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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 65） 

 

（６）局所刺激性試験44) 

<ウサギを用いた皮膚刺激性試験> 

ニュージーランドホワイトウサギの無傷の皮膚にエヌトレクチニブ500mgを単回塗布（4時間）したとき、刺激性はみられなかっ

た。 

<ウサギを用いた眼刺激性試験> 

ニュージーランドホワイトウサギの眼にエヌトレクチニブ100mg/眼を単回適用（1時間）したとき、一過性の刺激反応がみられ

た。これらの影響は7日以内に完全に回復した。 

 

局所刺激性試験（6対訳） 

In local tolerance studies in cynomolgus monkeys, there 

were no drug-related findings at the injection sites, and 

Drug A is considered to be well tolerated locally. 

カニクイザルを用いた局所耐性試験《局所刺激性試験》に

おいて注射部位に薬剤に関連した所見はなく、薬剤Aの

局所忍容性は良好と考えられる。 

If it is possible to assess the site of administration in 

a repeated-dose toxicity study etc., it is not 

necessary to perform an independent local irritation 

study. 

反復投与毒性試験等で投与部位の評価が可能で

あれば、別に局所刺激性試験を行う必要はない。 

 

皮膚刺激性試験（3対訳） 

Local tolerance studies include ocular and skin irritation 

studies in the New Zealand white rabbit. 

局所耐性試験《局所刺激性試験》には、ニュージーランド

ホワイトウサギを用いた眼刺激性試験と皮膚刺激性試験

がある。 

 

無傷の皮膚→無傷（6対訳） 

Both lesions are tumors of the epidermis, and the 

basement membrane is generally intact. 

両病変とも表皮の腫瘍であり、基底膜は一般的に無傷で

ある。 

 

単回塗布（6対訳） 

Fewer patients required a second treatment for 

incomplete response at 3 months after a single 3 hour 

application of Drug A cream compared with after a single 

1 hour application. 

3カ月後に効果不十分のために2回目の治療が必要となっ

た患者数は、薬剤Aクリームが3時間単回塗布された場合

のほうが1時間単回塗布された場合よりも少なかった。 

 

単回塗布→単回 塗布（7対訳） 
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The LD50 following a single occluded application to 

rabbits was 100 mg/kg. 

ウサギに単回閉塞塗布したときのLD50は100mg/kgであっ

た。 

 

刺激性はみられなかった→刺激性 なかった（8対訳） 

After a 24-hour occlusive application, Drug A was not 

irritating to the skin (interior side of the ear) of rabbits. 

24時間の閉塞塗布後、薬剤Aはウサギの皮膚（耳の内

側）に対して刺激性を示さなかった。 

 

眼刺激性試験（3対訳） 

In an eye irritation study in male NZW rabbits (n = 

3/group), 0.1 mL of Drug A or gel base was instilled into 

the eye, and eye irritation was evaluated at 1, 24, 48, and 

72 hours after administration by the Draize test. 

雄のNZWウサギ（各群3羽）を用いた眼刺激性試験では、

薬剤A又はゲル基剤の0.1mLを点眼し、投与1、24、48、

72時間後に眼刺激性をドレーズ法によって評価した。 

 

ニュージーランドホワイトウサギ（5対訳） 

Drug A showed a 100% inhibition of platelet aggregation 

induced by arachidonic acid using platelet rich plasma 

from New Zealand white rabbits at 30 µM. 

薬剤Aは、ニュージーランドホワイトウサギから得られた多血

小板血漿を用い、アラキドン酸によって誘発された血小板

凝集を30µMで100％阻害した。 

 

刺激反応（8対訳） 

An irritation reaction occurs immediately after the first 

exposure. 

刺激反応は初回曝露の直後に起こる。 

Over time the skin becomes less tolerant, and an irritation 

reaction occurs. 

時間経過とともに皮膚の忍容性が低下し、刺激反応が起

こる。 

 

完全に回復した（11対訳） 

The event completely resolved on the same day. この事象は同日に完全に回復した。 

 

 

 

 

 

 イ
ー
ト
モ




