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CRCと臨床試験のあり⽅を考える会議 in ⻑崎
共催セミナー

サン・フレア アカデミー

おさえておきたい治験英語
事前学習⽤ 練習問題
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課題1

被験者は右腹側部に鈍痛を発現し、強さが次第に増していった。

The subject (                   ) a (          ) pain in the right flank, 
which gradually increased in severity.

1. developed
2. occurred
3. experienced

1. great
2. sharp
3. dull

A B

A B
適切なものを選んでください
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課題2

胸痛は継続。呼吸症状の悪化はなし。

1. continuing
2. lasting
3. enduring
4. ongoing

適切なものを選んでください（複数回答可）

A

A

1. deterioration
2. bad
3. worsening
4. severe

B

B
The chest pain is (    ) without

（ ） of respiratory symptoms.
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課題3

血液検査のオーダー漏れがあり，血糖値の項目が欠測となった。

The result of blood glucose (                          ) because the 
order of blood test did not include glucose.

適切なものを選んでください

1. has missed
2. is missing
3. miss
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課題4

今回のSAEに対して，被験者より補償を受けたいとの連絡があった。

The subject contacted us to (                     ) the compensation 
for the occurrence of the SAE.

適切なものを選んでください

1. raise
2. inquire
3. request
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課題5

治験責任医師は今回の肝機能障害を再考し，被験者の飲酒習慣等も
考慮すると，本事象は一時的な状態であり，治験薬との因果関係はな
いと判断した。

The investigator reconsidered the subject’s hepatic function 
disorder with factors including the drinking habit of the 
subject and concluded that this event was 
(                          ) and was not related to the study drug.

適切なものを選んでください

1. temporal
2. temporary
3. temporarily
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課題6

次回のIRBが来月5月終わりに開催される予定であること，および関連
資料は5月10日までに治験事務局まで送付して欲しいことをCRAに伝
えた。

I informed the CRA that the next IRB is 
(                       ) the end of May and that the 
relevant materials should be sent to the trial office by May 10.

当てはまらないものを選んでください。

1. planned for
2. scheduled for
3. scheduled in
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課題7

就寝中に，極度の背部痛が起こり，床の中で体の向きを変えることも
できなかった。

The patient experienced extreme back pain 
(                         ) and could not even turn over in a bed.

適切なものを選んでください

1. when he was going to bed 
2. while asleep
3. while being fallen asleep



5

本資料の無断複製･流用･転用等を行わないで下さい。
株式会社サン･フレア／サン・フレア アカデミー

© SunFlare Co., Ltd. All Rights Reserved.

課題8

このままのペースでいけば，2019年5月11日までには20例の目標
症例を達成できると思われる。

If we can maintain this pace, 
(      ) the target number 
of 20 cases by May 11, 2019.

適切なものを選んでください

1. we must be able to achieve
2. we may be able to achieve
3. we will be able to achieve
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課題9

有害事象の発症日は発熱を認め始めた2019年12月3日と判断され
た。原因は検査結果が得られるまで不明であった。

1文目を整理しましょう。

[主語] [動詞] [補語]
有害事象の発症日は と判断された 2019年12月3日

「発熱を認め始めた2019年12月3日」の部分は、上に図示したよ
うに、「2019年12月3日」 が主たる部分で、これに「発熱を認め始
めた」という情報が追加されています。

（この時）発熱
を認め始めた

英訳してみましょう

[ヒント]
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課題10

当施設は規制当局の査察を過去数回受け入れたことがあります。

Our facility has (                          ) regulatory inspections 
several times in the past.

適切なものを選んでください

1. welcomed
2. underwent
3. accepted
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課題11

用量を100 mg/day に増やした後、低血糖が発現しました。

[ヒント]
文の前半部分では動作主が記載されていません（誰が増量した
のか）。日本語は動作主を省略することが多いので、英語を書く
際には「動作の主体は何か」を常に考える癖をつけるようにしま
しょう。

この文では治験責任医師（the investigator）等が適当でしょう。

英訳してみましょう


