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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 61） 

 

２．毒性試験 

（１）単回投与毒性試験41) 

ラット及びイヌを用いた単回経口投与毒性試験において、最大耐量（MTD）はそれぞれ、240及び300mg/kg（各試験の最

高投与量）以上であった。 

 

エヌトレクチニブの急性毒性試験 

種及び系統 動物数  投与方法  投与量  

(mg/kg)  

所見 

ラット

/Sprague-Dawle

y  

5  経口  0,60,120,240  概略の致死量≥240mg/kg 一般症状の変化なし；  

240mg/kgで好中球数増加，血小板数増加；  

240mg/kg（雌）でリン及び総ビリルビン値上昇；  

240mg/kg（雄）で体重の低値，脾臓における髄外造

血の低下；  

120 mg/kg（雄）で体重の低値 

イヌ/ ビーグル 1  経口  0,300  概略の致死量≥300mg/kg 一般症状又は心電図の

変化なし； 300mg/kg（雄）で乳酸脱水素酵素及び

クレアチンキナーゼが軽微な増加(平均

Cmax=2.06μmol/L及びAUCinf=67.7μmol/L•h  

 

単回投与毒性試験（10対訳） 

In single- and repeat-dose toxicity studies in rats and 

dogs, Drug A principally affected tissues with rapid cell 

division, including the gastrointestinal, hematopoietic, 

lymphoid, and male reproductive systems. 

ラット及びイヌを用いた単回投与毒性試験及び反復投与

毒性試験において、薬剤Aは主に消化器系、造血系、リ

ンパ系、雄の生殖器系など細胞分裂の速い組織に対し

て影響を及ぼした。 

 

単回経口投与毒性試験（2対訳） 

Single oral dose toxicity studies in rats and monkeys, and 

a single intravenous dose toxicity study in rats were 

conducted. 

ラット及びサルを用いた単回経口投与毒性試験並びにラッ

トを用いた単回静脈内投与毒性試験を実施した。 

 

最大耐量（31対訳） 

The 10 µg dose was the maximal tolerated dose. 10µgが最大耐量であった。 

 

急性毒性試験（4対訳） 
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In all of the acute toxicity studies, unless otherwise 

defined, standard fluorescent laboratory lighting 

conditions were maintained. 

別に規定しない限り、これらの急性毒性試験のすべてにお

いて蛍光燈による標準的な実験室の照明条件を維持し

た。 

 

概略の致死量（5対訳） 

Based on the above, the approximate lethal dose in rats 

was determined to be 600 to 2000 mg/kg for males and 

200 to 600 mg/kg for females. 

以上より、ラットにおける概略の致死量は、雄で600～

2000mg/kg、雌で200～600mg/kgと判断された。 

 

一般症状の変化なし→一般状態 変化（17対訳） 

A 24-hour occluded application of 2000 mg/kg to rat 

skin did not cause mortality or clinical signs during a 

7-day observation period. 

2000mg/kgをラット皮膚に24時間閉塞塗布したが、7日間

の観察期間中に死亡又は一般状態の変化は認められなか

った。 

 

好中球数増加→好中球 増加（6対訳） 

increases in neutrophil count, blood urea nitrogen (BUN), 

creatinine, and alanine aminotransferase (ALT) 

好中球数、血中尿素窒素（BUN）、クレアチニン、アラニン

アミノトランスフェラーゼ（ALT）の増加 

 

髄外造血の低下→髄外造血低下（1対訳） 

splenic white pulp atrophy and decreased extramedullary 

hematopoiesis of the spleen 

脾臓の白脾髄萎縮及び髄外造血低下 

 

髄外造血の低下→髄外造血（5対訳） 

increased extramedullary hematopoiesis in the spleen 脾臓の髄外造血亢進 

 

体重の低値（2対訳） 

Pups in the 1000 mg/kg group were small in size and 

showed low body weight on postnatal day 3. 

1,000mg/kg群の出生児は小型で、生後3日目に体重の低

値を示した。 

 

心電図の変化なし→心電図 変化（40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。 

 

軽微な増加（3対訳） 

The PBS-injected control mice had a minimal increase in PBSが注射された対照マウスでは、慢性炎症性細胞（主

イ
ー
ト
モ



3 

chronic inflammatory cells, mainly small lymphocytes. に小型のリンパ球）の軽微な増加がみられた。 
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