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※個々の用語・表現につき、イートモ検索で得られた対訳を最大 3 件まで提示します。 

※検索語の後ろの数値（XX 対訳）は該当する対訳の件数を意味します。 

 

和文原稿（ロズリートレク・インタビューフォーム 22） 

 

２）in vitro細胞増殖抑制活性 

①ヒト腫瘍細胞株9) 

NTRK及びROS1の融合遺伝子を発現する細胞を含む広範な2種の細胞株パネルを用いて、エヌトレクチニ

ブの腫瘍細胞増殖抑制活性を調べた。 

<腫瘍細胞154株及び非腫瘍性細胞6株から成る細胞株パネル> 

細胞パネルには、白血病/リンパ腫35株、肺癌27株、結腸直腸癌24株、乳癌14株、腎腺癌（腎細胞癌）

8株、悪性黒色腫8株、多発性骨髄腫8株、卵巣癌7株、膠芽腫5株、膵臓腺癌4株、前立腺癌3株、子

宮頸部腺癌3株、星細胞腫2株、骨肉腫2株、神経芽細胞腫2株、膀胱癌1株、膠肉腫1株、及び非腫

瘍性細胞6株が含まれる。 

各細胞株をエヌトレクチニブ存在下で72時間培養後、CellTiter-Glo®を用いてATP量を定量することで生

細胞数を計測し、細胞増殖抑制活性のIC50を算出した。 

160種の細胞株全体での平均IC50は2.76 μmol/L、範囲は0.02～6.05μmol/Lであった。エヌトレクチニ

ブは、NTRK融合遺伝子を発現している結腸直腸癌細胞株KM12の増殖を阻害し（IC50=17nmol/L）、

ALK融合遺伝子を発現している腫瘍細胞株であるSU-DHL-1、KARPAS-299、SUP-M2、NCI-H2228

及びSR-786に対しても、腫瘍増殖抑制活性を示した（IC50は、順に20、31、41、68及び81nmol/L）。 

TPM3-NTRK1を発現する結腸直腸癌細胞株KM12以外にも、NTRK融合遺伝子を発現している腫瘍細

胞株として非小細胞肺癌細胞株CUTO-3（MPRIP-NTRK1）、急性骨髄性白血病細胞株IMS-M2及び

MO-91（いずれもETV6-NTRK3）、また、TPM3-ROS1を発現する非小細胞肺癌細胞株CUTO-28に対す

る細胞増殖抑制活性を調べた。エヌトレクチニブは、これらの腫瘍細胞株に対し、増殖抑制活性を示した

（IC50は、順に1.255、0.47、0.65及び20.1nmol/L）。 

 

細胞増殖抑制（6対訳） 

A series of in vitro studies were conducted with 

Drug A in combination with Drug B to determine 

the effect on cell growth inhibition in a variety of 

melanoma cell lines. 

薬剤Aと薬剤Bの併用投与について一連のin vitro

試験が行われ、様々な黒色腫細胞株における細

胞増殖抑制に対する作用を調べた。 

The Drug A cytostatic mechanism of action has 

been described elsewhere. 

薬剤Aの細胞増殖抑制作用機序は別の文献に

記述されている。 

 

腫瘍細胞株（6対訳） 

Compound A is approximately 1000 times as potent 

as Compound B as an inhibitor of topoisomerase I 

purified from human and rodent tumor cell lines. 

化合物Aは、ヒト及びげっ歯類の腫瘍細胞株か

ら精製されたトポイソメラーゼIの阻害薬としての

効力が化合物Bよりも約1000倍強い。 

Drug A has demonstrated antitumor activity against 

paclitaxel-sensitive tumor models and, significantly, 

against paclitaxel-resistant tumor cell lines. 

薬剤Aにはパクリタキセル感受性腫瘍モデルに対

する抗腫瘍作用が認められており、特にパクリタ

キセル抵抗性腫瘍細胞株に対して顕著である。 
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広範な→広範囲の（43対訳） 

Attention will be focused on antibody development 

to a wide range of toxins. 

広範囲のトキシンに対する抗体形成に注目する

予定である。 

By comparison, other investigators have been able 

to use a wider range of substrate concentrations to 

successfully evaluate substrate inhibition. 

対照的に、他の研究者はより広範囲の基質濃度

を用い、基質阻害の評価に成功している。 

 

細胞株（106対訳） 

After adding 3 to 30 µmol/L Drug A to human 

hepatocellular carcinoma cell line Hep3B, the 

amount of intranuclear HIF-2α and the 

concentrations of erythropoietin in the 

supernatant were measured. 

ヒト肝癌由来細胞株であるHep3Bに3～30µmol/L

薬剤Aを添加した後、核内HIF-2α量及び上清

中エリスロポエチン濃度を測定した。 

Antiviral activity of Drug A was observed in the 

rhesus monkey cell line and golden Syrian hamster 

cell line. 

薬剤 A の抗ウイルス作用はアカゲザルの細胞株及

びゴールデンシリアンハムスターの細胞株で認められ

た。 

 

非腫瘍性（10対訳） 

Animals of both sexes displayed an increased 

incidence of non-neoplastic hepatocellular injury 

and glandular stomach mineralization. 

雌雄動物において非腫瘍性の肝細胞損傷及び

腺胃石灰化の発生率上昇が認められた。 

Hyperplastic polyps of the colorectum have 

traditionally been regarded as non-neoplastic 

lesions. 

結腸直腸の過形成性ポリープは従来から非腫瘍

性の病変と見なされてきた。 

 

白血病（116対訳） 

Acute lymphocytic leukemia is more commonly 

seen in children, but can occur at any age. 

急性リンパ球性白血病は小児に比較的多くみら

れるが、どの年齢でも起こる可能性がある。 

 

リンパ腫（74対訳） 

A possible association between H. pylori and 

non-Hodgkin's lymphoma was also seen in a large 

multiregion study in China. 

ヘリコバクター・ピロリと非ホジキンリンパ腫の関連

性は中国における大規模な多地域試験でもみら

れた。 

 

肺癌（117対訳） 

A 60-year-old man was given a diagnosis of 

advanced lung cancer of the right upper lobe 

(intrapulmonary and brain metastases) and treated 

with Drug A, followed by radiotherapy to the brain. 

右上葉の進行肺癌（肺内及び脳に転移）と診断

された60歳の男性で、薬剤Aによる治療に続いて

脳に対する放射線治療が行われた。 

 

乳癌（106対訳） 
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A 50-year-old female patient experienced bilateral 

pneumonia while enrolled in a study for the 

treatment of node-positive breast cancer. 

50歳の女性患者で、リンパ節転移陽性乳癌の治

療に関する試験に組み入れられている間に両側

性肺炎を示した。 

 

腎腺癌（1対訳） 

Renal cell carcinoma (RCC) is also called 

hypernephroma or renal adenocarcinoma. 

腎細胞癌（RCC）はグラヴィッツ腫瘍又は腎腺癌と

も呼ばれる。 

 

腎細胞癌（20対訳） 

ABC mucin is also highly expressed in 

adenocarcinoma of the lung, as well as squamous 

cell and small cell cancers of the lung, in renal cell 

cancer, and urinary bladder cancer. 

ABCムチンは、肺腺癌並びに肺の扁平上皮癌及

び小細胞癌、腎細胞癌、膀胱癌でも高度に発

現している。 

 

悪性黒色腫（44対訳） 

As of February 2018, Drug A has been approved 

for the treatment of malignant melanoma in 50 

countries or regions. 

2018年2月現在、薬剤Aは悪性黒色腫の治療用

に50の国又は地域で承認されている。 

 

多発性骨髄腫（65対訳） 

Because of the intractable nature of the disease, 

treatment of relapsed or refractory multiple 

myeloma is aimed to extend the lives of patients, 

and thus PFS is an important endpoint to assess 

the efficacy of treatment for the disease. 

本疾患は難治性の疾患であるため、再発又は難

治性の多発性骨髄腫の治療は患者の延命を目

指したものであり《延命治療》、PFSが本疾患の治

療効果にとって重要な評価項目である。 

 

卵巣癌（28対訳） 

About 20% of ovarian cancers are found at an 

early stage. 

卵巣癌の約20％は早期発見される。 

 

膠芽腫（3対訳） 

In vivo studies in rodents demonstrated activity 

against human malignant glioblastoma. 

げっ歯類を用いたin vivo試験により、ヒト悪性神

経膠芽腫に対する作用が証明された。 

 

膵臓腺癌（1対訳） 

This type of cancer is called pancreatic 

adenocarcinoma or pancreatic exocrine cancer. 

このタイプの癌は膵臓腺癌又は膵外分泌癌と呼

ばれる。 

 

前立腺癌（84対訳） 
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A greater proportion of patients in the placebo 

group received systemic therapies for prostate 

cancer that have been shown to prolong life. 

延命効果が立証されている前立腺癌に対する全

身療法を受けた患者の割合はプラセボ群のほうが

高かった。 

 

子宮頸部腺癌（2対訳） 

The incidence of invasive cervical adenocarcinoma 

has increased dramatically over the past few 

decades. 

侵襲的な子宮頸部腺癌の発生率がこの数十年

間に劇的に上昇した。 

Adenocarcinoma in situ (AIS) of the cervix is a 

premalignant precursor to cervical 

adenocarcinoma. 

子宮頸部の上皮内腺癌（AIS）が子宮頸部腺癌

の前駆病変である。 

 

培養後（5対訳） 

The sinus washings revealed no growth after two 

days of incubation. 

鼻腔洗浄液は、2日間の培養後、増殖を示さなか

った。 

After 2-day incubation, the number of plaques was 

counted. 

2日間の培養後、プラーク数をカウントした。 

 

生細胞→viable cell（5対訳） 

If the number of viable cells declines precipitously, 

the tube should be discarded and the next tube 

used in its place. 

生細胞数が急速に減少したならば、そのチューブは

廃棄して、次のチューブを代わりに使用する。 

The content uniformity of Product A is 

determined by analyzing the viable cell density, as 

a percent of target cell density, for 10 vials 

randomly sampled from each lot. 

Product Aの含量均一性は、各ロットからランダムに

抽出したバイアル10本につき、生細胞密度（目標

細胞密度に対する割合）を分析して確認する。 

 

IC50を算出した→IC50 算出（3対訳） 

IC50 values for each compound were calculated by 

the least-squares method using only the linear 

portion of each graph. 

各化合物のIC50値は各グラフの直線部分のみを

使って最小二乗法で算出した。 

It was not possible to calculate accurate IC50 

values for 100 and 200 µmol/L because of the 

small amounts of Drug A precipitated (IC50 > 100 

µmol/L). 

100 及び 200µmol/L では少量の薬剤 A が析出し

たので正確な IC50 値を算出できなかった（IC50 値

100µmol/L 超）。 

Then IC50 was calculated by logistic regression. 次に、IC50 をロジスティック回帰法で算出した。 

 

範囲は0.02～6.05μmol/Lであった→範囲 であった（140対訳） 

After multiple dosing, mean Cmin values ranged 

from 20 to 70 µg/mL for the 10 mg/kg dose. 

反復投与後、Cmin平均値は10mg/kg用量で20

～70µg/mLの範囲であった。 

イ
ー
ト
モ



5 

 

 

 

After single and multiple doses, the accumulation 

ratios of Drug A ranged from 1.0 to 2.0 in patients 

with this disease. 

単回投与後及び反復投与後、この疾患の患者に

おける薬剤Aの蓄積率は1.0から2.0までの範囲であ

った。 

 

結腸直腸癌（65対訳） 

About 30,000 women a year die of colorectal 

cancer - it is the third-leading cause of cancer 

deaths for women, after lung and breast cancers. 

毎年約30000人の女性が結腸直腸癌で死亡して

おり、これは女性の癌による死亡原因として肺癌

及び乳癌に次いで3番目である。 

According to the data derived from the Cancer 

Registration, there were slightly more men than 

women colorectal cancer patients in Japan. 

癌統計から得られるデータによると、日本では男性

のほうが女性よりも結腸直腸癌患者がわずかに多

かった。 

 

増殖を阻害し→増殖 阻害（65対訳） 

By blocking them, Drug A inhibits myeloma cell 

growth and induces myeloma cell death. 

これらを阻止することによって、薬剤Aは骨髄腫細

胞の増殖を阻害し、骨髄腫細胞の死滅を誘発す

る。 

Drug A appears to act directly on the myeloma 

cells to cause cell death and indirectly inhibit their 

growth and survival by acting on the bone 

microenvironment. 

薬剤 A はこれらの骨髄腫細胞に直接作用して細

胞死を引き起こすとともに、骨の微小環境に作用

することによってそれらの増殖及び生存を間接的に

阻害すると思われる。 

 

順に→それぞれ（630件） 

Abortion rates among these teens remained stable 

during the 1980s, with 35.8 and 36.0 abortions per 

1000 in 1980 and 1990, respectively. 

これらの10代の流産率は1980年代に安定推移

し、1000人あたりの流産件数は1980年及び1990

年にそれぞれ35.8及び36.0であった。 

All three doses were significantly superior to 

placebo in normalizing ABC levels; rates were 80%, 

85%, and 90% for the Drug A 10 mg/day, 20 

mg/day, and 30 mg/day groups, respectively. 

3 用量すべてが ABC レベルを正常化する効果はプ

ラセボよりも有意に優れており、正常化率は薬剤

A の 10mg/日群、20mg/日群、30mg/日群でそれ

ぞれ 80％、85％、90％であった。 

 

を発現する（31対訳） 

CRS-207, engineered to express the 

tumor-associated antigen mesothelin, has been 

tested in 3 clinical studies to date. 

CRS-207は腫瘍関連抗原であるメソテリンを発現

するように操作されており、これまでに3つの臨床試

験で検討されている。 

Drug A did not bind to a mouse T cell hybridoma 

expressing CTLA-4 proteins. 

薬剤AはCTLA-4タンパク質を発現するマウスT細

胞ハイブリドーマに結合しなかった。 

Drug A did not bind to any CTLA-4-negative cell 

lines tested nor did it bind to cells expressing 

murine CTLA-4. 

薬剤AはCTLA-4陰性細胞株に結合せず、マウス

CTLA-4を発現する細胞に結合することもなかっ

た。 
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