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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。 

 

［の頻度で］をイートモ検索した結果です。11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：11 件] 

イートモ ６.１ の頻度で 

  
  英  文 和  文 

Subjects performed two fingersticks per hour for blood 

glucose measurements. 

被験者は血糖値測定のために 1時間に 2回の頻度でフィンガース

ティック《穿刺採血》を行った 

The complete blood count must be repeated twice weekly 

until resolution to either grade 1 or baseline. 

グレード 1 又はベースライン値に回復するまで全血球計算《CBC》

を週 2 回の頻度で繰り返す 

In the maintenance phase, examinations including visual acuity 

should be monitored on a monthly basis. 

維持期には、1 ヵ月に 1 回の頻度で視力等の検査を行う 

Bacterial conjunctivitis occurs with similar frequencies in all 

races, in both genders, and across all age groups. 

細菌性結膜炎は、すべての人種、男女、すべての年齢群において

同等の頻度で起こる 

Primary tumors that occurred with an incidence of at least 5% 

in at least one animal group are presented in Appendix 1. 

いずれかの動物群において 5％以上の頻度で起こった原発性腫

瘍を付録 1 に示す 

Aside from dry mouth, all the other side effects were seen 

with a similar frequency in the treatment and placebo groups. 

口渇を除いて、その他の副作用はいずれも投与群及びプラセボ群

に同等の頻度でみられた 

If the administration of Drug A is interrupted due to 

unacceptable toxicities, see Section 1 for the required 

frequency of evaluations. 

容認できない毒性のために薬剤 A の投与を中断した場合には、

第 1 項に示すように、規定の頻度で評価を行うこと 

Within each of the study populations, the majority of adverse 

events occurred with comparable frequency in Drug A- and 

Drug B-treated subjects. 

これらの試験集団のそれぞれにおいて、有害事象の大半は薬剤 A

投与被験者及び薬剤 B 投与被験者の両方で同等の頻度で起

こった 

If a patient is discontinued before the end of cycle 1 and at 

the time of discontinuation the platelet count is ≧ grade 2, 

then the complete blood count must be repeated twice weekly 

until resolution to either grade 1 or baseline. 

サイクル 1 の終了前に中止となった患者で、中止時の血小板数が

グレード 2 以上の場合には、グレード 1 又はベースライン値に回復

するまで全血球計算を週 2 回の頻度で繰り返し行うこととする 

We administered Drug A intravenously at a dose of 10 mg per 

kilogram of body weight every 2 or 3 weeks in patients with 

advanced melanoma, both those who had received prior 

treatment with the immune checkpoint inhibitor Drug B and 

those who had not. 

我々は、進行メラノーマの患者（免疫チェックポイント阻害薬である

薬剤 Bが以前に投与された患者と投与されなかった患者の両方）

に対して、薬剤 A を 10mg/kg 体重の用量で 2 週間又は 3 週間

に 1 回の頻度で静脈内投与した 

 

［の頻度で］を［頻度で］と読み替え、イートモ検索した結果です。39件のうち最初の 10件を提示します。 
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Adverse events of Grade 3 or higher were more frequent with 

Drug A. 

グレード 3 以上の有害事象は薬剤 A でより高頻度であった 

Back pain occurred at a higher frequency in female than male 

patients. 

背痛は女性患者において男性患者よりも高い頻度で起こった 

Withdrawal due to adverse events was more frequent in the 

Drug A group. 

有害事象による中止は薬剤 A 群のほうが高頻度であった 

These events are expected to occur more frequently with 

higher Drug A doses. 

これらの事象は、薬剤 A の用量が大きいほど高い頻度で起こると

予想される 

Subjects performed two fingersticks per hour for blood 

glucose measurements. 

被験者は血糖値測定のために 1時間に 2回の頻度でフィンガース

ティック《穿刺採血》を行った 

The cleaning will be done as frequently as deemed necessary 

by the investigator. 

治験責任医師が必要と判断した頻度で、クリーニング《清掃》が行

われる 

This increase was associated with an increased incidence of 

urinary bladder calculi. 

この増加にともない膀胱結石が高い頻度で認められた《発現率が

上昇した》 

Adenocarcinoma has not been reported with increased 

frequency among HIV-infected patients. 

HIV 感染患者において腺癌が高い発現頻度で報告されていない 

Dose adjustment should not be made more frequently than 

once a month, unless clinically indicated. 

臨床的に必要でない限り、用量調節は 1 ヵ月間に 1 回を越える

頻度で行ってはならない 

Posterior cerebral artery stroke is less common than stroke 

involving the anterior cerebral artery. 

後大脳動脈の卒中は前大脳動脈に起こる卒中よりも少ない《低

頻度である》 

 

 


