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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。 

 

［作用 強める］をイートモ検索した結果です。2件のうち最初の 2件を提示します。 

医学翻訳の友 検索語 1 頁 [計：2 件] 

イートモ ６.１ 作用 強める 
  
  

英  文 和  文 

MAO inhibitors prolong and intensify the anticholinergic 

effects of antihistamines. 

MAO 阻害薬は抗ヒスタミン薬の抗コリン作用の持続時間を延長さ

せるとともに、作用を増強する《強める》 

When used in combination with fluorouracil, leucovorin can 

increase the severity of side effects of that drug. 

フルオロウラシルと併用投与すると、ロイコボリンはその副作用の重

症度を強める 

 

ヒットする対訳が少ないので、対訳を増やして、もう少し調査してみます。 

検索語を［作用 強める］から［作用 強］に変え、イートモ検索した結果です。147件のうち最初の 100

件を提示します。 

 

医学翻訳の友 
 

検索語 1 頁 [計：147 件] 

イートモ ６.１ 作用 強 
  
  

英  文 和  文 

Breast milk boosts infants' immune function. 母乳には乳幼児の免疫機能を高める働きがある《強化する作

用がある》 

Drug A was potent in depressing spontaneous activity. 薬剤 A は自発運動抑制作用が強かった《自発運動を強力に

抑制した》 

We were quite surprised at how strong the effect was. その作用の強さに非常に驚きました 

These agonists may be able to potentiate immune activation. これらのアゴニストには免疫活性化を増強する作用があると考

えられる 

This drug mainly acts by increasing the uveoscleral outflow. 本剤は主にぶどう膜強膜流出量を増やすことによって作用を

発揮する 

Drug A was a 4- to 5-fold more potent inhibitor of Enzyme A. 薬剤 A の酵素 A に対する阻害作用は 4～5 倍強かった 

However, drug interactions may result in increased toxicity. しかし、薬物相互作用が毒性の増強につながることがある 

Both Drug A and the opponent drug have a cardiotonic action. 薬剤 A 及び相手薬剤の両剤は強心作用を有する 

Additionally, Drug A has shown strong organ protective effects. さらに薬剤 A には強力な臓器保護作用が認められている 

Drug A was 4-fold more potent at inhibiting Enzyme A than Drug 

B. 

薬剤 A の酵素 A 阻害作用は薬剤 B よりも 4 倍強かった 

Metabolite A does not possess significant pharmacological 

activity. 

代謝物 A は強い薬理作用を有していない 

Suppressive effects on the central nervous system may be 

potentiated. 

中枢神経系に対する抑制作用が増強されることがある 
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Some medicines may interact to enhance or diminish medicinal 

effects. 

薬の中にはお互いに作用して治療効果を強めたり、弱めたりす

るものがあります 

Drug A had a marked antiemetic effect against morphine-induced 

emesis. 

薬剤 A はモルヒネ誘発嘔吐に対して強い制吐作用を示した 

Drug A has potent activity against both wild-type and 

XXX-resistant HBV. 

薬剤 A は野生型 HBV 及び XXX 耐性 HBV の両方に対して

強力な作用を示す 

Disrupting CTLA-4 interaction with its ligands augments immune 

responses. 

CTLA-4 とそのリガンドの相互作用を阻害すると免疫応答が

増強される 

Drug A is a more potent immunosuppressant than commonly used 

cyclosporine. 

薬剤 A は繁用されているシクロスポリンよりも免疫抑制作用が

強い《強力な免疫抑制剤である》 

This potent anti-allodynic effect occurred at doses that were not 

yet analgesic. 

この強力な抗アロディニア作用は鎮痛作用を示さない用量で

認められた 

Avoid drinking as the medicines may have strong effects when 

taken with alcohol. 

お酒と一緒に飲むと薬の作用が強く現れることがあるので、飲

酒は避けてください 

The action of Drug A may be enhanced in combination with the 

following drugs: …. 

薬剤 A の作用は以下の薬剤との併用により増強されることが

ある 

The antibody can augment autoimmune responses in mice prone 

to autoimmune disease. 

この抗体には自己免疫疾患を起こしやすいマウスにおいて自

己免疫応答を増強する作用がある 

Natural polypeptides may contribute to the reinforcing properties 

of opiate drugs. 

天然型の《生体内の》ポリペプチドがアヘン剤の強化作用に関

与していると考えられる 

The most potent antagonism was found at the M1 receptor with a 

KB value of 0.5 µM. 

最も強力な拮抗作用は M1 受容体でみられ、KB 値は 0.5µM

であった 

MAO inhibitors prolong and intensify the anticholinergic effects of 

antihistamines. 

MAO 阻害薬は抗ヒスタミン薬の抗コリン作用の持続時間を延

長させるとともに、作用を増強する《強める》 

Drug A has potent in vitro activity against a broad range of 

mycobacterial species. 

薬剤 A は広範囲なマイコバクテリア菌種に対して in vitro で強

力な作用を示す 

At doses higher than 1 µM, inhibition increased and was nearly 

complete at 100 μM. 

1µM よりも高い用量では阻害作用が増強し、100μM では完

全に近い阻害が認められた《阻害率が 100％に近かった》 

5α-reductase enhances androgen action in some tissues that 

are targets of androgen. 

5αレダクターゼは、アンドロゲンの標的となる一部の組織にお

いてアンドロゲンの作用を増強する 

Another and potentially even more powerful statin is due to come 

on market next year. 

より作用の強い別のスタチン系薬剤が来年市販《販売》される

予定である 

Excretion may be delayed, possibly resulting in a strong 

manifestation of the effect. 

排泄が遅延し、作用が強くあらわれるおそれがある 

The resulting molecule has been found to have potent human TNF  

neutralising properties. 

その結果得られる分子は強力なヒト TNF 中和作用を有するこ

とが確認されている 

IL-27 strongly synergizes with IL-12 to trigger IFN-γ production 

of naïve CD4+ T cells. 

IL-27 は IL-12 と強く相乗作用し、ナイーブ CD4+ T 細胞の

IFN-γ産生を惹起する 

Male rats are more sensitive to the antinociceptive effects of 

morphine than female rats. 

モルヒネの抗侵害受容作用に対する感受性は雄ラットのほうが

雌ラットよりも強い 
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In both types of cells, Drug A was a far more potent inhibitor of 

both isozymes than Drug B. 

どちらの種類の細胞でも、両アイソザイムに対する阻害作用は

薬剤 A のほうが薬剤 B よりもはるかに強かった 

Drug A is a synthetic, nonfluorinated corticosteroid with potent 

anti-inflammatory activity. 

薬剤 A はフッ素を含まない合成副腎皮質ステロイドで、強力

な抗炎症作用を有する 

The magnitude of the respiratory depressive activity started to 

decline from Day 10 onwards. 

呼吸抑制作用の強さは 10 日目以降に減弱しはじめた 

Drug A is a potent, orally bioavailable BCR-ABL1 inhibitor with a 

novel mechanism of action. 

薬剤 A は、新規の作用機序を有し、経口投与で作用を発揮

する強力な BCR-ABL1 阻害薬である 

The simultaneous administration of these two free radicals may 

have synergistic toxic effects. 

これら 2 つのフリーラジカルを同時投与すると相乗的に毒性作

用が強まる可能性がある 

Drug A has potent, selective, and specific antiviral activity against 

hepatitis B virus (HBV). 

薬剤AはB型肝炎ウイルス（HBV）に対して強力で、選択的か

つ特異的な抗ウイルス作用を示す 

All of these metabolites possess retinoid activity that is more 

than that of the unchanged drug. 

これらの代謝物のすべてがレチノイド作用を有しており、その作

用は未変化体よりも強い 

Drug A had an antitussive potency 7-fold stronger than the 

standard reference codeine phosphate. 

薬剤Aの鎮咳作用は標準品であるリン酸コデインよりも7倍強

かった 

These drugs do indeed have powerful actions in the periphery via 

specific receptors at that site. 

実際、これらの薬剤は、末梢において当該部位の特異的受

容体を介して強力な作用を示す 

The methoxy moiety confers increased bactericidal activity 

against S. aureus and Escherichia coli. 

このメトキシ部分が黄色ブドウ球菌及び大腸菌に対する強い

殺菌作用を与えている 

Drug A potently antagonizes the centrally-mediated 

pharmacological effects of various benzodiazepines. 

薬剤 A は、中枢神経系を介する様々なベンゾジアゼピン系薬

剤の薬理作用に対して強力に拮抗する 

Potent natriuretic and diuretic actions of Drug A have been 

demonstrated in rabbits, dogs, and humans. 

ウサギ、イヌ、ヒトにおいて薬剤 A の強力なナトリウム利尿作用

及び利尿作用が確認されている 

Drug A acts specifically and reversibly on lymphocytes and 

exhibits a potent immunosuppressive action. 

薬剤 A はリンパ球に対して特異的かつ可逆的に作用し、強力

な免疫抑制作用を示す 

Drug A is a potent dual activator of both PPAR-α and PPAR-

γ and has weaker activity against PPAR-δ. 

薬剤A はPPAR-α及びPPAR-γの両方の強力なデュアルア

クティベーターであるが、PPAR-δに対する作用は比較的弱い 

Drug A (previously referred to as XXX) is a potent, orally active 

and highly selective DPP-4 inhibitor. 

薬剤A（旧名 XXX）は、経口投与で強力な作用を示す、選択

性の高い DPP-4 阻害薬である 

The marked plaque reduction has been primarily attributed to the 

strong antimicrobial action of Drug A. 

この著しいプラークの減少は主に薬剤 A の強力な抗菌作用に

よるものである 

Our research group has shown that allium derivatives from garlic 

have a strong antiproliferative effect. 

我々の研究グループはニンニク由来のアリウム誘導体に強力な

増殖抑制作用があることを明らかにした 

Clearly, drugs with such profound effects should be proven safe 

before they are approved for general use. 

このような強い作用を持つ薬剤については、当然ながら一般使

用が承認される前に安全であることが立証《証明》されなくては

ならない 

Agents that have greater antiviral potency, such as Drug A, would 

be expected to provide greater benefit. 

薬剤 A のようにより強い抗ウイルス作用を有する薬剤には、より

大きなベネフィットが期待できる 

The pharmacodynamic effect of Drug A was dose-related with 薬剤 A の薬力学的作用には、鎮痛作用の強度と持続時間
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regard to intensity and duration of analgesia. の点で用量関連性があった 

We found these opioid drugs to be powerfully anti-inflammatory, 

reducing disease severity by as much as 80%. 

これらのオピオイト薬には強力な抗炎症作用があり、疾患重

症度を 80％も低下させた 

Drug A is a nucleoside analog with potent and selective activity 

against hepatitis B virus (HBV) polymerase. 

薬剤 A は、B 型肝炎ウイルス(HBV)ポリメラーゼに対して強力

かつ選択的に作用する核酸アナログである 

This substance is capable of generating highly damaging hydroxyl 

radicals and nitration of tyrosine residues. 

本物質には障害性の強いヒドロキシルラジカルを生成する作

用がある 

In rat models of experimental epilepsy, Drug A is a potent 

anticonvulsant devoid of neurobehavioral toxicity. 

実験的てんかんのラットモデルにおいて、薬剤 A は強力な抗痙

攣作用を示すが、神経行動学的毒性はない 

Drug A was more extensively taken up by tissues than Drug B in 

agreement with its stronger in vitro activity. 

薬剤 A は組織による取り込みが薬剤 B よりも大きく、このこと

は in vitro で薬剤 A の作用のほうが強いことと一致していた 

This strongly suggests that resistance to the action of insulin 

contributes to the impaired glucose tolerance. 

このことから、インスリン作用に対する抵抗性がこの耐糖能障

害に寄与していることが強く示唆される 

When used in combination with fluorouracil, leucovorin can 

increase the severity of side effects of that drug. 

フルオロウラシルと併用投与すると、ロイコボリンはその副作用の

重症度を強める 

The ability of opioids to act at multiple sites in the inflammatory 

cascade may explain their powerful actions. 

オピオイドは炎症カスケードの多くの部位で作用することができ

ることから、その強力な作用が説明付けられるかもしれない 

Anti-thymocyte immunoglobulin preparations can serve as potent 

immunosuppressive agents via T cell destruction. 

抗胸腺細胞免疫グロブリン製剤は T 細胞の破壊を介して強

力な免疫抑制薬として作用する 

It is possible that the administration of dexamethasone as 

antiemetic prophylaxis may have enhanced this effect. 

嘔吐予防としてデキサメタゾンを投与したことがこの作用の増

強となった可能性がある 

In animal models of acute, chronic, inflammatory, and neuropathic 

pain, Drug A exerted potent analgesic effects. 

急性疼痛、慢性疼痛、炎症性疼痛、神経障害性疼痛の動

物モデルで薬剤 A は強力な鎮痛作用を発揮した 

The medical need in RA is for a potent anti-inflammatory agent 

with significant efficacy and manageable toxicity. 

RA においては、効果が高く、副作用が管理可能な強力な抗

炎症薬に対する医療ニーズがある《待望されている》 

Unlike the sulfonylureas, however, these drugs do not stimulate 

insulin secretion but instead enhance its action. 

しかし、スルホニルウレア剤とは異なり、これらの薬剤はインスリ

ン分泌を刺激しないが、代わりにその作用を増強する 

Alternate strategies to take advantage of the potent anti-diabetic 

activity of Compound A are being investigated. 

化合物 A の強力な抗糖尿病作用をうまく利用するための別の

方法について検討が行われているところである 

Drug A halts or prevents devastating vision loss from the most 

damaging form of age-related macular degeneration. 

薬剤 A には、最も障害性の強い疾患である加齢黄斑変性に

よる著しい視力喪失を阻止又は予防する作用がある 

When coadministered, both agents enhance cardiotonic action, 

but coadministration may make arrhythmia more likely. 

両剤を併用投与すると強心作用が増強するが、併用投与に

より不整脈が起こりやすくなるおそれもある《不整脈の発現を

助長する》 

Cholinesterase inhibitors may be expected to increase gastric 

acid secretion due to increased cholinergic activity. 

コリンエステラーゼ阻害薬はコリン作用の増強によって胃酸分

泌を促進すると予想される 

Studies in animals and humans indicate that the main mechanism 

of action is an increase in the uveoscleral outflow. 

動物及びヒトでの試験が示すように、主な作用機序はぶどう膜

強膜流出量の増加である 

Peripherally acting opioids may prove to be a potent new 

treatment for rheumatoid arthritis sufferers in the future. 

末梢で作用するオピオイドは、将来、関節リウマチ患者に対す

る新しい強力な治療法であることが証明されると考えられる 
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The toxic effects of Compound A and Compound B were 

significantly exacerbated by the presence of the other molecule. 

化合物 A 及び化合物 B の毒性作用は互いに存在することで

著しく増強された 

The fourth animal showed weak drug-seeking behavior, which 

indicates that Drug A has a very weak reinforcing effect. 

4 番目の動物は弱い薬物探索行動を示したことから、薬剤 A

には非常に弱い強化作用があることがわかる 

Drug-drug interactions occur when the uptake, efflux, or 

metabolism of a drug is impaired or enhanced by a second drug. 

薬物相互作用は、ある薬剤の取り込み、流出、代謝が別の

薬剤によって障害あるいは増強されたときに起こる 

Caution should be exercised if alcohol is taken in combination 

with Drug A, due to a possible additive sedative effect. 

薬剤 A とともに飲酒すると鎮静作用が増強することがあるので

注意が必要である 

In contrast to the minimal effects of carbachol, Compound A 

caused a dramatic increase in the toxicity due to Compound B. 

カルバコールの軽微な作用とは対照的に、化合物 A は化合物

B による毒性を劇的に強めた 

No synergistic toxic effects were noted when Drug A and 

methotrexate were combined up to 10.0 and 0.5 mg/kg, 

respectively. 

薬剤 A とメトトレキサートをそれぞれ 10.0mg/kg 及び 0.5mg/kg

を最高用量として併用投与したとき、毒性作用が相乗的に強

まることはなかった 

Copper could then catalyze a Haber-Weiss type of reaction to 

produce increased levels of highly damaging hydroxyl radicals. 

次に、銅は Haber-Weiss 型の反応を触媒し、損傷作用の強

いヒドロキシルラジカルのレベルを高める 

The underlying mechanisms for the observed enhanced antitumor 

effects of the combination therapies are not fully understood. 

これらの併用療法で認められた抗腫瘍作用の増強の根底に

ある機序は十分に理解されていない 

The present data are the first evidence that these antagonists 

exert a potentiating effect on cannabinoid-induced hypothermia. 

今回のデータは、これらの拮抗薬にカンナビノイド誘発低体温

を増強する作用があることを示した最初のエビデンスである 

Drug A has been used by the intra-arterial route in an attempt to 

produce intense local activity with reduced general toxicity. 

薬剤 A は、強い局所作用を得るとともに全身毒性を下げる目

的で動脈内投与で使用されている 

Disrupting CTLA-4 interaction with its ligands, B7-1 and B7-2 

expressed on antigen-presenting cells, augments immune 

responses. 

CTLA-4 とそのリガンド、すなわち抗原提示細胞に発現した

B7-1 及び B7-2 との相互作用を阻害すると、免疫応答が増

強される 

Drug A demonstrated robust antitumor activities, producing 1 log 

cell kill (LCK) or greater efficacy in 30 of 35 tumors tested. 

薬剤 A は強力な抗腫瘍作用を示し、検討した 35 腫瘍のうち

30 腫瘍で 1 log cell kill（LCK）以上の有効性を示した 

A recommendation that Drug A not be coadministered with strong 

inhibitors of CYP3A4 was added to the drug interactions section. 

薬剤 A は強力な CYP3A4 阻害薬と併用投与しないこととする

推奨事項を薬物相互作用の項に追加した 

Decreased metabolic function may increase the blood 

concentration of this drug, resulting in strong manifestation of the 

effect. 

代謝機能の低下により本剤の血中濃度が上昇し、作用が強

くあらわれるおそれがある 

Drug A and its pharmacologically active metabolite, Compound A, 

show potent anticonvulsant and anti-neuralgic activity in animals. 

薬剤 A 及びその薬理活性のある代謝物である化合物 A は、

動物において強力な抗痙攣作用及び抗神経痛作用を示す 

Our early studies implied that statins would enhance the effects 

of single-agent or combination chemotherapy, triggering 

apoptosis. 

我々の初期の試験では、スタチン系薬剤は単剤化学療法又

は併用化学療法の作用を増強し、アポトーシスを誘導すること

が示唆された 

Drug A was > 1000 fold more potent than either Drug B or Drug C 

in inhibiting HBV in a study using HBV DNA transfected liver cells. 

HBV DNA をトランスフェクトした肝細胞を用いた試験では、薬

剤 A は薬剤 B や薬剤 C よりも 1000 倍超の強力な HBV 阻

害作用を示した 

The greater inhibitory effect seen at a higher concentration of 薬剤 A の濃度が高いほど阻害作用が強かったが、これは
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Drug A may be attributable to the nonselective inhibition of 

CYP2C9. 

CYP2C9 の非選択的阻害に起因したものと考えられる 

Drug A is a potent, selective polo-like kinase 1 inhibitor with 

anti-proliferative activities in a broad range of cancer cell lines. 

薬剤 A はポロ様キナーゼ 1 を強力かつ選択的に阻害する薬剤

で、広範囲の癌細胞株にいたして増殖抑制作用を示す 

Supplementation with sulfhydryl groups increases the 

vasodilatory and antiaggregant effects of organic nitrates in vitro 

and in vivo. 

スルフヒドリル基を加えると、in vitro及び in vivoで有機硝酸塩

の血管拡張作用及び血小板凝集抑制作用が強まる 

A cardiac stimulant is a substance which acts as a stimulant of 

the heart, for example, via positive chronotropic or inotropic 

action. 

強心薬とは、例えば陽性変時作用や陽性変力作用を介し

て、心臓を刺激する物質である 

The potency of serotonin in contracting these tissues was 

greatest in the rat fundus followed by the rat uterus and 

guinea-pig trachea. 

これらの組織に対するセロトニンの収縮惹起作用を検討した

結果、ラット眼底で最も効力が強く、ラット子宮とモルモット気

管が続いた 

This may be a possible explanation for the increase in the 

antiaggregant effect of Compound A observed with the addition of 

Compound B. 

このことから、化合物 B を添加したときにみられる化合物 A の

抗凝集作用が増強する理由が説明可能である 

The higher potency of Drug A for Enzyme A in our studies may be 

due to differences in the expression systems used or 

preincubation times. 

今回の試験において薬剤 A は酵素 A に対して強く作用した

が、これは使用した発現系あるいはプレインキュベーション時間

の違いによるものと考えられる 

Since 2010, Company A has been forced to abandon the 

development of five drugs after finding serious side effects and 

other shortcomings. 

2010 年以来、会社 A は重篤な副作用やその他の欠点のため

に五つの医薬品の開発の中止を余儀なくされた《強いられた》 

Compound A augmented the hypothermia associated with a single 

dose of Compound B, thus confirming that XXX receptors 

mediated the synergy. 

化合物 A は化合物 B の単回投与による低体温を増強したこ

とから、この相乗作用には XXX 受容体が介在していることが確

認された 

Drug A was not genotoxic in the micronucleus test in male rats 

under conditions where the positive control exerted potent 

mutagenic effects. 

雄ラットを用いた小核試験では、陽性対照が強力な変異原

性作用を示す条件下において、薬剤 A は遺伝毒性を示さな

かった 

The S-enantiomer exhibits 2 to 5 times more anticoagulant 

activity than the R-enantiomer in humans, but generally has a 

more rapid clearance. 

ヒトにおいて S-エナンチオマーは R-エナンチオマーよりも 2～5

倍強力な抗凝固作用を示すが、一般に消失は速い 

Compound A exhibits agonistic activity on all three receptor 

subtypes, whereas Compound B has a potent agonistic effect only 

on the X receptor. 

化合物 A は 3 種すべての受容体サブタイプに刺激作用を示す

のに対して、化合物 B は X 受容体にのみ強力な刺激作用を

示す 

 

「強い作用」や「強く作用」の意味の対訳もたくさん抽出されてしまうので、「強」の代わりに「増強」を

検索語に入れることにします。 

［作用 増強］をイートモ検索した結果です。 

求めるスタイルの対訳が抽出されました。 

※はコメントや気付きです。 
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イートモ ６.１ 作用 増強 
  
  

英  文 和  文 

These agonists may be able to potentiate immune activation. 

※potentiate が使える。 

これらのアゴニストには免疫活性化を増強する作用があると考えら

れる 

However, drug interactions may result in increased toxicity. しかし、薬物相互作用が毒性の増強につながることがある 

Suppressive effects on the central nervous system may be 

potentiated. 

※Effects are potentiated.のスタイル。 

中枢神経系に対する抑制作用が増強されることがある 

Disrupting CTLA-4 interaction with its ligands augments 

immune responses. 

CTLA-4 とそのリガンドの相互作用を阻害すると免疫応答が増強

される 

The action of Drug A may be enhanced in combination with 

the following drugs: …. 

※enhance も使える。Action is enhanced.のス

タイル。 

薬剤 A の作用は以下の薬剤との併用により増強されることがある 

The antibody can augment autoimmune responses in mice 

prone to autoimmune disease. 

この抗体には自己免疫疾患を起こしやすいマウスにおいて自己免

疫応答を増強する作用がある 

MAO inhibitors prolong and intensify the anticholinergic 

effects of antihistamines. 

※intensify も使える。 

MAO 阻害薬は抗ヒスタミン薬の抗コリン作用の持続時間を延長さ

せるとともに、作用を増強する《強める》 

At doses higher than 1 µM, inhibition increased and was nearly 

complete at 100 μM. 

1µM よりも高い用量では阻害作用が増強し、100μM では完全に

近い阻害が認められた《阻害率が 100％に近かった》 

5α-reductase enhances androgen action in some tissues 

that are targets of androgen. 

5αレダクターゼは、アンドロゲンの標的となる一部の組織において

アンドロゲンの作用を増強する 

It is possible that the administration of dexamethasone as 

antiemetic prophylaxis may have enhanced this effect. 

嘔吐予防としてデキサメタゾンを投与したことがこの作用の増強と

なった可能性がある 

Unlike the sulfonylureas, however, these drugs do not 

stimulate insulin secretion but instead enhance its action. 

しかし、スルホニルウレア剤とは異なり、これらの薬剤はインスリン分

泌を刺激しないが、代わりにその作用を増強する 

When coadministered, both agents enhance cardiotonic 

action, but coadministration may make arrhythmia more likely. 

両剤を併用投与すると強心作用が増強するが、併用投与により

不整脈が起こりやすくなるおそれもある《不整脈の発現を助長す

る》 

Cholinesterase inhibitors may be expected to increase gastric 

acid secretion due to increased cholinergic activity. 

コリンエステラーゼ阻害薬はコリン作用の増強によって胃酸分泌を

促進すると予想される 

The toxic effects of Compound A and Compound B were 化合物 A 及び化合物 B の毒性作用は互いに存在することで著し
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significantly exacerbated by the presence of the other 

molecule. 

く増強された 

Drug-drug interactions occur when the uptake, efflux, or 

metabolism of a drug is impaired or enhanced by a second 

drug. 

薬物相互作用は、ある薬剤の取り込み、流出、代謝が別の薬剤

によって障害あるいは増強されたときに起こる 

Caution should be exercised if alcohol is taken in combination 

with Drug A, due to a possible additive sedative effect. 

薬剤 A とともに飲酒すると鎮静作用が増強することがあるので注

意が必要である 

The underlying mechanisms for the observed enhanced 

antitumor effects of the combination therapies are not fully 

understood. 

これらの併用療法で認められた抗腫瘍作用の増強の根底にある

機序は十分に理解されていない 

The present data are the first evidence that these antagonists 

exert a potentiating effect on cannabinoid-induced 

hypothermia. 

今回のデータは、これらの拮抗薬にカンナビノイド誘発低体温を増

強する作用があることを示した最初のエビデンスである 

Disrupting CTLA-4 interaction with its ligands, B7-1 and B7-2 

expressed on antigen-presenting cells, augments immune 

responses. 

CTLA-4 とそのリガンド、すなわち抗原提示細胞に発現した B7-1

及び B7-2 との相互作用を阻害すると、免疫応答が増強される 

Our early studies implied that statins would enhance the 

effects of single-agent or combination chemotherapy, 

triggering apoptosis. 

我々の初期の試験では、スタチン系薬剤は単剤化学療法又は併

用化学療法の作用を増強し、アポトーシスを誘導することが示唆

された 

This may be a possible explanation for the increase in the 

antiaggregant effect of Compound A observed with the 

addition of Compound B. 

このことから、化合物 B を添加したときにみられる化合物 A の抗凝

集作用が増強する理由が説明可能である 

Compound A augmented the hypothermia associated with a 

single dose of Compound B, thus confirming that XXX 

receptors mediated the synergy. 

化合物 A は化合物 B の単回投与による低体温を増強したことか

ら、この相乗作用には XXX 受容体が介在していることが確認され

た 

We will use dopamine receptor agonists to augment the 

responsiveness of the postsynaptic receptor sites where 

dopamine normally exerts its effect. 

我々は、ドパミン受容体アゴニストを使用し、通常の場合、ドパミ

ンがその作用を発揮する部位であるシナプス後受容体の反応性を

増強する計画である 

Blockade of CTLA-4 interaction with its ligands enhances 

host responses against bacteria and limits viral spread in 

HIV-infected T cells in vitro. 

CTLA-4 とそのリガンドの相互作用を阻害すると、細菌に対する宿

主反応が増強され、さらには in vitro で HIV 感染 T 細胞における

ウイルスの拡散が制限される 

An additional consideration is that the leukemogenic activity 

of the anthracyclines may be enhanced by concurrent therapy 

with DNA-damaging agents. 

アントラサイクリン系薬剤の白血病誘発作用は DNA 損傷誘発型

薬剤との併用投与によって増強される可能性があり、このことも考

慮しなければならない 

Although its exact mechanism of action is unknown, this drug 

works directly on skeletal muscle, liver, and adipose tissue to 

potentiate the action of insulin. 

正確な作用機序は不明であるが、本剤は骨格筋、肝臓、脂肪

組織に直接作用し、インスリンの作用を増強する 

To investigate whether leptin enhances the anorexic effects 

of Compound A, rats received either saline or leptin before 

intraperitoneal injection of Compound A. 

レプチンが化合物 A の食欲抑制作用を増強するかどうかを検討す

るため、化合物 A の腹腔内注射の前にラットに対して生理食塩水

又はレプチンのいずれかを投与した 
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Drug A enhances the effect of radiation and may cause severe 

symptoms in the irradiated area, even if administered a long 

time after termination of radiotherapy. 

薬剤 A は放射線の作用を増強は、放射線療法の終了から長い

時間が経過してから投与しても、放射線照射部位に重度の症状

を引き起こすことがある 

Bromelains, danshen, dong quai (Angelica sinensis), garlic, 

Ginkgo biloba, ginseng, and cranberry products are associated 

with an INCREASE in the effects of Drug A. 

ブロメライン、丹参、当帰（Angelica sinensis）、ニンニク、イチョウ

葉、ニンジン、クランベリー製品は薬剤 A の作用を「増強」する 

An unanswered question has been whether the co-production 

of superoxide and nitric oxide would reduce or enhance the 

toxic effects of these individual free radicals. 

スーパーオキシドと一酸化窒素が同時に生成された場合、これら

のフリーラジカルの毒性作用が減弱するのか、あるいは増強するの

かという未解決の疑問がある 

The mechanism of action of anti-CTLA-4 monoclonal 

antibody in these animal models is enhanced production of 

proinflammatory cytokines such as IL-2, IFN-γ, and TNF-α. 

これらの動物モデルにおける抗 CTLA-4 モノクローナル抗体の作用

機序は、IL-2、IFN-γ、TNF-αなどの炎症性サイトカインの産生

を増強することである 

Drug A is a broad-spectrum fourth generation fluoroquinolone 

with enhanced activity against Gram-positive bacteria and 

atypical pathogens compared with older fluoroquinolones. 

薬剤 A は第 4 世代の広域スペクトルフルオロキノロンで、古いタイプ

の《従来の》フルオロキノロン系薬剤と比較してグラム陽性菌及び

非定型病原菌に対する作用が増強されている 

The aim of this study was to test whether the enhanced 

toxicity of Compound A by Compound B might be mediated by 

the reported ability of Compound A to increase intracellular 

copper. 

本試験の目的は、化合物 B による化合物 A の毒性の増強には

化合物 A で報告されている細胞内の銅を増加させる作用が介在

しているのかどうかを検証することであった 

That effect was potentiated by co-administration of ketamine, 

and an increase in airway resistance in anesthetized rats was 

completely reversed by intravenous injection of salbutamol. 

この作用はケタミンの併用投与により増強し、麻酔ラットにおける

気道抵抗の亢進はサルブタモールの静脈内注射により完全に回

復した 

The enhancement of the synergism between Compound A and 

Compound B by Compound C might be related to the reported 

ability of Compound C to increase free copper concentrations 

by transport of this metal ion across the cell. 

化合物 A と化合物 B の相乗作用は化合物 C によって増強される

が、これは化合物 C に報告されている遊離銅の濃度を高める能

力（この金属イオンを細胞内外で運搬することによる）と関連してい

ると考えられる 

The combination of Drug A with Drug B yielded results that 

indicated the combination was additive; that is, the two drugs 

neither adversely affected each other nor synergistically 

enhanced the antibacterial activity of each other. 

薬剤 A を薬剤 B と併用投与すると、相加作用を示す成績が得ら

れた。すなわち、これら 2 剤は互いに悪い影響を及ぼすこともなく、

互いの抗菌作用を相乗的に増強することもなかった 

The H. pylori eradication effect observed in a clinical study is 

considered to be a consequence of increased activities of 

antimicrobial agents due to gastric pH increased by Drug A, 

but not a direct pharmacological action of Drug A. 

臨床試験で認められたヘリコバクターピロリ除菌効果は、薬剤 A が

胃内pHを高めたことによる抗菌薬の作用増強の結果と考えられ、

薬剤 A の直接的な薬理作用によるものではない 

Since the effects of GLP-1 to increase insulin and inhibit 

glucagon secretion cease when blood glucose levels fall to 

normal, the incidence of hypoglycemia during treatment with 

drugs which enhance GLP-1 activity is expected to be low. 

血糖値が正常値まで低下すると、GLP-1のインスリン分泌促進作

用及びグルカゴン分泌抑制作用は消えるため、GLP-1 活性を増

強する《高める》薬剤の投与中における低血糖症の発現率は低く

なると予想される 

 


