
1 

※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 48） 

 

（５）妊婦 

9.5 妊婦 

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

ラットを用いた試験において、外表及び骨格異常等が報告されている。［9.4.1 参照］ 

<解説> 

妊娠ラットにおける所見及び本剤の対象となる疾患の重篤性を鑑み、妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、本

剤の治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与することが適切と考え、設定した。 

 

妊婦（86 対訳） 

Acetaminophen has been used for about 50 years, and 

available data at present indicate that acetaminophen at 

therapeutic doses does not adversely affect the pregnant 

mother or the fetus. 

アセトアミノフェンは約 50年前から使用されており、現在入

手可能なデータから、治療域用量のアセトアミノフェンは妊

婦又は胎児に対して有害な影響を及ぼさないことが示さ

れている。 

 

妊娠している可能性のある（22 対訳） 

Teratogenic effects have been reported in animal studies. 

Administration of this drug is not recommended in 

pregnant women or women who may be pregnant. 

動物実験において催奇形性作用が報告されているので、

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には本剤を投

与しないことが望ましい。 

 

治療上の有益性が危険性を上回る（2 対訳） 

Considering the anticipated risks associated with blood 

coagulation, a caution will be provided to ensure that Drug 

A should be given to pregnant women or women who may 

possibly be pregnant only if the expected therapeutic 

benefits outweigh the possible risks associated with 

treatment. 

血液凝固に関連して予測されるリスクを考慮して、妊婦又

は妊娠している可能性のある女性に対しては、治療上の

有益性が危険性を上回る場合にのみ薬剤 A を投与すべ

きである旨を注意喚起する予定である。 

 

治療上の有益性が危険性を上回る→有益性 上回る（14 対訳） 

The clinical use of Drug A would be acceptable in patients 

expected to receive therapeutic benefits that outweigh 

対象疾患の重篤性を踏まえると、薬剤 A の投与によ

る治療上の有益性が想定される危険性を上回ると予
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the potential risks associated with the treatment, in light 

of seriousness of the target disease. 

想される患者では薬剤Aの臨床使用は許容可能とす

る。 

 

場合にのみ投与する（4 対訳） 

Drug A has been associated with elevations in liver 

function tests and clinical signs of liver damage, such as 

jaundice, and should only be used in patients with severe 

hepatic impairment if the benefit outweighs the potential 

risk. 

薬剤 A に伴い肝機能検査値の上昇及び黄疸などの肝障

害の臨床徴候が認められており、重度の肝機能障害の患

者にはベネフィットがリスクを上回る場合にのみ投与する。 

 

外表及び骨格異常→外表異常（10 対訳） 

A decreased rate of live fetuses, decreases in live fetal 

body weight and placenta weight, and gross external 

anomalies (microphthalmia and ectrodactyly) were noted 

in the 100 mg/kg/day group. 

100mg/kg/日群では、胎児生存率の低下、生存胎児体

重及び胎盤重量の減少、外表異常（小眼球及び欠指）

が認められた。 

 

外表及び骨格異常→骨格異常（14 対訳） 

Fetal external and skeletal abnormalities were increased 

in the 100 mg/kg group. 

100mg/kg 群では胎児の外形異常及び骨格異常が

増加した。 

 

妊娠ラット（18 対訳） 

Analyses of the blood samples collected from pregnant 

rats following 10 daily doses of Drug A showed that …. 

薬剤 A の 10 日間連日投与後、妊娠ラットから採取された

血液試料の分析により、～であることが示された。 

 

疾患の重篤性を鑑み→疾患の重篤性 考慮して（1 対訳） 

Priority review products refer to orphan drugs and 

products designated for priority review by the MHLW in 

consideration of their clinical usefulness and the 

seriousness of the diseases for which they are indicated. 

優先審査品目とは、希少疾病用医薬品並びに臨床的

有用性及び適応症とされる疾患の重篤性を考慮して、厚

生労働省によって優先審査が指定された製品のことであ

る。 

 

設定した→設定 included（16 対訳） 

The applicant included the above precautionary statement 

for the following reasons: … 

申請者は、以下の理由から、上記の注意喚起を設定し

た。 
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