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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 51） 

 

（７）小児等 

9.7 小児等 

<NTRK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌> 

小児等に製造販売用製剤である本剤を投与した臨床試験は実施していない。また、4 歳未満の患者に対する本剤の用

法及び用量について、十分な検討は行われていない。 

<ROS1 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌> 

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。 

 

<解説> 

<NTRK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌> 

小児患者に対する臨床試験 STARTRK-NG 試験は、製造販売用製剤とは別の製剤を用いて行われ、小児患者に対し

て製造販売用製剤である本剤を投与した臨床試験は実施していないため、その旨を記載した。 

また、本剤の製造販売用製剤を小児に投与した経験はないことから、小児患者における製造販売用製剤の用法用量を

検討するために、STARTRK-1 試験、STARTRK-2 試験、STARTRK-NG 試験の PK データに基づき、母集団薬物動態

解析モデルを構築し、modeling & simulationにより 4歳以上の小児用量の予測を行った。4歳未満の小児用量ついては、

主代謝酵素であるCYP3Aの発現量が発達過程で変化することから、その発現量変化を考慮したPBPKモデルによる予測

を行った。その結果、生後 6カ月以上小児に対して、成人に 600mgを投与したときの曝露範囲と同様になるときの用量は、

300mg/m2であることが示唆されたが、4歳未満の小児における PKデータが限られており、当該モデルの適切性に関する検

証が十分に行われていないことから、十分な検討は行われていない旨を記載した。 

<ROS1 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌> 

本剤の承認時に用いた臨床成績における ROS1 融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者は成人を対象としていたことから、

小児に対する臨床試験は行われていない旨を記載した。 

 

融合遺伝子陽性（16 対訳） 

Patients had 17 unique TRK fusion–positive tumor types. 患者には 17種類のTRK融合遺伝子陽性の腫瘍が認めら

れた。 

 

進行・再発の固形癌→進行 固形癌（16 対訳） 

Advanced or recurrent, microsatellite instability-high 

(MSI-H) solid tumors exhibiting progression after 

chemotherapy (only when management cannot be 

化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテラ

イト不安定性（MSI-H）を有する固形癌（標準的治療で管

理が困難な場合に限る） 
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achieved with standard therapies) 

 

製造販売用製剤→販売用製剤（2 対訳） 

Therefore, it is reasonable to extrapolate the efficacy 

results of Drug A from the subject populations to the 

general population in the U.S. that is expected to use the 

drug product to be marketed. 

したがって、これらの被験者集団で得られた薬剤 A の有効

性成績については、販売用製剤の使用が予想される米国

の一般集団に外挿することは妥当である。 

 

製造販売用製剤→市販用製剤（3 対訳） 

The bioequivalence of the proposed commercial 

formulations of 10 mg, 50 mg, and 100 mg tablets was 

established. 

申請されている市販用製剤（10mg 錠、50mg錠、

100mg 錠）の生物学的同等性が確立された。 

 

十分な検討は行われていない→十分 検討（27 対訳） 

Most drugs and biologics have not been adequately 

tested in the pediatric population. 

ほとんどの医薬品及び生物製剤は小児集団を対象に十

分に検討されていない。 

 

切除不能（66 対訳） 

A phase II study was initiated in patients with 

unresectable malignant melanoma who had received prior 

therapy with ipilimumab in January 2010. 

2010年 1月、イピリムマブによる前治療を受けた根治切除

不能な悪性黒色腫の患者を対象に第 II 相試験が開始さ

れた。 

 

進行・再発の非小細胞肺癌→再発 非小細胞肺癌（3 対訳） 

This application is mainly based on the result from Part 1 

of Study A conducted by Company A in patients with 

chemotherapy-naive Stage IV or recurrent non-small cell 

lung cancer (NSCLC). 

この申請は、化学療法未治療のステージⅣ又は再発性

の非小細胞肺癌（NSCLC）の患者を対象に会社 Aによっ

て行われた試験Aのパート 1の結果に主に基づいたもので

ある。 

 

臨床試験は実施していない→臨床試験 行われていない（4 対訳） 

No clinical studies have been carried out to compare the 

efficacy of Drug A relative to other therapies. 

薬剤 A の有効性を他の治療薬と比較する臨床試験は行

われていない。 

 

その旨を記載した→その旨（24 対訳） 
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The patient's refusal to undergo a procedure contrary to 

medical advice should be documented clearly in the 

medical chart. 

医師の助言に反して患者が処置を受けるのを拒否したと

き、その旨を診療録《カルテ》に明記する。 

Values below the lower limit of quantification of 

approximately 0.5 ng/mL and missing values will be 

labeled accordingly. 

定量下限値である約 0.5ng/mL よりも低い数値及び欠測

値はその旨を表示する。 

When such products are approved as new drugs, this 

fact is made public. 

こうした製品が新医薬品として承認されたとき、その旨

が公表される。 

 

投与した経験はない→使用経験 ない（24 対訳） 

Safety has not been established in these patients 

because of luck of clinical experience. 

これらの患者においては、使用経験がないため、安全性が

確立されていない。 

 

母集団薬物動態解析モデル（1 対訳） 

The estimates of the main parameters (total body 

clearance, volume of central compartment, and volume of 

peripheral compartment) of the population 

pharmacokinetic analysis model were in agreement with 

the parameter values, with differences not exceeding 6%. 

母集団薬物動態解析モデルの主要なパラメータ（全身ク

リアランス、中央コンパートメントの容積、末梢コンパートメ

ントの容積）の推定値は、パラメータの数値と一致してお

り、差は 6％を超えなかった。 

 

主代謝酵素（1 対訳） 

One of the primary metabolizing enzymes for Drug A is 

CYP1A1, and CYP1A2 is also involved in the metabolism 

of Drug A. 

薬剤 Aの主代謝酵素の 1つが CYP1A1で、CYP1A2も薬

剤 A の代謝に関与している。 

 

主代謝酵素→主 代謝酵素（5 対訳） 

Major metabolic enzymes of Drug A in humans were 

inferred to include butyrylcholinesterase, glucuronidation 

enzyme, and CYP isoenzymes. 

ヒトにおける薬剤 A の主な代謝酵素はブチリルコリン

エステラーゼ、グルクロン酸抱合酵素、CYP分子種と

推察された。 

 

の発現量（8 対訳） 

The PD-L1 expression level was low in the B16-F10 cell 

line, but moderate to high in MC38 and Renca cell lines. 

PD-L1 の発現量は B16-F10 細胞株で低値であったが、

MC38細胞株及びRenca細胞株では中等度ないし高度で

あった。 

イ
ー

ト
モ



4 

 

発達過程で→発育過程で（2 対訳） 

Even if delayed ossification occurs in humans, it will 

resolve during the fetal growth period until the delivery. 

骨化遅延がヒトで発現したとしても、分娩までの胎児の発

育過程で回復する。 

 

生後 6 カ月→生後 カ月（26 対訳） 

Following treatment with Drug A inhalation suspension, the 

immune responsiveness to varicella vaccine was evaluated 

in 200 pediatric patients with asthma who were 12 months 

to 8 years old in an open-label, nonrandomized clinical 

study. 

非盲検非ランダム化臨床試験において、生後 12カ月～8

歳の小児喘息患者 200 例に薬剤 A 吸入用懸濁液の投

与後、水痘ワクチンに対する免疫反応を評価した。 

 

を投与したときの曝露範囲→投与したとき 曝露量（24 対訳） 

Serum exposure to Drug A with 400 mg bid at steady 

state was 30% higher than with 800 mg qd. 

薬剤 A を 400mg で 1 日 2回投与したときの定常状態にお

ける血清中曝露量は、800mg で 1 日 1 回投与したときより

も 30％高かった。 

 

検証が十分に行われていない→検証 十分（3 対訳） 

Although Drug A can effectively increase hemoglobin 

levels, its effect on clinical outcomes in these patients 

has not been adequately tested. 

薬剤 Aにはヘモグロビン濃度を上げる効果があるが、これら

の患者の臨床転帰に対する効果は十分に検証されていな

い。 

 

旨を記載した→旨を記載（2 対訳） 

The informed consent form must include a statement that 

the sponsor and regulatory authorities have direct access 

to subject records. 

同意書には、治験依頼者及び規制当局が被験者の記録

を直接閲覧する旨を記載してなければならない。 

 

の承認時（3 対訳） 

Company A is seeking to establish Drug A as an RA 

biopharmaceutical with better efficacy compared to 

anticipated standard of care at the time of its approval. 

会社 A は、薬剤 A をその承認時に予想される標準治療

よりも有効性が優れる RA のバイオ医薬品として確立しよ

うとしている。 
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