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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。 

 

［臨床検査］をイートモ検索した結果です。190件がヒットしました。 

 

医学翻訳の友 
 

検索語 1 頁 [計：190 件] 

イートモ ６.１ 臨床検査 

  
  英  文 和  文 

Effects on Laboratory Tests 臨床検査に対する影響 

baseline laboratory abnormalities ベースラインにおける臨床検査値異常 

Complete if Lab Code Not Available. 臨床検査機関コードがない場合に記入してください 

symptoms and laboratory test abnormalities 症状及び臨床検査値異常 

Other laboratory results were unremarkable. 他の臨床検査結果に特記されるものはなかった 

subjects with the following laboratory values 以下の臨床検査値を示す被験者 

the Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) 臨床検査改善修正法案（クリア） 

abnormal laboratory tests (blood in the urine or stool) 臨床検査値異常（血尿又は血便） 

These are described in the Laboratory Tests section below. これらについては以下の「臨床検査」の項に記載する 

Laboratory data will be summarized by presenting scatter 

plots. 

臨床検査データは散布図として概要を示す 

On admission, the following laboratory values were reported: 

… 

入院時、以下の臨床検査値が報告された 

Laboratory data were examined for clinically significant trends. 臨床検査データを臨床的に問題となる傾向の有無について調べ

た 

Each study site will be provided with kits for laboratory tests. 各治験実施医療機関には臨床検査用キットが提供される 

Epidemiologic investigations and laboratory tests suggest that 

…. 

疫学調査及び臨床検査から～であることが示唆される 

Therefore, these laboratory parameters should be monitored 

closely. 

したがって、これらの臨床検査パラメータは慎重に経過観察する 

There are no known interactions between Drug A and 

laboratory tests. 

薬剤 A と臨床検査値の間に既知の相互作用はない 

Clinical Laboratory Technicians and Health Laboratory 

Technicians Law 

臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律 

・Effects on laboratory tests 

・Overdosage 

・Precaution concerning use 

・臨床検査に及ぼす影響 

・過量投与 

・適用上の注意 

Physical and laboratory evaluations were performed at the 

second visit. 

理学的検査及び臨床検査は 2 回目来院時に行った 

 

ヒット件数が多いので、実際の医薬系文書では「臨床検査が行われる」や「臨床検査が行われた」といった
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表現が多く使われることに基づき、［臨床検査 行］の組み合わせで検索してみます。「臨床検査」の前後が

どのように英文で表現されるかを調べることにします。 

※は個々の英文についてのコメントや気付きです。 

 

［臨床検査 行］をイートモ検索した結果です。23件を示します。 

医学翻訳の友 検索語 1 頁 [計：23 件] 

イートモ ６.１ 臨床検査 行 

  
  英  文 和  文 

Physical and laboratory evaluations were performed at the 

second visit. 

※laboratory evaluation も使える。動詞は

performed。conductが使えるかどうかも後に検

索する。 

理学的検査及び臨床検査は 2 回目来院時に行った 

Two subjects were lost to follow-up and did not have 

end-of-study laboratory tests. 

※subjects が主語で、have laboratory tests

が述語となる表現 

2 例が追跡不能となり、試験終了時の臨床検査が行われなかっ

た 

The results of laboratory tests performed at that time and 

subsequently are shown in Table 1. 

※「臨床検査の結果」の英文表現 

その当時及びその後に行われた臨床検査の結果を表 1 に示す 

The utility of periodic laboratory monitoring has not been 

demonstrated, nor has it been adequately assessed. 

※一定の期間にわたるニュアンスでは

laboratory monitoring が使える 

定期的に臨床検査を行うことの有用性は示されておらず、適切に

評価もされていない 

We will implement safety measures for subjects, including 

appropriate medication counseling and frequent laboratory 

tests. 

我々は、適切な服薬指導や頻繁の臨床検査など、被験者のた

めに安全対策を実行する予定である 

Physical examinations, vital sign measurements, ECGs, and 

laboratory tests will be performed at selected times pre- and 

post-dose. 

理学的検査、バイタルサイン測定、心電図、臨床検査は投与前

及び投与後の所定の時点に行う 
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※動詞は performed。conducted よりも多いの

か 

Laboratory tests performed on Jan. 1, 2015 revealed a 

potassium of 4.5 meq/L, creatinine of 2.3 mg/dL, and troponin 

I of 0.04 ng/mL. 

※Laboratory tests が主語となった英文表

現。述語は revealed。 

2015年 1月 1日に行った臨床検査では、カリウム 4.5meq/L、クレ

アチニン 2.3mg/dL、トロポニン I 0.04ng/mL であった 

Any subject who experienced Grade 3 or 4 thrombocytopenia 

will be required to undergo repeat laboratory assessment until 

resolution. 

※subject が主語で、undergo laboratory 

assessment が述語となる表現。 

グレード 3 又は 4 の血小板減少症を示した被験者については、回

復するまで臨床検査を繰り返し行う必要がある 

Additional laboratory tests performed only at prestudy 

screening included blood tests for HIV antibody, HBsAg, and 

hepatitis C antibody. 

試験前のスクリーニング時にのみ行われた追加の臨床検査は、

HIV 抗体、HBsAg、C 型肝炎抗体に関する血液検査であった 

At minimum, physical examination, laboratory tests, and 

review of adverse events and concomitant medications will be 

done at every visit. 

最低でも各来院時には理学的検査、臨床検査、有害事象及び

併用薬の調査を行う 

The assessment of safety will be based primarily on the 

frequency of adverse events, serious adverse events, and 

laboratory abnormalities. 

安全性の評価は、主として有害事象、重篤な有害事象、臨床検

査値異常の発現頻度に基づき行う計画である 

In the Phase IIb clinical studies conducted to date, laboratory 

changes were monitored with special attention to male 

reproductive function. 

これまでに行われた第 IIb相臨床試験では、男性生殖機能に特に

注目して臨床検査値の変化を経過観察した 

The assessment of safety will be based mainly on the 

frequency of adverse events and the number of laboratory 

values that fall outside of normal ranges. 

安全性の評価は、主として有害事象の発現頻度及び正常範囲

から逸脱した臨床検査値の件数に基づき行う計画である 

Laboratory tests were performed at screening, immediately 

before administration of Drug A and Drug B on Days 1 and 10, 

respectively, and at study completion. 

臨床検査は、スクリーニング時、1 日目及び 10 日目のそれぞれ薬

剤 A 及び薬剤 B の投与直前、試験完了時に行われた 

Patients who discontinue study drug treatment for a 

study-related adverse event or an abnormal laboratory value 

must be followed up as described in Section 1. 

試験に関連する有害事象又は臨床検査値異常のために治験薬

が投与中止となった患者については、第 1 項に記載されるように追

跡調査を行うこととする 
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We obtained a baseline medical history and electrocardiogram 

and performed a physical examination and laboratory testing 

prior to administration of the study drug. 

我々は、ベースライン時に問診及び心電図検査を行うとともに、治

験薬の投与前に理学的検査及び臨床検査を行った 

The assessment of safety will be based mainly on the 

frequency of adverse events and the number of post-baseline 

laboratory values that fall outside of pre-determined ranges. 

安全性の評価は、主として有害事象の発現頻度及び事前に設

定した範囲から逸脱したベースライン以降の臨床検査値の件数に

基づき行う計画である 

 


