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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 26） 

 

３）in vivo抗腫瘍活性 

①TRK融合タンパク質依存性モデル（マウス）14) 

<TPM3-NTRK1融合遺伝子を有する結腸直腸癌細胞株KM12> 

エヌトレクチニブ0.3、1.5、3、15及び30 mg/kgを1日1回経口投与した。0.3 mg/kg投与の腫瘍増殖阻害

率（TGI）は19%であり、1.5 mg/kg投与では36%、3 mg/kg投与では64%、15及び30 mg/kg投与では> 

100%となって腫瘍の退縮を認め、エヌトレクチニブは用量依存的な腫瘍増殖抑制活性を示した。 

 

<MPRIP-NTRK1融合遺伝子を有する非小細胞肺癌細胞株CUTO-3> 

エヌトレクチニブ0.1、0.3、1、3、10及び30 mg/kgを1日1回経口投与することで、エヌトレクチニブによる用

量依存的な腫瘍増殖抑制活性が示された。本試験では、エヌトレクチニブ0.1及び0.3 mg/kg投与での

TGIは16%及び14%、1 mg/kg投与でのTGIは37%、3、10及び30mg/kg投与でのTGIはいずれも>100%であ

った。 

 

抗腫瘍活性（2対訳） 

There does not appear to be any relationship 

between the appearance of antibodies to Drug A 

and the safety or antitumor activity of the 

molecule. 

薬剤A抗体の出現と同分子の安全性又は抗腫

瘍活性に関連性があるとは思われない。 

 

抗腫瘍活性→抗腫瘍作用（22対訳） 

A series of substituted pyrimidine derivatives has 

been synthesized on the basis of the discovery of 

Compound A and screened for antitumor activity. 

化合物Aの発見により一連の置換型ピリミジン誘

導体が合成され、抗腫瘍作用についてスクリーニ

ングが行われた。 

 

融合タンパク質（20対訳） 

Drug A was bound to tropomyosin receptor 

kinase (TRK) fusion proteins and inhibited the 

kinase activities of these fusion proteins. 

薬剤Aはトロポミオシン受容体キナーゼ（TRK）融

合タンパク質に結合し、これらの融合タンパク質の

キナーゼ活性を阻害した。 

Binding of Drug A to human and cynomolgus 

monkey PD-1 was investigated by ELISA using 

recombinant PD-1-Fc fusion protein. 

ヒト及びカニクイザルの PD-1に対する薬剤 Aの結

合性は、組換え PD-1-Fc 融合タンパク質を用い

た ELISA で検討した。 

 

結腸直腸癌（70対訳） 

the expression of VEGF and its receptors in 

human colorectal cancer tissues and human 

colorectal cancer-derived cells 

ヒト結腸直腸癌組織及びヒト結腸直腸癌由来

細胞におけるVEGF及びその受容体の発現状況 

Epidermal growth factor receptor (EGFR) is a 

glycoprotein receptor that is overexpressed in a 

number of tumors, including colorectal cancer. 

上皮増殖因子受容体（EGFR）は結腸直腸癌

など多くの腫瘍で過剰発現している糖タンパク質

受容体である。 
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経口投与した（180対訳） 

A dose-dependent increase in diaphragmatic 

hernias was observed when rats were treated 

with Drug A at oral doses ≥ 30 mg/kg/day 

throughout organogenesis. 

ラットに器官形成期を通じて薬剤Aを30mg/kg/

日以上で経口投与したとき、横隔膜ヘルニアの

用量依存的な悪化が認められた。 

A major toxicological target organ in the rat 

following oral administration of Drug A appears to 

be the liver. 

薬剤 A を経口投与したとき、ラットにおける毒性

作用の主要な標的臓器は肝臓であると思われる 

 

腫瘍増殖阻害（3対訳） 

As compared with the control group, no tumor 

growth inhibitory effect was observed in the Drug 

A group. 

対照群と比較して、薬剤A群では腫瘍増殖阻害

作用が認められなかった。 

As compared with the control group, statistically 

significant tumor growth inhibition was observed 

in the Drug A group and the Drug B group (data 

shown in the following table). 

対照群と比較して、薬剤A群及び薬剤B群では

統計学的に有意な腫瘍増殖阻害が認められた

（データは下表に示す）。 

Tumor growth inhibition by Drug A was examined 

in C57BL/6 mice receiving subcutaneous 

transplantation of B16-F10 cell line derived from 

mouse malignant melanoma. 

薬剤Aによる腫瘍増殖阻害は、マウス悪性黒色

腫に由来するB16-F10細胞株が皮下移植された

C57BL/6マウスで検討した。 

 

腫瘍の退縮→腫瘍 退縮（16対訳） 

A dose of 20 mg/kg resulted in a substantial 

tumor regression after 14 days of treatment. 

20mg/kgの用量では、14日間投与後に著しい腫

瘍退縮となった。 

 

腫瘍の退縮→腫瘍 縮小（25対訳） 

A shrinkage of the tumor size has been found in 

several patients. 

数例の患者で腫瘍の縮小が確認されている。 

 

腫瘍増殖抑制（23対訳） 

Although Drug A has weaker ADCC activity than 

Drug B, it binds to EGFR and inhibits EGFR 

autophosphorylation as with Drug B, and thus it 

may inhibit tumor growth independently of laser 

beam irradiation as with Drug B. 

薬剤Aは薬剤BよりもADCC活性が弱いが、薬

剤Bと同様、EGFRに結合し、EGFRの自己リン

酸化を阻害することから、薬剤Bと同様、レーザ

光照射に依存しない腫瘍増殖抑制作用を示

すと考えられる。 

 

用量依存的な（49対訳） 

A dose-dependent acute toxic reaction, probably 

secondary to vasoconstriction, is most common. 

血管収縮による二次的なものと考えられる用量

依存的な急性毒性反応が最も多くみられる。 イ
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Bilateral intravitreal administration of Drug A to 

cynomolgus monkeys at doses between 

0.25 mg/eye and 2.0 mg/eye once every two 

weeks for up to 26 weeks resulted in 

dose-dependent ocular effects. 

薬剤 A をカニクイザルに 0.25mg／眼ないし 2mg

／眼の用量で 2 週間に 1 回最長 26 週間にわ

たって両眼に硝子体内投与した結果、眼に対

する用量依存的な影響があらわれた。 

Compound A produced dose-dependent 

hypothermia that peaked 60 to 180 minutes 

postinjection. 

化合物 A は用量依存的な低体温を引き起こ

し、注射の 60～180 分後にピークとなった。 
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