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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 47） 

 

（４）生殖能を有する者 

9.4 生殖能を有する者 

9.4.1 妊娠可能な女性患者には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよう指導すること。［9.5 参

照］ 

9.4.2 パートナーが妊娠する可能性のある男性患者には、本剤投与中及び投与終了後一定期間は適切な避妊を行うよ

う指導すること。［15.2.2 参照］ 

<解説> 

9.4.1 及び 9.4.2 エヌトレクチニブをラットの妊娠 6～17日に投与したところ、胚・胎児に対する影響がみられた。母動物の毒

性（体重増加量の減少及び摂餌量低下）及び外表及び骨格異常を含む胚・胎児毒性が 200 mg/kg/日で認められた

（最高推奨臨床用量［MRHD］における AUC0-24h の 2.6 倍）。胎児体重の減少が 50mg/kg/日以上でみられ（MRHD に

おけるAUC0-24hの 0.9倍）、12.5mg/kg/日では胚・胎児発生に対する影響はみられなかった（MRHDにおけるAUC0-24h

の 0.2 倍）。 また、ラットを用いた小核試験において臨床曝露量の約 3.7 倍に相当する用量では陰性であったが、in vitro

染色体異常試験において臨床曝露量の約 8.6 倍に相当する濃度で異数性誘発が報告されている。 上記所見に基づき、

妊娠可能な女性及びパートナーが妊娠する可能性のある男性には、避妊が必要と考えたため、設定した。なお、投与終

了後の避妊期間として、本剤の半減期及び、女性は月経周期を考慮して 5 週間、男性は精子周期を考慮して 90 日間

を目安とすること。 

生殖能を有する者（1 対訳） 

Patients with Reproductive Potential 生殖能を有する者 

 

妊娠可能な（34 対訳） 

female of childbearing potential suspected of being 

pregnant 

妊娠可能な女性で、妊娠が疑われる女性 

Females of childbearing potential should use two 

forms of effective contraception while taking Drug A. 

妊娠可能な女性は、薬剤 A を服用している間、2 種

類の効果的な避妊を使用することとする。 

 

適切な避妊（10 対訳） 

In order to participate in this study it is mandatory that 

you use an appropriate birth control method because it is 

not yet known if the study drug may negatively affect the 

unborn child. 

治験薬が胎児に悪い影響を及ぼすかについてはまだわかっ

ていないので、本試験に参加するためには、適切な避妊法

を用いていただくことになります。 

 

指導する（11 対訳） 
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Patients are encouraged to measure their body weight 

regularly and report to the investigator any body weight 

change of more than 2 kg as compared to their pre-study 

body weight. 

患者に対して、定期的に自分の体重を測定し、試験前の

体重と比べて 2kg 超の体重増加があれば治験責任医師

に報告するよう指導する。 

 

パートナーが妊娠する可能性のある→パートナー 妊娠（7 対訳） 

For this reason, contraception should be used by male 

patients whose partner is of childbearing potential. 

このため、男性患者のパートナーが妊娠する可能性のある

場合、避妊を行う必要がある。 

 

妊娠 6～17 日→妊娠 日目（59 対訳） 

Drug A administration between gestation days 20 and 132 

did not induce maternal or developmental toxicities. 

妊娠 20 日目から妊娠 132 日目の間に薬剤 A を投与し

たとき、母体毒性又は発生毒性は誘発されなかった。 

 

胚・胎児に対する影響→胚・胎児 影響（13 対訳） 

There were no effects on the embryo-fetal development 

at the cesarean section of the mated non-treated 

females. 

交配した無処置雌の帝王切開時に胚・胎児発生に対す

る影響はなかった。 

 

母動物の毒性→母体毒性（24 対訳） 

Although no teratogenicity or fetotoxicity was observed in 

the rabbit, maternal toxicity was found. 

ウサギにおいて催奇形性又は胎児毒性は認められなかっ

たが、母体毒性は確認された。 

 

体重増加量の減少（9 対訳） 

decreased body weight gain 体重増加量の減少 

 

体重増加量の減少→体重増加抑制（26 対訳） 

Cross-fostering vehicle litters to treated dams and vice 

versa demonstrated that the lower body weight gain in 

pups noted in the high dose group during the lactation 

period occurred after exposure to Drug A via the milk and 

was not due to in utero exposure. 

溶媒群の出生児を投与群の母動物に、投与群の出

生児を溶媒群の母動物に交差哺育させたところ、高

用量群の出生児で授乳期に認められた体重増加抑

制は、乳汁を介した薬剤 A に曝露したことによるもの

であり、子宮内曝露に起因するものではないことが明

らかになった。 

 

摂餌量低下→摂餌量減少（16 対訳） 

A decrease in maternal body weight and food 

consumption occurred in the vehicle, 5 and 10 

mg/kg/day groups. 

溶媒群、5mg/kg/日群、10mg/kg/日群では母動物の体

重減少及び摂餌量減少が起こった。 

decrease in food intake 摂餌量減少 
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骨格異常（14 対訳） 

In the fetuses, the incidence of skeletal anomalies (fused 

sternum, abnormal alignment of the thoracic spine, fused 

coccyx, etc.) tended to increase at ≥ 200 mg/kg/day. 

これらの胎児では、200mg/kg/日以上で骨格異常（胸骨

癒合、胸椎配列異常、尾骨癒合等）の発現率が上がる傾

向にあった。 

 

胚・胎児毒性（7 対訳） 

Drug A did not induce any embryo-fetal toxicity at doses 

up to 1000 mg/kg. 

薬剤 A は 1000mg/kgの用量まで胚・胎児毒性を引き起こ

さなかった。 

 

胎児体重の減少（12 対訳） 

In rats, decreased fetal weights, decreased survival 

index, increased prenatal loss, a slightly increased 

duration of pregnancy, and an increased spontaneous 

activity in some male and female offspring were observed 

at 500 mg/kg. 

ラットでは、胎児体重の減少、生存率の低下、出生前死

亡の増加、妊娠期間のわずかな延長、一部の雌雄の出生

児における自発運動の亢進が 500mg/kg で認められた。 

 

ラットを用いた小核試験（2 対訳） 

Drug A was not genotoxic in the micronucleus test in male 

rats under conditions where the positive control exerted 

potent mutagenic effects. 

薬剤 A は、雄ラットを用いた小核試験で、陽性対照が強

力な変異原性作用を示す条件下において遺伝毒性を示

さなかった。 

 

曝露量の約 3.7 倍→曝露量 倍（70 対訳） 

Drug A did not impair male and female fertility in rats at 

oral doses up to 1000 mg/kg/day (approximately 10-fold 

human exposure based on the AUC0-24). 

薬剤 A は、ラットに 1000mg/kg/日の用量まで経口投与し

たが（AUC0-24 を基準としてヒト曝露量の約 10 倍）、雌雄

の受精能を障害しなかった。 

In cynomolgus monkeys, Drug A, when administered 

at doses of approximately 0.5 to 5 times the human 

exposure (based on total body surface area), 

resulted in dermatologic findings, including 

inflammation at the injection site and desquamation 

of the external integument. 

カニクイザルにおいて、薬剤 A をヒトの曝露量の約 0.5

～5 倍（総体表面積換算）の用量で投与した結果、

注射部位の炎症及び外皮の落屑などの皮膚所見が

認められた。 

 

異数性（3 対訳） 

Drug A was negative for clastogenic or aneugenic effect. 薬剤 A は染色体異常誘発作用又は異数性誘発作用が

陰性であった。 
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The contraception period should be long enough to ensure 

that the Drug A concentration in blood in females and in 

seminal fluid in males will decrease to below the lower limit 

of quantitation by the end of the contraception period, 

taking into account individual variability in the 

pharmacokinetics. 

避妊期間については、薬物動態の個人差《個体間のば

らつき》を考慮に入れ、女性では血中の薬剤 A 濃度、男

性では精液中の薬剤 A 濃度が定量下限値未満に低下

するのに十分な長さとする。 

 

を考慮して（78 対訳） 

…, taking account of the number of retinal fields in which 

the lesions occur. 

これらの病変が生じた網膜領域の数を考慮して、～。 

…, with consideration of the demographics and 

disease status of the intended patient population. 

想定される患者集団の人口統計学的特性及び疾患

の状態を考慮して、～。 

 

を考慮して→を考慮に入れて（35 対訳） 

Please describe the appropriateness of using Metabolite A, 

in consideration of active metabolites such as Metabolite 

B possibly related to the development of toxic and 

therapeutic effects. 

毒性作用及び治療効果《薬効》の発現に関連してい

る可能性がある代謝物 B のような活性代謝物を考

慮に入れて、代謝物 A を使用することの妥当性につ

いて説明してください。 

 

を考慮して→を踏まえて（81 対訳） 

The 10.0 mg dose of prednisolone was chosen in the light 

of clinical experience and reported adverse effects to 

provide the best chance of reducing progression while 

minimizing complications. 

使用経験及び報告された有害な影響を踏まえて、合

併症を最小化しながら進行を抑制できる可能性が最

大になるにように、プレドニゾロンの 10.0mg用量を選択

した。 

 

目安（27 対訳） 

A 50% or higher reduction in the overall score is generally 

used as a sign of treatment response. 

一般に、総スコアが 50％以上減少することが治療効果の

目安とされる。 
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