 

The patient remains free of abdominal pain six months after 

the diagnosis of Crohn's disease was established. 

クローン病の診断が確定してから 6 ヵ月後、当患者は腹痛がない

状態が続いている 

 


