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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 64） 

 

（５）生殖発生毒性試験43) 

ラット及びイヌを用いた反復投与毒性試験では、雌雄生殖器に投薬による病理組織学的変化は認められなかった。 

ラットを用いた胚・胎児発生に関する試験では、母動物に対する毒性（体重増加量減少及び摂餌量低下）及び胎児の外

表及び骨格異常の増加を含む発生毒性が200mg/kg/日（妊娠17日のAUC0-24h:127μmol/L•h）でみられた。胎児体重

の減少が50mg/kg/日（妊娠17日のAUC0-24h:41.5μmol/L•h）でみられた。胚･胎児発生毒性に関するNOAELは

12.5mg/kg/日（妊娠17日のAUC0-24h :10.2μmol/L•h）であった。 

 

生殖発生毒性試験（10対訳） 

In reproductive and developmental toxicity studies in rats, 

Drug A demonstrated no developmental toxicity and no 

effects on reproductive function or fertility. 

ラットを用いた生殖発生毒性試験において、薬剤Aは発

生毒性を示さず、生殖機能又は受精能にも影響を及ぼ

さなかった。 

 

生殖器（41対訳） 

Atrophy of the female genitalia in the postmenopausal 

period is due to decreased estrogen level within the body. 

閉経後における女性生殖器の萎縮は、体内のエストロゲ

ン値の低下に起因する。 

cancer of female genital organ 女性生殖器癌 

Drug A was genotoxic in most of the in vitro or in vivo 

tests performed, toxic to the reproductive organs, 

and embryotoxic in rats. 

薬剤 A は実施されたこれらの in vitro 試験又は in 

vivo 試験のほとんどで遺伝毒性を示し、生殖器に対

する毒性並びにラットにおける胚毒性も認められた。 

 

病理組織学的変化（22対訳） 

Histopathological changes observed in mice were limited to 

hepatic pigment deposition centered on bile canaliculi and 

thymic atrophy and necrosis. 

マウスで認められた病理組織学的変化は、毛細胆管を

中心とした肝臓の色素沈着並びに胸腺の萎縮及び壊死

に限られた。 

 

胚・胎児発生に関する試験→胚・胎児発生 試験（32対訳） 

A study on embryo-fetal development in cynomolgus 

monkeys did not find any abnormalities in fetuses 

following Drug A treatment. 

カニクイザルを用いた胚・胎児発生試験では、薬剤Aの投

与後、胎児に異常はみられなかった。 

 

母動物に対する毒性→母体毒性（23対訳） 

An increase in the number of stillborn pups was 

considered secondary to maternal toxicity. 

死産児数の増加は母体毒性による二次的なものと考えら

れた。 
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骨格異常（14対訳） 

In the fetuses, decreased body weight and digit 

malformations (ectrodactyly, absence of nails, deficiency 

of phalanges) at ≥ 100 mg/kg/day and a decreased rate 

of live fetuses, decreased placenta weight, and increased 

incidences of gross external anomalies (adactyly, 

brachydactyly, etc.), visceral anomalies (deficiency of the 

ventricular septum, persistent truncus arteriosus), and 

skeletal anomalies (smaller phalanges) at 200 mg/kg/day 

were observed, which were considered treatment-related. 

これらの胎児では、100mg/kg/日以上で体重の減少及び

指の奇形（欠指、欠爪、指節骨の欠損）、200mg/kg/日

で胎児生存率の低下、さらに胎盤重量の減少、外表異

常（無指、短指等）、内臓異常（心室中隔の欠損、総動

脈幹遺残症）、骨格異常（指節骨の小型化）の高い発現

率が認められ、これらは投与に関連したものとみなされた。 

 

妊娠17日→妊娠 日目（59対訳） 

At 100 mg/kg/day, 3 of 20 females aborted on gestation 

days 21 and 22, and 1 of 20 females delivered 

prematurely on gestation day 25. 

100mg/kg/日では妊娠21日目及び妊娠22日目に雌20匹

のうち3匹が流産となり、妊娠25日目に雌20匹のうち1匹が

早産となった。 

 

胎児体重の減少（11対訳） 

decreased body weight in surviving fetuses 生存胎児体重の減少 

Since exposure to Drug A in utero results in lower 

fetal weights, it is not surprising that the F1 pup 

weights in the Drug A-treated animals were lower 

than control values. 

薬剤 A に対する子宮内曝露が胎児体重の減少につ

ながるため、薬剤 A 投与動物の F1 児の体重が対照

値よりも低かったことは意外なことではない《驚くような

ことではない》。 

 

に関するNOAEL→に関する NOAEL（2対訳） 

Since a no-observed-adverse-effect level (NOAEL) for 

developmental toxicity could not be established in the first 

study, a second study was carried out. 

1回目の試験では発生毒性に関する無毒性量

（NOAEL）を確定することができなかったため、2回目の

試験を行った。 

 

 

 

 

イ
ー
ト
モ




