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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。 

 

［満たす］をイートモ検索した結果です。17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：17 件] 

イートモ ６.１ 満たす 

  
  英  文 和  文 

innovative products including new drugs that meet certain 

requirements 

ある一定の要件を満たす新薬などの革新的な製品 

There is great potential for Drug A as a product that satisfies 

patients' unmet needs. 

薬剤 A には患者のアンメットニーズを満たす製品になる可能性が

十分にある 

Improvements are needed in hospital diets to meet dietary 

guidelines for health promotion. 

健康増進のための食事ガイドラインを満たすには病院食の改善が

必要である 

The device fulfills a need in clinical settings where small 

amounts of sperm need to be sorted. 

このデバイスは少数の精子を分類する必要がある医療現場のニー

ズを満たすものである 

Drug A provides adequate preservation to meet USP 

requirements in the absence of a preservative agent. 

薬剤 A は、保存料の非存在下でも、USP《米国薬局方》の要件

を満たす十分な保存性を示す 

Conclusive identification of a causative agent must meet all 

criteria in the so-called "Koch's postulate." 

病原体と確定するにはいわゆる「コッホ仮説」のすべての基準を満

たす必要がある 

The Australian Dietary Guidelines recommends eating a 

variety of foods every day to meet nutritional needs. 

オーストラリアの食事ガイドラインは、栄養ニーズを満たすために毎

日様々な食物を摂取するように推奨している 

Study A may serve as a confirmatory study to fulfill the 

applicant's obligations under the accelerated approval 

regulations. 

迅速承認の規定の下、試験Aは申請者の義務を満たすための検

証的試験としての役割を果たすと考えられる 

Is this sample size adequate to meet the FDA's expectation 

on the size of the safety database needed for registration of 

Drug A? 

このサンプルサイズは、薬剤Aの承認に必要な安全性データベース

の規模に対する FDA の期待を満たすのに十分ですか 

If clinical studies meet certain requirements, data prepared by 

persons other than the applicant can be accepted as approval 

application data. 

臨床試験が一定の要件を満たすのであれば、申請者以外の者に

よって作成されたデータは承認申請資料として受け入れられる 

 

［満たす］を［基準 適合］と読み替え、イートモ検索した結果です。81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：81 件] 

イートモ ６.１ 基準 適合 

  
  英  文 和  文 

All acceptance criteria were met. すべての受け入れ基準に適合した 

Patients must meet all inclusion and exclusion criteria. すべての選択基準及び除外基準に適合している患者であることと
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する 

Ten patients did not fulfill all the eligibility criteria. すべての適格基準に適合しなかった患者は 10 例であった 

Consultations on compliance with drug reliability standards 医薬品信頼性基準適合性相談 

Drugs which do not meet the standards are reviewed 

individually. 

この基準に適合しない医薬品は個別に審査される 

If ALL CRITERIA are satisfied, select “Yes”, Otherwise, 

select “No”. 

すべての基準に適合する場合は「はい」、そうでなければ「いいえ」を

選択すること 

We screened 1000 patients, of whom 400 did not meet the 

inclusion criteria. 

我々は患者 1000例をスクリーニングしたが、そのうち 400例は選択

基準に適合しなかった 

A patient who met all of the following criteria was eligible for 

the study: …. 

以下の基準のすべてに適合した患者を本試験の適格例とした 

The proportion of patients who satisfied the criteria increased 

dose-dependently. 

この基準に適合した患者の割合は用量依存的に上昇した 

All six patients initially had clinical signs that fit the criteria for 

Disease A. 

当初、6 例すべての患者が疾患 A の基準に適合する臨床徴候を

示した 

 


