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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 55） 

 

11.1.2 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、QT間隔延

長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）。 

〈QT間隔延長の発現状況注）〉 

QT間隔延長に関連する事象は5例（1.5%）に発現した。5例中4例は投与量を変更せず継続、1例は減量した。5例中4例

が回復し、1例が未回復であった。 

 

安全性解析対象集団（26対訳） 

Thus, the safety analysis set corresponds to the treated 

population. 

このように、安全性解析対象集団が投与集団に相当す

る。 

These subjects were included in the efficacy analysis 

set, but not in the safety analysis set. 

これらの被験者を有効性解析対象集団としたが、安

全性解析対象集団とはしなかった。 

 

添付文書（205対訳） 

Based on the above, it will be stated in the package insert 

that inflammatory changes in the lungs were observed in 

nonclinical studies. 

以上より、非臨床性試験において肺の炎症性変化が認

められたことを添付文書に記載する予定である。 

Company A plans to include MMR rate in the 

proposed US package insert. 

会社 Aは、申請されている米国添付文書にMMR率

を記載する計画である。 

Company A is working with regulatory authorities 

around the world to update the Drug A package 

insert. 

会社 Aは世界中の規制当局と協力して薬剤 Aの添

付文書を更新している。 

 

発現状況（23対訳） 

In response, the regulatory authority asked the applicant 

to explain the occurrence of pulmonary hypertension 

following administration of Drug A including 

post-marketing experiences in foreign countries. 

そこで、規制当局は、諸外国における製造販売後の使用

経験を含め、薬剤A投与後の肺高血圧症の発現状況に

ついて申請者に説明を求めた。 

The occurrence of interstitial lung diseases in the 

clinical studies should be communicated to 

healthcare professionals through the package insert 

or other written materials in an appropriate manner. 

これらの臨床試験における間質性肺疾患の発現状

況は、添付文書又はその他の文書を通じて医療従

事者に適切に通知する。 

 

に関連する事象（4対訳） 
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In addition, there are postmarketing reports of events 

related to reduced lower gastrointestinal tract function 

(e.g., intestinal obstruction, paralytic ileus, constipation) 

when Drug A was co-administered with medications that 

have the potential to produce constipation, such as opioid 

analgesics. 

また、オピオイド鎮痛薬のように便秘を引き起こす可能性

のある薬剤と薬剤Aを併用投与したとき、下部消化管機

能の低下に関連する事象（腸閉塞、麻痺性イレウス、便

秘）の市販後報告がある。 

 

投与量を変更せず→投与量 変更（7対訳） 

A single hemoglobin excursion may not require a dosing 

change. 

単発的なヘモグロビン変動は投与量の変更を必要としな

いと考えられる。 

Do not stop taking or change your dose of Drug A 

without talking to your doctor. 

医師に相談することなく、薬剤 A の服用を中止した

り、投与量を変更しないでください。 

 

減量→投与量 減量（116対訳） 

These toxicities led to dose reductions in patients 

receiving Drug A at 1.0 mg/mL. 

これらの毒性は、薬剤A 1.0mg/mLの投与を受けた患者で

投与量の減量につながった。 

 

回復し→回復した（136対訳） 

The patient fully recovered on May 1, 2017. 当患者は2017年5月1日に完全に回復した。 

The patient recovered from all the symptoms she 

developed. 

当患者に発現したすべての症状が回復した。 

 

未回復（13対訳） 

Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) was not 

resolved. 

進行性多巣性白質脳症（PML）は未回復であった。 
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