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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 62） 

 

（３）遺伝毒性試験39) 

細菌を用いた復帰突然変異試験、in vitro小核試験、in vitro小核及び蛍光in situハイブリダイゼーション（FISH）試験並

びにラットを用いたin vivo小核及びコメット試験を含む標準的な遺伝毒性バッテリー試験を実施した。 

エヌトレクチニブは、細菌を用いた復帰突然変異試験で陰性であり、ヒト末梢血リンパ球を用いた小核試験で明らかな小

核増加を誘発しなかった。in vitro小核試験では、代謝活性化系（S9）非存在下24時間処理群で小核を誘発したために

陽性となった。しかしながら、引き続き実施したFISH解析では小核は主に異数性誘発メカニズムによることが示唆された。ラ

ットを用いたin vivo小核及びコメット試験では、2000mg/kg/日の用量まで3日間投与した際、肝細胞での反応は陰性

（DNA非損傷性）であった。溶媒対照群と比較したとき、エヌトレクチニブを投与したラットからのいずれの標本においても、% 

Tail DNAに増加は認められなかった。in vivo小核試験においては、溶媒対照群と比較して、エヌトレクチニブは、骨髄中に

小核を有する多染性赤血球を増加させることはなかった。 

エヌトレクチニブは、変異原性及び染色体構造異常誘発性を示さなかった。In vitro小核試験においては、異数性誘発能

を示したが、in vivo小核試験は陰性であった。 

 

細菌を用いた復帰突然変異試験（3対訳） 

All samples were tested negative for bacterial reverse 

mutation and micronucleus. 

細菌を用いた復帰突然変異試験及び小核試験におい

て、いずれの検体も陰性であった。 

 

小核試験（34対訳） 

An increase in micronuclei formation was observed in the 

in vitro micronucleus test. 

このin vitro小核試験では小核形成の増加が認められた。 

 

蛍光in situハイブリダイゼーション（3対訳） 

Fluorescence in situ hybridization (FISH) was conducted 

on 4 µm thick formalin-fixed, paraffin-embedded tissue 

sections from 10 patients with breast cancer and 5 

patients with endometrial cancer. 

蛍光in situハイブリダイゼーション（FISH）は、乳癌患者10

例及び子宮内膜癌患者5例から得られた4µm厚のホルマ

リン固定・パラフィン包埋組織切片で行った。 

 

コメット試験（2対訳） 

Comet assay, or single cell gel electrophoresis assay, is a 

powerful technique for quantitating DNA damage and 

repair in eukaryotic cells and some prokaryotic cells. 

コメットアッセイ《コメット試験》、すなわち単一細胞ゲル電

気泳動アッセイは、真核細胞及び一部の原核細胞におけ

るDNAの損傷と修復を数値化するのに有力な手法であ

る。 

 

バッテリー試験（3対訳） 
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For this reason, an extensive battery of toxicity studies is 

required to determine the nature and extent of the 

hazard posed by a pest control product proposed for use 

in Canada. 

このため、カナダでの使用が提案されている農薬《害虫駆

除剤》がもたらす有害性の性質及び程度を判断するには、

広範囲に及ぶ毒性バッテリー試験が必要とされる。 

 

小核増加→小核 増加（3対訳） 

A slight but statistically significant increase in the number 

of micronuclei was observed at the highest dose in a rat in 

vivo bone marrow micronucleus test. 

ラットを用いたin vivo骨髄小核試験では、わずかではある

が、統計学的に有意な小核数の増加が最高用量で認め

られた。 

 

代謝活性化系（S9）非存在下→代謝活性化 非存在下（2対訳） 

These studies were conducted in the presence and 

absence of metabolic activation to evaluate the 

mutagenic potential of Drug A. 

これらの試験は、薬剤Aの変異原性を評価するため、代謝

活性化の存在下及び非存在下で行われた。 

 

陽性となった（2対訳） 

The percentage of patients who tested negative for 

anti-Drug A antibodies at baseline but tested positive 

following Drug A therapy was as follows: … 

ベースライン時に抗薬剤A抗体が陰性であったが、薬剤A

の投与後に陽性となった患者の割合は以下のとおりであっ

た。 

 

異数性誘発（4対訳） 

Kinetochore damage may be a potential aneugenic 

mechanism. 

動原体の損傷が異数性誘発メカニズムと考えられる。 

 

ことが示唆された（12対訳） 

Our early studies suggested that statins would enhance 

the effects of single-agent or combination chemotherapy, 

triggering apoptosis. 

我々の初期の試験から、スタチン系薬剤は単剤化学療

法又は併用化学療法の作用を増強し、アポトーシスを誘

発することが示唆された。 

Pharmacokinetic modeling suggested that the trough 

concentrations would be approximately 20% higher 

with daily administration than with weekly 

administration. 

薬物動態モデル化により、トラフ濃度は1日1回投与

のほうが週 1 回投与よりも約 20％高くなることが示唆

された。 

The analysis suggested an increased bleeding risk for 

patients carrying either the CYP2C9*2 or CYP2C9*3 

alleles. 

この解析により、CYP2C9*2 アレル又は CYP2C9*3

アレルのどちらかを保有する患者では出血リスクが高

いことが示唆された。 

 

の用量まで（63対訳） 
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A single intravenous administration of Drug A at dose 

levels up to 1000 mg/kg in the rat was well tolerated and 

not associated with any toxicity. 

ラットに1000mg/kgの用量まで薬剤Aを単回静脈内投与す

ることは忍容性良好であり、毒性は認められなかった。 

 

DNA非損傷性→DNA 損傷（12対訳） 

An additional consideration is that the leukemogenic 

activity of the anthracyclines may be enhanced by 

concurrent therapy with DNA-damaging agents. 

アントラサイクリン系薬剤の白血病誘発作用はDNA損傷

誘発型薬剤との併用投与によって増強される可能性があ

り、このことも考慮しなければならない。 

BaP and lead induced a synergistic effect on DNA damage 

in the single-cell gel electrophoresis. 

単細胞ゲル電気泳動において、BaPと鉛は相乗的に作

用してDNA損傷を引き起こした。 

 

DNA非損傷性→DNA非損傷（1対訳） 

Patients with evidence of DNA damage had significantly 

higher activation of these genes compared with those 

with no DNA damage. 

DNA損傷がみられる患者では、DNA非損傷の患者

に比べて、これらの遺伝子の活性化が著しく高かっ

た。 

 

溶媒対照群（16対訳） 

Survival was decreased in Drug A-treated rats, i.e., 80% 

in males and 70% in females in the vehicle control group 

vs. 40% in males and 30% in females in the 100 mg/kg 

group. 

生存率は、溶媒対照群の雄で80％、雌で70％に対して、

100mg/kg群の雄で40％、雌で30％と薬剤Aが投与された

ラットで低下した。 

 

増加は認められなかった（3対訳） 

No significant increase in chromosomal aberrations was 

observed in the tests without metabolic activation. 

代謝活性化なしの試験において、染色体異常の著しい増

加は認められなかった。 

 

増加は認められなかった→増加はなかった（4対訳） 

During that time, the side effect profile was similar to that 

seen during the first 6 months of treatment, with no 

increase in side effects. 

この期間中、副作用プロファイルは投与期間の最初の

6カ月間にみられたものと類似し、副作用の増加はなか

った。 

 

多染性赤血球（5対訳） 

Drug A did not induce a significant increase in the 

incidence of micronucleated polychromatic erythrocytes 

in the bone marrow and was, therefore, considered 

negative in this test. 

薬剤Aは骨髄における小核を有する多染性赤血球の出

現率の有意な上昇を引き起こさなかったことから、この試

験において陰性と判定された。 

 

変異原性（53対訳） 
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Ames testing showed no indication of mutagenicity, with 

or without metabolic activation. 

エームス試験では、代謝活性化の有無に関係なく、変異

原性は認められなかった。 

 

陰性であった（67対訳） 

Cytopathologic examination of pleural fluid was negative 

for malignancy. 

胸水の細胞病理学的検査は悪性腫瘍陰性であった。 
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