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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 59） 

 

12．その他の注意 

（１）臨床使用に基づく情報 

設定されていない 

（２）非臨床試験に基づく情報 

15.2 非臨床試験に基づく情報 

15.2.1幼若ラットにおいて、臨床曝露量未満に相当する用量で中枢神経毒性及び成長発達遅延（体重増加量の減少、

大腿骨長の減少、性成熟遅延及び神経行動学的検査における反応時間の延長等）が報告されている38）。 

15.2.2ラットを用いた小核試験において臨床曝露量の約3.7倍に相当する用量で陰性であったが、in vitro染色体異常試験

において臨床曝露量の約8.6倍に相当する濃度で異数性誘発が報告されている39)。［9.4.2参照］ 

<解説> 

「Ⅸ－２（３）遺伝毒性試験」を参照すること。 

 

その他の注意（2対訳） 

OTHER PRECAUTIONS その他の注意 

 

その他の注意→注意（552対訳） 

Since the use of Drug A may increase the risk of 

arrhythmia, caution should be exercised in such patients. 

薬剤Aの投与は不整脈のリスクを高めるおそれがある

ので、そうした患者では注意が必要である。 

 

幼若ラット（8対訳） 

In juvenile rats treated with Drug A from Day 24 to Day 60 

of age, Drug A was the major circulating compound. 

24～60日齢に薬剤Aが投与された幼若ラットにおいて、薬

剤Aが循環血液中の主要物質であった。 

 

に相当する用量（5対訳） 

The number of intrauterine deaths was significantly 

increased (about 5 folds) in rats receiving Drug A at a 

dose equivalent to 10 mg/kg/day for 14 days before 

mating and throughout mating and gestation. 

薬剤Aが10mg/kg/日に相当する用量で交配前の14日間

並びに交配期間及び妊娠期間を通じて投与されたラットで

は、子宮内死亡数が著しく増加した（約5倍）。 

 

中枢神経毒性（1対訳） 

The oral doses causing central nervous system toxicity 

were 5000 to 10000 times the maximum recommended 

daily topical ocular dose of Drug A. 

中枢神経毒性を引き起こした経口投与量は、薬剤Aの最

大推奨1日点眼量の5,000～10,000倍であった。 
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中枢神経毒性→中枢神経 毒性（4対訳） 

An additional study was conducted to assess the toxicity 

of Drug A in the central nervous system when 

administered to cynomolgus monkeys as a single 

intrathecal injection into the cisterna magna. 

カニクイザルに投与（大槽中への単回髄腔内注射）し

たときの薬剤Aの中枢神経系に対する毒性を評価す

るため、追加試験が行われた。 

 

成長発達遅延→成長 遅延（6対訳） 

Although reduced body weight gain in male cynomolgus 

monkeys tended to be reversible upon drug withdrawal, 

there is little evidence for concluding that reduced body 

weight gain was caused by growth retardation associated 

with epiphyseal dysplasia as only one animal was studied. 

雄カニクイザルの体重増加抑制は休薬により回復する傾

向を示したが、1頭でのみの検討であるため、体重増加抑

制が骨端軟骨異形成による成長遅延に起因すると結論

するには根拠に乏しい。 

 

体重増加量の減少（9対訳） 

Statistically significant reductions in body weight gain 

were found in the Drug A and Drug B groups, as compared 

to the vehicle control group. 

溶媒対照群と比較して、薬剤A群及び薬剤B群では統計

学的に有意な体重増加量の減少がみられた。 

 

体重増加量の減少→体重増加抑制（27対訳） 

At 100 mg/kg, body weight gain was reduced by > 10% 

from the mid dosing period until the end of dosing. 

100mg/kgでは、投与中期から投与終了時まで10％超

の体重増加抑制が認められた。 

 

大腿骨長の減少→大腿骨 長（7対訳） 

Fetal femur length (FL) is one of the basic biometric 

parameters used to assess fetal size. 

胎児大腿骨長（FL）は胎児体格の評価に用いられる基本

的なバイオメトリックパラメータの１つである。 

 

性成熟遅延（1対訳） 

In studies in which Drug A (50 to 500 mg/kg) was orally 

administered to young rats from early in the postnatal 

period (Postnatal Day 7) through sexual maturity, 

neurobehavioral abnormalities (deficits in learning and 

memory, altered locomotor activity, decreased auditory 

startle responding and habituation) and reproductive 

impairments (delayed sexual maturation and decreased 

fertility in males and females) were observed at doses 

greater than or equal to 50 mg/kg. 

幼若ラットに薬剤A（50～500mg/kg）を生後初期（生後7

日目）から性成熟期を通して経口投与した試験では、

50mg/kg以上の用量において神経行動学的異常（学習

及び記憶の障害、自発運動の変化、聴覚驚愕反応及び

馴化の低下）及び生殖障害（雌雄で性成熟遅延及び受

胎能低下）が認められた。 

 

性成熟（12対訳） 
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delayed sexual maturation 性成熟の遅延 

Changes observed were primarily due to variability in 

sexual maturity. 

観察された変化は主に性成熟度のばらつきによる

ものであった。 

 

神経行動学的検査（3対訳） 

The results of this study suggest that the neonatal 

neurobehavioral examination easily and reliably assesses 

infants' neurobehavioral status. 

本試験の結果から、この新生児神経行動学的検査によ

り乳児の神経行動学的状態を容易かつ確実に評価でき

ることが示唆された。 

 

反応時間（4対訳） 

Motor coordination, reaction time, concentration, and 

vigilance deteriorated with Drug A while minimal effects 

were reported with Drug B. 

薬剤Aでは運動協調性、反応時間、集中力、ビジランス

が悪化したのに対して、薬剤Bで報告された影響は軽微

であった。 

 

小核試験（35対訳） 

Drug A was mutagenic in the Ames test, clastogenic in the 

Chinese hamster ovary cell test, and genotoxic in the rat 

bone-marrow micronucleus test. 

薬剤Aは、エームス試験で変異原性、チャイニーズハムスタ

ー卵巣細胞を用いた試験で染色体異常誘発性、ラット骨

髄小核試験で遺伝毒性を示した。 

 

陰性であった（67対訳） 

A test for human chorionic gonadotropin was negative. ヒト絨毛性ゴナドトロピンの検査は陰性であった。 

A tuberculin reaction was negative at 48 and 72 

hours. 

ツベルクリン反応は 48時間後及び 72時間後に陰性

であった。 

Drug A was negative in the in vivo mouse 

micronucleus test. 

薬剤 A は in vivo マウス小核試験で陰性であった。 

 

in vitro染色体異常試験（3対訳） 

The potential to induce chromosomal damage was 

investigated in vitro in the chromosomal aberration test in 

V79 cells. 

染色体損傷誘発性は、V79細胞を用いたin vitro染色体

異常試験で検討した。 

 

in vitro染色体異常試験→染色体異常試験（17対訳） 

Drug A was not mutagenic or clastogenic with or without 

metabolic activation in the Ames test with Salmonella 

typhimurium and Escherichia coli and the chromosomal 

aberration assay in Chinese hamster lung cells. 

ネズミチフス菌及び大腸菌を用いたエームス試験並

びにチャイニーズハムスター肺細胞を用いた染色体

異常試験において、薬剤Aは代謝活性化の有無に

関係なく変異原性作用又は染色体異常誘発作用

を示さなかった。 
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異数性（3対訳） 

Drug A was negative for clastogenic or aneugenic effect. 薬剤Aは染色体異常誘発作用又は異数性誘発作用が

陰性であった。 
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