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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 24） 

 

②NTRK融合遺伝子を導入したBa/F3細胞10) 

NTRK融合遺伝子を発現しているヒト腫瘍細胞株が少ないことから、種々のNTRK融合遺伝子に対するエ

ヌトレクチニブの活性を評価するため、13種のNTRK1/2/3 融合遺伝子をマウスBa/F3細胞（IL-3依存性

に増殖するマウスpro B細胞株）に導入して作製した細胞株を用いて、エヌトレクチニブの細胞増殖抑制活

性を調べた。 

NTRK融合遺伝子を導入した各Ba/F3細胞をエヌトレクチニブ存在下で72時間培養し、CellTiter-Glo®を

用いてATP量を定量することで生細胞数を計測し、各細胞株に対する細胞増殖抑制活性のIC50を算出

した。エヌトレクチニブは、13種のNTRK融合遺伝子導入Ba/F3細胞に対し増殖抑制活性を示し、IC50は、

いずれも6nmol/L未満であった。一方、親株であるBa/F3細胞に対しては増殖抑制活性を示さなかった

（IC50>1000nmol/L）。 

 

③ROS1融合遺伝子を導入したBa/F3細胞11) 

TEL-ROS1融合遺伝子をマウスBa/F3細胞に導入して作製した細胞株（Ba/F3_TEL-ROS1）を用いて、

エヌトレクチニブの細胞増殖抑制活性を調べた。エヌトレクチニブ又はクリゾチニブ存在下で72時間培養し、

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。 

エヌトレクチニブは、Ba/F3_TEL-ROS1の増殖を低濃度で抑制し、IC50は0.005μmol/Lであった。同じ条

件におけるクリゾチニブのIC50は0.180μmol/Lであった。エヌトレクチニブの増殖抑制活性は、IL-3

（10ng/mL）共存下で著しく減退し、レスキューされること（IC50 = 1.05μmol/L）から、Ba/F3_TEL-ROS1の

増殖に対する抑制活性は、ROS1阻害に基づくことが示された。 

 

導入した→導入 transfect（8対訳） 

cDNA from a human neuroblastoma cell line was 

transfected into Chinese hamster ovary cells. 

ヒト神経芽腫細胞株に由来するcDNAをチャイニー

ズハムスター卵巣細胞に導入した。 

No effects were noted on the potassium ion 

current at 0.1 and 0.3 µM of Drug A in human 

ether-a-go-go related gene (hERG)-transfected 

cells. 

ヒトether-a-go-go関連遺伝子（hERG）を導入し

た細胞において、薬剤A 0.1及び0.3µMではカリウム

イオン電流に対する影響は認められなかった。 

 

を発現している（22対訳） 

advanced solid tumors expressing programmed 

cell death ligand 1 

PD-L1を発現している進行固形腫瘍 

Cells expressing ABC receptor mRNA are densely 

distributed in hypothalamic regions. 

ABC 受容体の mRNA を発現している細胞は視床

下部領域に高密度に分布している。 

Complement-dependent cytotoxic (CDC) activity 

and antibody-dependent cytotoxic (ADCC) 

activity of Drug A on activated T cells expressing 

CTLA-4 were examined. 

CTLA-4 を発現している活性化 T 細胞に対する薬

剤 A の補体依存性細胞傷害（CDC）活性及び抗

体依存性細胞傷害（ADCC）活性を検討した。 
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の活性を評価するため→作用 評価（64対訳） 

A potential for proconvulsant activity of Drug A was 

evaluated in rats following a single intravenous 

administration in combination with 

pentylenetetrazol. 

薬剤Aをラットに対してペンチレンテトラゾールと併

用して単回静脈内投与し、痙攣誘発作用の有

無を評価した。 

A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, 

Forced Dose-escalation, Multi-center Pilot Study 

to Evaluate the Lipid Regulating Effects of Drug A. 

薬剤 A の脂質調節作用を評価するランダム化・

二重盲検・プラセボ対照・強制増量・多施設共

同パイロット試験。 

Acetic acid-induced writhing method was adopted 

for evaluation of analgesic activity. 

酢酸誘発ライジング法を用いて鎮痛作用の評価

を行った。 

 

依存性に（10対訳） 

Compound A inhibits glucagon secretion in a 

glucose-dependent manner. 

化合物Aはグルコース依存性にグルカゴン分泌を

阻害する。 

 

依存性に→依存的に（80対訳） 

Another hormone well known to inhibit glucagon 

secretion in a glucose-dependent manner is 

somatostatin. 

グルコース依存的にグルカゴン分泌を阻害するこ

とが知られる別のホルモンがソマトスタチンである。 

At high concentrations up to 2000 µg/L, Drug A 

induced concentration-dependent negative 

chronotropic and inotropic effects. 

最高 2000µg/L までの高い濃度において、薬剤

A は濃度依存的に陰性の変時作用及び変力

作用を示した。 

 

細胞増殖（55対訳） 

Drug A affects T-cell proliferation in a manner 

similar to cyclosporine. 

薬剤Aはシクロスポリンと同様の仕組みでT細胞増

殖に影響を及ぼす。 

Drug A suppresses growth of cancer cells 

effectively by inhibiting multiple kinases related to 

growth of cells. 

薬剤 A は、細胞増殖に関連する複数のキナーゼ

を阻害することによって癌細胞の増殖を効果的に

抑制する。 

 

存在下で（44対訳） 

Activated T cells expressing CTLA-4 were 

cultured with Drug A in the presence of 

complement collected from newborn rabbits or 

human complement. 

CTLA-4を発現している活性化T細胞をウサギ新

生児から採取した補体又はヒト補体の存在下で薬

剤Aと培養した。 

However, one test with metabolic activation did 

show an increase in chromosomal aberrations so 

the test was repeated. 

しかし、代謝活性化の存在下で行った 1 試験は染

色体異常の増加を示したため、試験を再度行っ

た。 

Percent inhibition of platelet aggregation 

decreased from 99.0% without oxyhemoglobin to 

30.0% with 10 µM oxyhemoglobin. 

血小板凝集阻害率はオキシヘモグロビンの非存在

下で 99.0％であったが、10µM オキシヘモグロビンの

存在下では 30.0％に低下した。 

イ
ー
ト
モ



3 

 

 

 

 

時間培養（3対訳） 

At least 24 hours after freezing, embryos were 

thawed and cultured in vitro for 3 hours. 

凍結から少なくとも24時間が経過後、胚を解凍

し、in vitroで3時間培養した。 

Isolated hepatocytes were cultured for 16 hours 

before washing three times in PBS. 

PBSで3回洗浄する前に単離肝細胞を16時間

培養した。 

Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) cells were 

incubated in a medium containing Drug A at 10 

µg/mL at 5% CO2, 37°C for 18 hours, and then 

metabolites of Drug A in the cells were analyzed by 

electrospray ionization in the negative ion mode 

with the liquid chromatography-mass spectrometer 

system. 

薬剤A 10µg/mLを含む培養液で、メイディン・ダ

ービー・イヌ腎臓細胞《イヌ腎由来MDCK細胞》

を5％CO2、37℃で18時間培養し、次に細胞中

の薬剤Aの代謝物を液体クロマトグラフ－・質量

分析システムを用い、エレクトロスプレーイオン化

法の負イオンモードで分析した。 

 

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。 

 

親株（2対訳） 

We studied the difference in drug sensitivity 

among these three clones and the parent cell line. 

これら3クローンとその親株の薬剤感受性の違いを

検討した。 

 

活性を調べた→作用 検討した（71対訳） 

A potential muscle relaxant activity of Drug A was 

studied in the traction test in mice. 

薬剤Aに筋弛緩作用があるかどうかは、マウスを用

いた牽引試験で検討した。 

A total of 100 types of enzymes and 200 types of 

receptors were treated with Drug A to investigate 

the inhibitory effect of Drug A on enzyme 

activities and ligand-binding of receptors. 

合計 100 種類の酵素及び 200 種類の受容体を薬

剤 A で処理し、酵素活性及び受容体のリガンド結

合に対する薬剤 A の阻害作用を検討した。 

Cardiovascular effects of the tetracyclic 

antidepressant drug mianserin were examined in a 

prospective study including ten elderly depressed 

patients (age 60-77 years). 

うつ病の高齢患者 10 例（60～77 歳）を対象とした

プロスペクティブ試験において四環系抗うつ薬である

ミアンセリンの心血管作用を検討した。 

 

低濃度で（7対訳） 
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Compound A is a strong skin irritant even at low 

concentrations. 

化合物Aは低濃度でも強い皮膚刺激作用を示

す。 

The monoclonal antibodies against human CYP3A4 

suppressed Compound A formation by 10% at low 

concentrations, and its inhibitory effect diminished 

as the concentration of ascites increased. 

ヒト CYP3A4 に対するモノクローナル抗体は低濃

度で化合物 A の生成を 10％抑制し、その阻害

作用は腹水中濃度が上昇するにつれて減弱し

た。 

These competition assays demonstrated the ability 

of Drug A to efficiently inhibit CTLA-4-B7 

interactions at low concentrations. 

これらの競合試験により、薬剤 A には低濃度で

CTLA-4 と B7 の相互作用を効率的に阻害する

作用があることが示された。 

 

同じ条件における→同じ条件（3対訳） 

Perform liquid chromatography under the same 

conditions as in the preparation of the calibration 

curve. 

この検量線を作成したときと同じ条件で液体クロ

マトグラフィーを行う。 

This was approximately twice the concentration 

seen with Drug A under the same conditions. 

これは同じ条件下において薬剤 A でみられた濃

度の約 2 倍であった。 

 

活性は、IL-3（10ng/mL）共存下で著しく減退し→作用 減弱（24対訳） 

Beta-adrenergic blockers can weaken or inhibit the 

effect of Drug A. 

βアドレナリン遮断薬は薬剤Aの作用を減弱又は

阻害する可能性がある。 

Coenzyme Q10 (ubidecarenone) and St. John's 

wort are associated most often with a DECREASE 

in the effects of Drug A. 

コエンザイムQ10（ユビデカレノン）及びセイヨウオト

ギリソウは、薬剤Aの作用を「減弱」させる。 

Concomitant use of certain inhibitors of this 

enzyme results in reduced plasma concentrations 

of the active metabolite of Drug A and a reduction 

in platelet inhibition. 

この酵素のある特定の阻害薬と併用投与すると、

薬剤Aの活性代謝物の血漿中濃度が低下し、

血小板阻害作用が減弱する。 

 

阻害に基づく→阻害に起因する（6対訳） 

Many of the side effects of these drugs are due to 

the inhibition of normal prostaglandin synthesis by 

Enzyme A inhibition. 

これらの薬剤の副作用の多くは、酵素Aの阻害に

よる正常なプロスタグランジン合成の阻害に起因

するものである。 

These Drug A-related effects on body 

temperature were attributed to monoamine 

reuptake inhibition, although increases in physical 

activity may have contributed. 

これらの薬剤 A に関連した体温に対する影響はモ

ノアミン再取り込み阻害に起因するものであった

が、身体活動の亢進が寄与した可能性もある。 
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