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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 54） 

 

<解説> 

発現頻度は本邦における効能又は効果、用法及び用量に準じ、国際共同第Ⅱ相試験（STARTRK-2試験）のNTRK融

合遺伝子陽性の固形癌患者及びROS1融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者の結果より算出した。なお、ALKA試験、

STARTRK-1試験、STARTRK-2試験の3試験（安全性解析対象集団339例）における統合解析結果は各項に記載す

る。 

11.1.1 ALKA試験、STARTRK-1試験、STARTRK-2試験の3試験（安全性解析対象集団339例）において、心臓障害が

認められていることから設定した（添付文書「11. 副作用」の発現頻度の集計に用いられているのは、STARTRK-2試験の

NTRK融合遺伝子陽性の固形癌患者及びROS1融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌患者における成績である）。本剤投

与開始前及び本剤投与中は適宜心機能（心電図、心エコー等）、CK等の検査を行うなど、患者の状態を十分に確認す

ること。 

〈心臓障害の発現状況注1）〉 

心臓障害（QT間隔延長を除く）に関連する事象は48例（14.2%）、うちGrade 3以上の事象は16例（4.7%）に発現した。重

篤な事象は14例（4.1%）に発現し、うち2例は心肺停止により、1例は心原性ショックにより死亡した。なお、心肺停止2例及

び心原性ショック1例と本剤との関連性は報告医師により否定されている。 

 

発現頻度→発現率（398対訳） 

Adverse event tables show the incidence of adverse signs 

and symptoms with onset dates occurring within the 

treatment period (i.e., after or on the day of initiation of 

Drug A therapy until 30 days after the last dose of Drug 

A) or pre-existing adverse events that worsened in 

severity during treatment. 

有害事象の表には、発現の日付が投与期間中（すなわ

ち、薬剤A投与開始日から薬剤A最終投与の30日後ま

で）である有害な徴候及び症状の発現率、あるいは投与

中に重症度が悪化した既存の有害事象の発現率を示

す。 

 

国際共同第Ⅱ相試験→国際共同 試験（10対訳） 

The rationale for participation of Japanese subjects in the 

global Phase III studies is described below. 

これらの国際共同第III相試験に日本人被験者が参加す

る根拠を以下に記述する。 

 

固形癌患者→固形癌 患者（21対訳） 

The product is used to obtain the comprehensive genomic 

profile of tumor tissue of patients with solid cancers. 

本品は、固形癌患者の腫瘍組織についての包括的なゲ

ノムプロファイルを入手するために用いられる。 

 

 

 

安全性解析対象集団（26対訳） 
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Of the safety analysis set, 7 subjects in the 100 mg group 

(adverse events, 2 subjects; protocol deviation, 1 subject; 

lost to follow-up, 2 subjects; other reasons, 2 subjects) 

discontinued the study. 

安全性解析対象集団のうち、100mg群の7例（有害事象2

例、治験実施計画書逸脱1例、追跡不能2例、その他の

理由2例）が試験中止となった。 

 

統合解析結果→統合解析 結果（3対訳） 

The Table 1 given in page 10 shows the results of the 

integrated analysis of the study data including the 

referenced data. Please conduct an analysis of the data 

excluding the referenced data, and present the analysis 

results. 

10ページに載っている表1は参考資料を含む試験データの

統合解析の結果を示しています。参考資料を除いたデー

タについて解析を行い、その解析結果を提示してください。 

 

統合解析結果→統合解析（12対訳） 

A pooled analysis of a total of 1000 patients enrolled into 

5 studies was performed. 

5試験に組み入れられた合計1000例の患者について

統合解析を行った。 

 

の集計（8対訳） 

Adverse events with missing severity grades will be 

categorized as "missing" for tabulation of adverse events 

by toxicity grades. 

重症度が不明の有害事象は、毒性グレード別の有害事

象の集計で「欠測」に分類される。 

 

投与開始前（42対訳） 

… prior to the start of cimetidine, and subsequently at 4, 

8, and 12 weeks after the start of cimetidine. 

シメチジンの投与開始前及びそれ以降はシメチジンの投

与開始の4、8、12週間後に、～。 

Baseline specimens for culture must be taken from 

all patients before the start of Drug A treatment, 

regardless of previous results. 

ベースラインの培養検査用検体は、過去の結果に関

係なく、薬剤 A の投与開始前にすべての患者から採

取することとする。 

 

投与中（460対訳） 

A high dose of Drug B also completely suppressed 

symptoms during treatment but, in contrast to Drug A, 

removal of Drug B rapidly led to a strong rebound. 

高用量の薬剤Bも投与中に症状を完全に抑制したが、薬

剤Aとは対照的に薬剤Bの中止は急速に強いリバウンドに

つながった。 

A physician should be available during each Drug A 

administration, i.e., until the complete infusion has 

been given and 1 hour after the end of the infusion. 

薬剤 A の各投与中、すなわち点滴静注が完全に終

了し、点滴静注の終了から 1 時間後まで医師が立ち

会う。 

 

適宜（48対訳） イ
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Any new information regarding the safety profile of the 

study drug that is identified between Investigator’s 

Brochure updates will be communicated as appropriate. 

治験薬概要書の更新と更新の間に確認された治験薬安

全性プロファイルに関する新たな情報は、適宜報告され

る。 

 

患者の状態を十分に確認する→状態 確認（33対訳） 

If prolonged administration is indispensable, administer 

this drug with care after fully confirming the patient's 

condition, existence of symptoms, etc. 

投与の延長がやむを得ないならば、患者の状態や症状の

有無などを十分確認した上で慎重に本剤を投与する。 

 

患者の状態を十分に確認する→患者の状態（45対訳） 

Since adverse reactions including impaired renal, hepatic, 

and pancreatic functions may occur, patient's condition 

should be carefully monitored through frequent laboratory 

examinations. 

腎機能障害、肝機能障害、膵機能障害などの副

作用があらわれることがあるので、頻回の臨床検査

により患者の状態を慎重に経過観察する。 

 

QT間隔延長（32対訳） 

If an investigational drug belongs to a therapeutic class 

that has been associated with QT interval prolongation, 

active controls should be selected from other members of 

the same class to permit a comparison of effect sizes. 

QT間隔延長が確認されている薬剤群に属する治験薬に

ついては、作用の大きさが比較できるように、同じ薬剤群

に属する他の薬剤から実薬対照を選択する。 

In the event of overdosage with a QT 

interval-prolonging drug, …. 

QT 間隔延長作用のある薬剤を過量投与した場合

には、～。 

 

に発現した（105対訳） 

Adverse events leading to treatment discontinuation 

occurred in 10.0% (10 of 100) of subjects in the Drug A 

group and 15.0% (15 of 100) of subjects in the Drug B 

group. 

投与中止に至った有害事象は薬剤A群で被験者の

10.0％（100例中10例）、薬剤B群で被験者の15.0％

（100例中15例）に発現した。 

 

重篤な事象（4対訳） 

With longer duration of use of NSAIDs, there is a trend 

for increasing the likelihood of developing a serious event 

at some time during the course of therapy. 

NSAIDの投与期間が長くなるに伴い、投与期間中のいず

れかの時点に重篤な事象が発現する可能性が高まる傾向

にある。 

 

重篤な事象→重篤な 事象（292対訳） 

A facsimile transmission does not preclude mailing of the 

serious adverse event page. 

ファックス送信すれば重篤な有害事象のページを郵

送しなくてもよいというわけではない。 
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心肺停止（4対訳） 

A third death due to cardiopulmonary arrest, reported 

after database lock, occurred in a patient treated with 

Drug A on Day 100. 

心肺停止による3件目の死亡はデータベース固定後に報

告されたもので、薬剤A投与患者に100日目に起こった。 

 

 

により死亡した（3対訳） 

Five subjects died as a result of serious adverse events 

(SAEs): 

• A 57-year old subject died due to a cardiorespiratory 

arrest. 

• A 44-year old subject died due to pulmonary embolism 

secondary to DVT due to paresis. 

• A 46-year old subject died due to acute respiratory 

failure. 

• An 83-year old subject died because of a general 

deterioration in health due to the disease under study. 

• A 68-year old subject died due to respiratory failure. 

被験者5例が重篤な有害事象（SAE）により死亡した。 

- 57歳の被験者は心肺停止により死亡した。 

- 44歳の被験者は麻痺によるDVTに伴う二次的な肺塞

栓症により死亡した。 

- 46歳の被験者は急性呼吸不全により死亡した。 

- 83歳の被験者は対象疾患による全般的な健康状態の

悪化のため死亡した。 

- 68歳の被験者は呼吸不全により死亡した。 

 

により死亡した→で死亡した（25対訳） 

A patient from Study A died from laryngeal edema 

considered of allergic origin. 

試験Aの患者1例がアレルギーに起因すると考えられ

る喉頭浮腫で死亡した。 

 

否定されている→否定され（31対訳） 

A serious adverse event was reported in 1 subject in the 

placebo group (dehydration), but a causal relationship of 

the event to the study drug was ruled out. 

プラセボ群の被験者1例に重篤な有害事象（脱水）が報

告されたが、この事象と治験薬の因果関係は否定され

た。 
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