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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 60） 

 

Ⅸ．非臨床試験に関する項目  

１．薬理試験  

（１）薬効薬理試験  

「Ⅵ．薬効薬理に関する項目」の項参照  

（２）安全性薬理試験40)  

安全性薬理試験として、以下のin vitro及びin vivo試験を実施し、中枢神経系（CNS）、心血管系及び呼吸器系に対す

るエヌトレクチニブの影響を評価した。ヒト及びイヌでの主代謝物M5についてはin vitro hERG試験を実施した。 

 被験物質：エヌ

トレクチニブ 試験

の種類  

種と系統  

（n）  

投与法  用量（mg/kg）  所見  

CNS–Irwin変法  SDラット  

（5F/群）  

経口  0，50，100，200／単回又は

14日間投与  

NOEL：100mg/kg/日  

200 mg/kg/日：1日目には影響なし，

14日目に異常歩行，体温には影響な

し  

心血管系  

hERGアッセイ  

HEK293  

細胞  

In vitro  0.05，0.5，1.5，15 μmol/L  濃度依存的に16～91%のIKrチャネル阻

害が認められた。  

（IC50 =0.6μmol/L）  

心血管系  

テレメトリー  

ビーグル犬  

（3F）  

経口  0, 300  NOEL:300mg/kg  

一過性で軽度な血圧，体温の上昇が

みられたが，生理学的意義はなし。心

拍数，ECGパラメータに影響なし  

心血管系  

テレメトリー  

ビーグル犬  

（2M/2F）  

経口  0，60，120  NOEL：120mg/kg  

動脈血圧，心拍数，ECGパラメータ，

体温に影響なし  

呼吸器系  SDラット  

（8F/群）  

経口  0，50，100，200  NOEL：200mg/kg  

呼吸関連パラメータに影響なし  

 

安全性薬理試験（30対訳） 

A full set of safety pharmacology studies were 

conducted to assess the safety of Drug A in particular 

organ systems. 

特定の器官系における薬剤Aの安全性を評価するため、フル

セットの安全性薬理試験を行った。 

 

中枢神経系（105対訳） 
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Bovine spongiform encephalitis (BSE) <<mad cow 

disease>> is a fatal disease of cattle that affects the 

central nervous system. 

ウシ伝達性海綿状脳症（BSE）《狂牛病》は、中枢神経系

を侵すウシの致死的な病気である。 

 

心血管系（58対訳） 

Effects on the cardiovascular system were studied in 

conscious dogs, treated orally with Drug A. 

心血管系に対する影響は、薬剤Aを経口投与した覚醒イ

ヌで検討した。 

 

呼吸器系（27対訳） 

Although most of the particulate matter inhaled into the 

respiratory tract is discharged by exhalation, some of the 

inhaled particulate matter is deposited throughout the 

respiratory system. 

吸入されて気道に入ったこれらの粒子状物質のほとんどは

息を吐き出すことによって排出されるが、吸入された粒子

状物質の一部は呼吸器系全体に沈着する。 

 

hERG（32対訳） 

An IC50 for Drug A inhibitory activity in the hERG patch 

clamp assay could not be determined, however, at the 

maximum feasible concentration of 10 µM, no significant 

inhibition was observed. 

hERGパッチクランプ試験における薬剤Aの阻害作用の

IC50を特定することはできなかったが、実現可能な最高濃

度である10µMにおいて著しい阻害は認められなかった。 

 

 

Irwin変法（2対訳） 

No abnormalities in clinical condition or behavior 

(modified Irwin method) at 30, 100, and 500 mg/kg. 

30、100、500mg/kgで一般状態又は行動に異常なし

（Irwin変法）。 

 

テレメトリー（7対訳） 

Despite these effects observed in vitro studies, no blood 

pressure, heart rate, or ECG changes were observed at 

50 mg/kg dose in cardiovascular telemetry study in dogs. 

これらの影響がin vitro試験で観察されたにもかかわらず、

イヌを用いた心血管テレメトリー試験では50mg/kgの用量

で血圧、心拍数、心電図に変化はみられなかった。 

 

ビーグル犬（8対訳） 

An oculotoxicity study in Beagle dogs revealed 

electroretinographic changes in animals receiving Drug A 

at oral doses of 50 and 100 mg/kg and histopathological 

changes in the retina of one dog from the 100 mg/kg 

group. 

ビーグル犬を用いた眼毒性試験では、薬剤Aを50mg/kg

及び100mg/kgで経口投与した動物で網膜電図検査の

変化が認められ、100mg/kg群の1頭の網膜に病理組織

学的変化が認められた。 

 

影響なし（6対訳） 
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No effects up to the maximum dose of 300 mg/kg. 最高投与量の300mg/kgまで影響なし。 

 

異常歩行（1対訳） 

Abnormal gait was observed in the Drug A 200 mg/kg 

group on Day 14. 

薬剤A 200mg/kg群で14日目に異常歩行が認められた。 

 

異常歩行→歩行異常（3対訳） 

In the 1-month repeated dose study, the dose at which 

death occurred in juvenile dogs was lower than that in 

adult dogs, and toxicity findings specific to juvenile 

animals such as degeneration and necrosis of 

hepatocytes, degeneration and necrosis of papillary 

muscle in the heart, atrophy and degeneration of skeletal 

muscle fiber, and gait disturbance were observed. 

1カ月反復投与試験では、幼若イヌにおける死亡発

現用量が成熟イヌの用量よりも低く、肝細胞の変性

及び壊死、心乳頭筋の変性及び壊死、骨格筋線維

の萎縮及び変性、歩行異常などの幼若動物に特有

の毒性所見が認められた。 

 

濃度依存的に（26対訳） 

Drug A concentration-dependently increased the number of 

mechanical stimuli necessary to elicit a skin twitch response 

in guinea pigs. 

薬剤Aは、モルモットに皮膚攣縮反応を誘発するのに

必要な機械的刺激の回数を濃度依存的に増加させ

た。 

 

体温の上昇（2対訳） 

The pyrexic potential of Drug A was investigated in mice 

implanted with temperature transponders following repeated 

oral administration of Drug A for 30 days, with no elevations 

of body temperature observed. 

薬剤Aの発熱作用については、体温計測トランスポンダ

ーを植込んだマウスを対象に薬剤Aの30日間反復経口

投与後に検討したところ、体温の上昇は認められなかっ

た。 

 

体温の上昇→体温上昇（6対訳） 

As one male dog in the 30 mg/kg/day group exhibited 

ananastasia, convulsion, and hyperthermia at Week 40, 

the dog was sacrificed in extremis. 

30mg/kg/日群の雄イヌ1頭が40週目に起立不能、

痙攣、体温上昇を示したので、このイヌは切迫屠殺と

なった。 

 

生理学的意義（2対訳） 

The research helped uncover the physiological 

significance of autophagy. 

この研究はオートファジーの生理学的意義を明らかにする

助けとなった。 

 

動脈血圧（2対訳） 

Intravenous high doses of Drug A resulted in transient 

effects such as increased heart rate and arterial blood 

pressure in conscious rats and dogs. 

薬剤Aを高用量で静脈内投与した結果、覚醒しているラッ

ト及びイヌにおいて心拍数増加や動脈血圧上昇のような

一過性の影響が起こった。 
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動脈血圧→動脈圧（11対訳） 

Administration of Drug A to cynomolgus monkeys at 

doses of 400, 1500, and 4000 mg/kg, given by 24-hour 

intravenous infusion, produced a dose-independent 

moderate decrease in mean arterial pressure, 

accompanied by a compensatory increase in heart rate. 

薬剤Aをカニクイザルに400、1500、4000mg/kgの用量

で24時間にわたって点滴静注したところ、平均動脈圧

に用量非依存的なわずかな低下が起こるとともに、心

拍数の代償的な増加が認められた。 
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