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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 58） 

 

（２）その他の副作用 

<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、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。本剤の投与後、これらの副作用があらわれ

た場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。 

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、下記の＜参考情報＞に記載の通りである。 

 

発現頻度（115対訳） 

A number of adverse events were coded as "unknown" in 

the adverse events frequency tables. 

有害事象発現頻度表では多数の有害事象が「不明」とコ

ードされた。 

Additional findings in these studies (accumulations of 

foamy macrophages in lung, cytoplasmic vacuolation 

of cortical tubular epithelium in kidney, and an 

increased incidence of skeletal muscle degeneration) 

were attributed to administration of Drug A. 

これらの試験における追加所見（肺における泡沫状マ

クロファージの蓄積、腎皮質の尿細管上皮の細胞質

空胞化、骨格筋変性の発現頻度高値）は薬剤 A の

投与に起因するものであった。 

 

発現率（398対訳） 

Adverse events with an incidence of ≥ 10% were queasy, 

constipation, dizziness, vomiting NOS, and depressed 

mood. 

発現率が10％以上の有害事象は嘔気、便秘、浮動

性めまい、嘔吐NOS、抑うつ気分であった。 

Although the incidence of dyskinesias was higher in 

Drug A-treated subjects compared with 

placebo-treated subjects, there were no differences 

between the Drug A 10 mg and 20 mg groups. 

ジスキネジアの発現率は薬剤 A 投与被験者のほ

うがプラセボ投与被験者よりも高かったが、薬剤 A

の 10mg 群と 20mg 群の間に差はなかった。 

 

より算出した→から算出した（14対訳） 

Progression-free survival (PFS) was calculated from the 

date of random assignment to the date of first progression 

or death, whichever occurred first. 

無増悪生存期間（PFS）は、ランダム割り付けの日付から

最初の進行の日又は死亡日のどちらか早いほうまでの期

間から算出した。 

 

副作用があらわれた場合には→あらわれた場合（5対訳） 

Patients should be carefully observed, and therapy 

discontinued, in the event of symptoms such as 

discomfort, paresthesias of the mouth, wheezing, vertigo, 

患者を慎重に観察し、不快感、口内異常感、喘鳴、眩

暈、便意、耳鳴のような症状があらわれた場合には投与を

中止する。 
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http://i-honyaku.life.coocan.jp/iitomosite/index.htm
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desire to defecate, or tinnitus. 

 

副作用があらわれた場合には→発現した場合（27対訳） 

If a serious adverse event (SAE) occurs, the study site 

must immediately report the event using paper forms 

provided by Company A. 

重篤な有害事象（SAE）が発現した場合、治験実

施医療機関は会社A提供の書式を用いて当該事

象を直ちに報告する。 

 

適切な処置を行うこと→適切な処置（32対訳） 

When any abnormalities such as decreasing tendency of 

granulocytes are observed, administration should be 

discontinued immediately, and appropriate measures 

should be taken. 

顆粒球の減少傾向等の異常が認められた場合、直ちに

投与を中止し、適切な処置を行う《適切な対策をとる》。 

 

統合解析（12対訳） 

The impact of race, age, gender, body surface area, and 

hepatic and renal status was investigated in the integrated 

analyses across all non-Japanese studies. 

人種、年齢、性別、体表面積、肝臓及び腎臓の状態が

与える影響は、すべての海外試験を対象とした統合解析

で検討した。 

 

に記載の通りである→に記載されている（19対訳） 

A comprehensive safety analysis can be found in the 

Integrated Summary of Safety document. 

包括的な安全性解析は安全性概要書に記載されてい

る。 

For carbamazepine, an antiepileptic, associations 

between Stevens-Johnson syndrome/toxic 

epidermal necrolysis and HLA-B*15:11 or HLA 

A*31:01 have been reported in the Japanese 

population, and the latter association is noted in the 

package insert. 

抗てんかん薬であるカルバマゼピンについては、日本

人においてスティーブンス・ジョンソン症候群・中毒性

表皮壊死症と HLA-B*15:11 又は HLA-A*31:01 の

関連性が報告されており、後者の関連性は添付文

書に記載されている。 

Full details of all data on Drug A are given in the 

Investigator's Brochure. 

薬剤Aに関するすべてのデータの詳細は治験薬概要

書に記載されている。 
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