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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 52） 

 

７．相互作用  

（１）併用禁忌とその理由  

設定されていない 

（２）併用注意とその理由 10.2 併用

注意（併用に注意すること） 薬剤名

等 

臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

CYP3A阻害剤  

イトラコナゾール、クラリスロマイシン、ジ

ルチアゼム等  

グレープフルーツジュース  

［16.4、16.7.1参照］ 

副作用の発現頻度及び重症度が増

加するおそれがあるので、CYP3A阻害

作用のない薬剤への代替を考慮するこ

と。  

やむを得ず併用する際には、患者の状

態を慎重に観察し、副作用発現に十

分注意すること。 

CYP3A阻害剤との併用により、本剤の

代謝が阻害され、血漿中濃度が上昇

する可能性がある。 

CYP3A誘導剤  

リファンピシン、フェニトイン、モダフィニル

等  

［16.4、16.7.2参照］ 

本剤の有効性が減弱するおそれがある

ので、CYP3A誘導作用のない薬剤へ

の代替を考慮すること。 

CYP3A誘導剤との併用により、本剤の

代謝が亢進し、血漿中濃度が低下す

る可能性がある。 

CYP3Aの基質となる薬剤  

ミダゾラム、シンバスタチン、リバーロキサ

バン等  

［16.7.3参照］ 

副作用の発現頻度及び重症度が増

加するおそれがあるので、これらの薬剤

と併用する際には、患者の状態を慎重

に観察し、副作用発現に十分注意す

ること。 

CYP3Aの基質となる薬剤との併用によ

り、併用薬の代謝が阻害され、併用

薬の血漿中濃度が上昇する可能性が

ある。 

 

相互作用（249 対訳） 

Drug A is characterized by low potential for drug-drug 

interaction. 

薬剤 A は薬物相互作用が起こりにくいのが特徴である。 

Drug A is prone to drug interactions. 薬剤 A は薬物相互作用を起こしやすい。 

 

併用禁忌（8 対訳） 

Contraindications for Co-administration (Do not 

co-administer with the following.) 

併用禁忌（併用しないこと） 

 

設定されていない→設定されている（31 対訳） 

A separate specification for deamidation product has 脱アミド体については別規格が設定されている。 
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been established. 

 

併用注意（8 対訳） 

Precautions for Co-administration (This drug should be 

administered with caution when co-administered with the 

following.) 

併用注意（併用に注意すること） 

 

CYP3A4 阻害剤→CYP3A4 阻害薬（46 対訳） 

Long-term treatment data raised no specific safety 

concerns for patients receiving Drug A with CYP3A4 

inhibitors. 

長期投与データから、薬剤 A と CYP3A4 阻害薬の併用投

与を受けた患者に特段の安全性上の懸念は提起されなか

った。 

 

CYP3A 誘導剤→CYP3A 誘導薬（12 対訳） 

If concomitant use of strong inhibitors or strong inducers 

of CYP3A4 is unavoidable, monitor patients closely for 

adverse reactions when taking strong inhibitors or loss of 

efficacy when taking strong inducers. 

CYP3A4 の強力な阻害薬又は誘導薬の併用投与が避け

られないならば《やむを得ないならば》、強力な阻害薬を服

用するときには副作用について、強力な誘導薬を服用する

ときには効果の減弱について患者を詳しく経過観察する。 

 

の基質となる（5 対訳） 

Drugs that act as Enzyme A substrates and would require 

special attention are famciclovir and sulindac, whose 

effect may be decreased by concomitant Drug A. 

酵素 A の基質となる薬剤で、特に注意を必要とするのは、

薬剤 A の併用により効果が減弱する可能性があるファムシ

クロビルとスリンダクである。 

 

措置方法→措置（54 対訳） 

Action taken on study drug: 

- no change 

- temporary discontinuation 

- permanent discontinuation 

- other actions 

治験薬に対する措置《対策》 

- 変更なし 

- 一時中止 

- 完全中止 

- その他の措置 

 

副作用の発現頻度（5 対訳） 

It is necessary to inform the patients regarding the 

frequency of these side effects before initiating 

treatment with Drug A. 

薬剤 A の投与を開始する前に、患者にはこれらの副作用

の発現頻度について説明する必要がある。 
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への代替を考慮する→切り替え 考慮（2 対訳） 

In patients who have been initially treated with digitalis 

preparations but need to have heart rate controlled during 

exercise or do not respond well, concomitant use of 

beta-blockers with the digitalis preparations, or switch to 

beta-blockers alone or in combination with calcium 

antagonists is potentially considered. 

当初はジギタリス製剤で治療されていたが、運動時に心

拍数を調節する必要がある患者あるいは効果不十分で

ある患者では、β遮断薬をジギタリス製剤と併用投与す

るか、β遮断薬の単独投与又はβ遮断薬とカルシウム拮

抗薬の併用投与への切り替えが考慮される。 

 

への代替を考慮する→切り替え 検討（3 対訳） 

Serum creatinine levels should be closely monitored in 

these patients, and, if increases occur, consideration 

should be given to changing to oral voriconazole therapy. 

これらの患者では血清クレアチニン濃度を十分に経過

観察し、血清クレアチニン濃度が上昇した場合、薬剤

A の経口投与への切り替えを検討する。 

 

やむを得ず（7 対訳） 

If the administration is unavoidable, blood coagulation 

should be checked, and the dose adjusted according to 

the results. 

やむを得ず投与する場合は、血液凝固検査を行い、その

結果に応じて用量調節する。 

 

患者の状態を慎重に観察し→慎重 経過観察（41 対訳） 

Pregnant women with hypertension should be carefully 

monitored and managed accordingly. 

高血圧の妊婦は慎重に経過観察し、適宜治療を行う。 

 

十分注意する→十分 注意（21 対訳） 

The newborn infant is more sensitive than adults to many 

drugs and, for this reason, obstetricians and pediatricians 

exert great care in administering drugs to the newborn or 

to an expectant mother during childbirth. 

新生児は成人よりも多くの薬剤による影響を受けやすく、

そのため、産科医及び小児科医は新生児又は妊婦に薬

剤を投与する際に十分な注意を払う。 

With this study design, careful attention has to be paid to 

carry-over effects. 

この試験デザインでは、キャリーオーバー効果《持ち越し効

果》に十分な注意を払う必要がある。 

 

有効性が減弱する（3 対訳） 

However, decreased efficacy may result from continued 

treatment at doses below 10 µg. 

しかし、10µg 未満の用量で投与を継続する結果、有効性

が減弱することがある。 
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有効性が減弱する→効果 減弱（19 対訳） 

Co-administration of Drug A and medicinal products which 

are affected by the induction of these enzymes may result 

in decreased concentrations and loss of efficacy. 

薬剤 A をこれら酵素の誘導により影響を受ける医

薬品と併用投与すると、濃度の低下及び効果の

減弱につながることがある。 

 

危険因子（110 対訳） 

A family history of drug problems seems to be one of the 

most powerful risk factors for the development of drug 

dependency or drug abuse. 

薬物問題の家族歴が、薬物依存又は薬物乱用の発生

に関わる最も強力な危険因子の 1 つと思われる。 

Age and gender are risk factors beyond your control. 年齢と性別は制御不可能な《不可抗力の》危険因子で

ある。 

 

血漿中濃度が上昇する（4 対訳） 

If metabolism decreases due to hepatic impairment, the 

plasma concentration of Drug A may increase. 

肝機能障害により代謝が低下した場合、薬剤 A の血漿

中濃度が上昇する可能性がある。 
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