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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 49） 

 

（６）授乳婦 

9.6 授乳婦 

授乳しないことが望ましい。乳汁移行に関するデータはないが、主活性代謝物である M5 は BCRP の基質であるため、乳汁

移行の可能性がある。 

<解説> 

本剤の乳汁移行等に関する情報はないものの、本剤の主活性代謝物である M5 は breast cancer resistance protein

（BCRP）の基質であり、BCRP は授乳期に乳腺細胞で発現が増加し、薬物の排出に関与していることが認められている

37)。したがって、M5 が乳汁移行する可能性があり、授乳は推奨できないため、設定した。 

 

授乳婦（36 対訳） 

Although pregnant women take between three and five 

medications, very little research has been conducted on 

the appropriate dosing, safety, and efficacy in pregnant or 

nursing women. 

妊婦は 3 ないし 5 種類の医薬品を服用しているが、妊婦

又は授乳婦における適切な投与法、安全性、有効性に

ついて行われた研究は非常に少ない。 

 

授乳しない（7 対訳） 

It is recommended that females should not breast-feed 

during Drug A treatment or for 2 months after the last 

dose. 

女性は薬剤 A の投与中又は最終投与後の 2 カ月間にわ

たって授乳しないことが望ましい。 

 

乳汁移行（4 対訳） 

Since Drug A is extremely unlikely to be excreted in milk, 

Drug A detected in the serum of offspring is considered 

attributable to prenatal exposure to Drug A, not to milk 

ingestion. 

薬剤 A は乳汁移行する可能性が極めて低いことから、出

生児の血清中に検出された薬剤 A は乳汁摂取に起因し

たものではなく、出生前の薬剤 A 曝露に起因したものと考

えられる。 

 

乳汁移行→乳汁 移行（22 対訳） 

Studies in rats show that Drug A is excreted in milk at 

concentrations similar to those in plasma. 

ラットを用いた試験により、薬剤 A は血漿中濃度と

同等の濃度で乳汁中に移行することが示されてい

る。 
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の基質（70 対訳） 

In a study in HEK293 cells transfected with hOAT1 or 

hOAT3, the effects of Drug A on the transport of 

benzylpenicillin, a substrate of OAT3, were investigated. 

hOAT1 又は hOAT3 を導入した HEK293 細胞を用いた試

験では、OAT3 の基質であるベンジルペニシリンの輸送に対

する薬剤 A の影響を検討した。 

 

の可能性がある→する可能性がある（93 対訳） 

Alkalinization of urine to pH > 6.5 with potassium citrate 

may dissolve stones 

クエン酸カリウムで尿を pH 6.5 超にアルカリ化することによ

り、結石が溶解する可能性がある。 

As the exposure increases, there may be a possibility 

that an elevation in AST and ALT may occur at 

earlier timing or with greater severity or frequency. 

曝露量が増加するにつれて、AST 及び ALT の上昇

がより早期に、あるいはより高い程度又は頻度で発

現する可能性がある。 

It is likely that Drug A is secreted into breast milk. 薬剤 A は母乳中に移行する可能性がある。 

 

に関する情報はない（2 対訳） 

There is no information regarding the presence of Drug A 

in human milk, the effects on the breastfed infant, or the 

effects on milk production. 

ヒト乳汁への薬剤 A の移行、母乳で育てられる乳児への

影響、乳汁生成への影響に関する情報はない。 

 

授乳期（35 対訳） 

At 500 mg/kg, F0 maternal body weights were reduced 

during gestation and lactation. 

500mg/kg では F0 母動物の体重が妊娠期及び授乳期に

減少した。 

 

発現が増加（3 対訳） 

In the chromosomal aberration assay, the expression of 

structural chromosome aberration increased at 

concentrations ≥ 5.0 µg/mL in the presence of S9mix 

and at concentrations ≥ 0.5 µg/mL in the absence of 

S9mix by continuous treatment. 

染色体異常試験では、連続処理したとき、S9mix 存在下

で 5.0µg/mL 以上の濃度、S9mix 非存在下で 0.5µg/mL

以上の濃度において染色体構造異常の発現が増加した。 

 

発現が増加→発現 増加（34 対訳） 

Development of drug resistance, due to increased 

expression of the multidrug resistance protein 1 (MDR1) 

gene encoding for a multidrug efflux pump, has been 

reported. 

多剤排出ポンプをコードする多剤耐性タンパク質 1

（MDR1）遺伝子の発現増加による薬剤耐性の出現

が報告されている。 
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薬物の排出（4 対訳） 

Enterohepatic circulation may slow down drug elimination, 

as evident in increased drug exposure, lower clearance, or 

longer terminal elimination half-life. 

腸肝循環は、薬剤曝露量の増加、クリアランスの低下、

終末相消失半減期の延長に示されるように、薬物の排出

を遅くすると考えられる。 

 

推奨できない（3 対訳） 

Dosing for patients with bilirubin > 2 mg/dL cannot be 

recommended. 

ビリルビン 2mg/dL 超の患者に対する投与は推奨できな

い。 

 

推奨できない→推奨されない（15 対訳） 

Drug A monotherapy, however, is not recommended 

because of the results of Study A, which did not 

demonstrate prolonged survival of patients in the 

Drug A monotherapy group. 

しかし、試験 A の結果では薬剤 A 単独投与群

で患者の延命効果が認められなかったため、薬

剤 A の単独投与は推奨されない。 
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