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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 23） 

 

<308細胞株から成る細胞パネル> 

エヌトレクチニブ及びその代謝物M5について、腫瘍細胞増殖抑制活性を調べた。 

細胞パネルには、肺癌101株、卵巣癌49株、白血病/リンパ腫34株、膵臓癌31株、結腸直腸癌24株、肝

癌15株、脳腫瘍13株、乳癌11株、胃癌9株、子宮頸癌5株、皮膚癌4株、及びその他の肉腫及び癌腫

12株が含まれる。また、この内、39細胞株が小児癌に由来する細胞株である。 

エヌトレクチニブに感受性を示し、IC50が1 μmol/L未満であった細胞株には、NTRK融合遺伝子を有する

5種の腫瘍細胞株CUTO-3（MPRIP-NTRK1、非小細胞肺癌）、KM12（TPM3-NTRK1、結腸直腸癌）、

IMS-M2（ETV6-NTRK3、急性骨髄性白血病）、MO-91（ETV6-NTRK3、急性骨髄性白血病）及び

G111（EML4-NTRK3、脳腫瘍）、ROS1融合遺伝子を有する4種の腫瘍細胞株CUTO-27（CD74-ROS1、

非小細胞肺癌）、CUTO-28（TPM3-ROS1、非小細胞肺癌）、HCC1493（CD74-ROS1、乳癌）及び

HCC-78（CD74-ROS1、非小細胞肺癌）、ALK融合遺伝子又は遺伝子増幅を有する5種の細胞株

SU-DHL-1（NPM1-ALK、未分化大細胞型リンパ腫）、DEL（NPM-ALK、未分化大細胞型リンパ腫）、

NB-1（ALK遺伝子増幅、脳腫瘍）、KARPAS-299（NPM-ALK、未分化大細胞型リンパ腫）及び

NCI-H2228（EML4-ALK、非小細胞肺癌）が含まれており、FLT3-ITD変異細胞株であるMV-4-11細胞

株（血液癌）も感受性を示した。また、KM12のルシフェラーゼ導入株等、重複する5細胞株のIC50も1 μ

mol/Lであり感受性が認められた。細胞株パネルの残り288株は、IC50が1 μmol/L以上であった。 

エヌトレクチニブ処理のIC50とM5処理によるIC50は、感受性を示した20細胞株で相関性を示し（Pearson r 

= 0.8946、P < 0.0001）、比較した全細胞株においても相関性を示した（Pearson r = 0.7762、P < 0.0001）。

これらの結果から、主要な代謝物であるM5は、種々の腫瘍細胞に対し、エヌトレクチニブと同程度の増殖

抑制活性を有することが示された。 

 

増殖抑制（37対訳） 

The antiproliferative effect of Drug A against 

human multiple myeloma cell line MM.1S was 

studied using redox dye. 

ヒト多発性骨髄腫細胞株MM.1Sに対する薬剤A

の増殖抑制作用が、酸化還元色素を用いて検

討された。 

Because Drug A does not bind to mouse PD-1, 

alternative antibodies (i.e., hamster anti-mouse 

PD-1 antibody [J43]; and murinized rat 

anti-mouse PD-1 antibody [muDX400]) were used 

to investigate the inhibitory effect against tumor 

growth in mice. 

薬剤 A はマウス PD-1 に結合しないため、代替抗

体（ハムスター抗マウス PD-1 抗体（J43）及びマウ

ス化ラット抗マウス PD-1 抗体（muDX400））を用

いて、マウスにおける腫瘍増殖抑制作用を検討し

た。 

The tumor growth inhibitory effect of Drug A was 

investigated in mice subcutaneously transplanted 

with B16-F10 cell line. 

薬剤 A の腫瘍増殖抑制作用は、B16-F10 細胞

株を皮下移植したマウスで検討した。 

 

細胞株（106対訳） イ
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DNA incorporation was compared in 2 different 

human cell lines (HepG2 hepatoma cells and 

primary diploid fibroblasts). 

DNAの取り込みは2種類のヒト細胞株（HepG2肝

癌細胞及び初代二倍体線維芽細胞）において比

較した。 

Drug A is active as an inhibitor of histone 

deacetylase purified from lung carcinoma cell 

lines. 

薬剤 A は、肺癌細胞株から精製されるヒストン脱

アセチル化酵素に対する阻害薬として作用する。 

 

に由来する（112対訳） 

A lentiviral vector is a gene delivery vehicle 

derived from the HIV virus. 

レンチウイルスベクターはHIVウイルスに由来する遺

伝子送達キャリアである。 

A stem cell is a cell from the embryo, fetus, or 

adult that has, under certain conditions, the ability 

to reproduce itself for long periods or, in the case 

of adult stem cells, throughout the life of the 

organism. 

幹細胞とは、胚、胎児又は成人に由来する細胞で

あって、ある一定の条件下、長期間（成体幹細胞

の場合は生体の生涯）にわたって自らを再生できる

能力を備えた細胞である。 

 

に感受性（6対訳） 

A urine culture yielded enterococci with sensitivity 

to standard antibiotics. 

尿培養により標準抗生物質に感受性のある腸球

菌が得られた。 

Drug A should not be reconstituted with the 

supplied solvent for patients with a known 

sensitivity to either metacresol or glycerol. 

メタクレゾール又はグリセロールのどちらかに感受性

が確認されている患者の場合、薬剤 A を付属の

溶媒で溶解してはならない。 

 

融合遺伝子（31対訳） 

Because the 30 specimens did not include those 

negative for ALK fusion gene or those positive for 

ROS1 fusion gene, concordance for these variants 

was not assessed in this test. 

これら30検体にはALK融合遺伝子が陰性の検体

又はROS1融合遺伝子が陽性の検体が含まれて

いなかったため、本試験においてこれらのバリアント

の一致率は評価しなかった。 

Transgenic mice encoding the TRK-T1 fusion 

gene expressed in the murine thyroid follicular 

cells developed thyroid hyperplasia and papillary 

thyroid carcinoma. 

マウス甲状腺濾胞細胞に発現する TRK-T1 融合

遺伝子を保有するトランスジェニックマウスには、甲

状腺過形成及び甲状腺乳頭癌が発生した。 

 

遺伝子増幅（7対訳） 

Gene amplification in eukaryotes plays an 

important role in drug resistance, tumorigenesis, 

and evolution. 

真核生物での遺伝子増幅は、薬剤耐性、腫瘍

発生、進化において重要な役割を果たしている。 

ABC-expressing cells are five-times more likely to 

undergo gene amplification than control cells. 

ABC 発現細胞では、対照細胞よりも遺伝子増

幅が 5 倍起こりやすい。 

 

未分化大細胞型リンパ腫（2対訳） 
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ALK-positive anaplastic large cell lymphoma ALK陽性の未分化大細胞リンパ腫《未分化大

細胞型リンパ腫》 

Anaplastic large cell lymphoma (ALCL) is a lymphoid 

neoplasm characterized by a proliferation of large 

lymphoid cells with strong expression of CD30. 

未分化大細胞型リンパ腫（ALCL）は、CD30 が

強く発現している大型リンパ球の増殖を特徴と

するリンパ系腫瘍である。 

 

変異細胞株（5対訳） 

MV4-11 (human acute myeloid monocytic 

leukemia) cells were used as the 

FLT3-ITD-mutated cell line. 

FLT3-ITD変異細胞株としてMV4-11（ヒト急性

骨髄性単球性白血病）細胞を用いた。 

Two EGFR-mutated cell lines (PC-9 and HCC827) 

and an EGFR wild-type cell line (H322) treated with 

erlotinib and EGF, respectively, were subjected to 

microarray analysis. 

2つのEGFR変異細胞株（PC-9及びHCC827）並

びにEGFR野生型細胞株（H322）をそれぞれエル

ロチニブ及びEGFで処理し、マイクロアレイ解析に

供した。 

 

血液癌（3対訳） 

Polycythemia vera is a rare and incurable blood 

cancer associated with an overproduction of blood 

cells that can cause serious cardiovascular 

complications, such as blood clots, stroke, and 

heart attack. 

真性多血症は、稀で不治の血液癌で、血球の

過剰産生を伴い、血栓、脳卒中、心臓発作のよ

うな重篤な心血管合併症を引き起こす。 

High dose chemotherapy followed by autologous 

peripheral blood stem cell transplantation is used 

for treatment of both hematological and solid 

cancers. 

大量化学療法に続いて自家末梢血幹細胞移植

を行うことが、血液癌及び固形癌の両方の治療

に用いられる。 

 

感受性を示した（2対訳） 

All of the Drug A-resistant clones were more 

sensitive to the combination of Drug A and Drug 

B than to Drug A alone. 

これらの薬剤A耐性クローンのすべてが、薬剤Aと薬

剤Bの併用に対して薬剤A単独に対するよりも高い

感受性を示した。 

BRAFV600E melanoma cell lines that have acquired 

resistance to BRAF inhibitors were more 

sensitive to the combination of Drug A and Drug 

B than to Drug B alone. 

BRAF阻害薬に対する耐性を獲得したBRAFV600E

黒色腫細胞株は、薬剤Aと薬剤Bの併用に対して

薬剤B単独に対するよりも高い感受性を示した。 

 

相関性を示した→相関性を示（4対訳） 

Mianserin caused a significant increase in 

orthostatic systolic blood pressure drop, and this 

correlated well with the plasma mianserin levels 

(rs = 0.70). 

ミアンセリンによる起立時の収縮期血圧低下は著し

く大きく、これはミアンセリンの血漿中濃度と高い相

関性を示した（rs=0.70）。 

Model for End-Stage Liver Disease (MELD) and 

Child-Pugh scores correlated well with each 

MELDスコアとチャイルド・ピュースコアは互いに高い相

関性を示した。 
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other. 

 

相関性を示した→相関関係（41対訳） 

A statistically significant correlation exists 

between patients that responded and patients who 

developed autoimmune serious adverse events. 

効果を示した患者と自己免疫性の重篤な有害事

象を示した患者の間に統計学的に有意な相関関

係が存在している。 

Cataract formation in some animals correlated 

with the intensity and duration of the inflammatory 

response. 

一部の動物における白内障形成はこの炎症反応

の強度及び持続期間と相関関係を示した。 

 

主要な代謝物→主代謝物（24対訳） 

Using membranes from cells expressing human or 

rat recombinant adenosine receptor subtypes, 

the binding affinities of Drug A and its major 

metabolite, M1, for the adenosine A2A receptor 

were determined. 

ヒト又はラットの組換え型アデノシン受容体サブタイ

プを発現している細胞由来の膜標本を用いて、薬

剤A及びその主代謝物であるM1のアデノシンA2A受

容体に対する結合親和性を測定した。 

Metabolite A (concentrations examined, 0.1-270 

µmol/L), the major metabolite of Drug A, 

decreased the CYP2E1 activity to 70.0% of the 

control at the maximum concentration (270 

µmol/L), but hardly inhibited activities of the 

other CYP isoforms with IC50 values of > 270 

µmol/L for any CYP isoforms. 

薬剤Aの主代謝物である代謝物A（検討濃度0.1

～270µmol/L）は最高濃度（270µmol/L）で

CYP2E1活性を対照値の70.0％に低下させたが、

その他の分子種に対する阻害作用はほとんどなく、

いずれのCYP分子種においてもIC50値は

270µmol/L超であった。 

 

腫瘍細胞（59対訳） 

All tumor specimens at each time point were 

stained with hematoxylin and eosin to evaluate 

viability of tumor cells. 

各時点のすべての腫瘍検体をヘマトキシリン・エ

オジンで染色し、腫瘍細胞の生死判別を行っ

た。 

An ultrasound-guided needle biopsy of the mass 

yielded spindle-shaped tumor cells. 

超音波ガイド下に行った腫瘤の針生検では、紡

錘形の腫瘍細胞が認められた。 

 

と同程度（52対訳） 

After the seventh dose, Drug A concentrations in 

blood and plasma decreased in a biexponential 

manner, similar to that observed after the single 

dose. 

7回目の投与後、薬剤Aの血中濃度及び血漿中

濃度は二次指数関数的に低下し、単回投与後

の観測値と同程度であった。 

Drug A has been shown to cross-react with the 

rhesus and cynomolgus monkey CD20 antigen, to 

which it binds with an affinity similar to that for 

human CD20. 

薬剤 A はアカゲザル及びカニクイザルの CD20 抗

原と交差反応し、その結合親和性はヒト CD20 に

対するものと同程度であることが示されている。 イ
ー
ト
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Metabolite A has been reported to inhibit 

acetylcholine esterase to the same extent as Drug 

A. 

代謝物 A は薬剤 A と同程度にアセチルコリンエス

テラーゼを阻害すると報告されている。 
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