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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。 

 

［2倍に］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 2 倍に 

  
  英  文 和  文 

In the second study the level of dietary fiber was doubled. 第 2 の試験では食物線維の量を 2 倍にした 

Among these patients, intensive treatment nearly doubles the 

risk of severe hypoglycemia. 

これらの患者では、強化療法により重度低血糖のリスクがほぼ 2

倍になる 

Sleep duration was increased by a factor of about 2 following 

doses of Drug A and Drug B. 

睡眠時間は薬剤 A 及び薬剤 B の投与後に約 2 倍に延長した 

He predicts the total market will double in the next few years 

to about $3 billion in sales. 

彼は、今後数年間で市場規模は 2倍になり、売上げは約 30億ド

ルになると予想している 

Drug A has been shown to be tolerated at 1000 mg, twice the 

dose planned for the phase II studies. 

薬剤Aは、これらの第 II相試験で計画されている投与量の 2倍に

あたる 1000mg で忍容性が示されている 

In the population > 65 years, there is a one and a half to 

two-fold increase in mean Cmax and AUC for Drug A. 

65 歳を超える集団では、薬剤 A の平均 Cmax 及び AUC が 1.5

倍ないし 2 倍に上昇する 

Concomitant administration of fluconazole at 200 mg QD 

resulted in a two-fold increase in Drug A plasma 

concentration. 

フルコナゾールを 200mgの 1日 1回で併用投与した結果、薬剤 A

の血漿中濃度が 2 倍に上昇した 

There is a report that, when cyclosporine and diclofenac were 

used concomitantly, the AUC of diclofenac roughly doubled. 

シクロスポリンとジクロフェナクを併用するとジクロフェナクの AUCがほ

ぼ 2 倍になったとの報告がある 

When Drug A is administered as a single dose in renally 

impaired patients, the elimination half-life of Drug A is 

prolonged by up to 10 hours, with a two-fold increase in AUC. 

薬剤 A を腎機能障害患者に単回投与すると、薬剤 A の消失半

減期は最大 10 時間延長し、AUC は 2 倍に増加する 

The introduction of regimens that sequentially add irinotecan, 

oxaliplatin, and bevacizumab to fluorouracil-based treatment 

has doubled the median survival time of patients with 

metastatic colorectal cancer from 10 to 20 months. 

フルオロウラシルを中心とした治療にイリノテカン、オキサリプラチン、

ベバシズマブを順次追加するレジメンの導入により、転移性結腸

直腸癌の患者の生存期間中央値が 10 ヵ月から 20 ヵ月と 2 倍に

なった 

 

「英訳トレーニングモード」に切り替えて、実際に英訳しましょう♪ 

 

医学翻訳の友 
 

翻訳トレーニングモード 

イートモ ６.１ 英訳のトレーニングをしましょう 

  
  原  文 左の原文を枠内に英訳して下さい 

第 2 の試験では食物線維の量を 2 倍にした In the second  
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これらの患者では、強化療法により重度低血糖のリスクがほぼ 2 倍に

なる 

Among these patients,  

睡眠時間は薬剤 A 及び薬剤 B の投与後に約 2 倍に延長した Sleep duration was  

彼は、今後数年間で市場規模は 2 倍になり、売上げは約 30 億ドル

になると予想している 

He predicts the  

薬剤 A は、これらの第 II 相試験で計画されている投与量の 2 倍にあ

たる 1000mg で忍容性が示されている 

Drug A has  

65歳を超える集団では、薬剤 Aの平均 Cmax及び AUC が 1.5 倍な

いし 2 倍に上昇する 

In the population  

フルコナゾールを 200mg の 1 日 1 回で併用投与した結果、薬剤 A の

血漿中濃度が 2 倍に上昇した 

Concomitant administration of  

シクロスポリンとジクロフェナクを併用するとジクロフェナクの AUCがほぼ 2

倍になったとの報告がある 

There is a  

薬剤Aを腎機能障害患者に単回投与すると、薬剤Aの消失半減期

は最大 10 時間延長し、AUC は 2 倍に増加する 

When Drug A  

フルオロウラシルを中心とした治療にイリノテカン、オキサリプラチン、ベバ

シズマブを順次追加するレジメンの導入により、転移性結腸直腸癌の

患者の生存期間中央値が 10 ヵ月から 20 ヵ月と 2 倍になった 

The introduction of  

 


