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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 66） 

 

（７）その他の特殊毒性 

１）光毒性試験45) 

BALB/c 3T3マウス線維芽細胞をエヌトレクチニブと紫外線に曝露させin vitroニュートラルレッド取込み光毒性試験を実施

した結果、PIF（Photoirritancy factor）とMPE（Mean photo effect）に基づきエヌトレクチニブには光毒性の可能性があるこ

とが判明した。Long-Evans有色ラットを用いたin vivo試験では、エヌトレクチニブは光毒性を有さないと結論された。しかし

ながら、病理組織学的検査において、角膜固有質における好中球浸潤及び角膜上皮の単細胞壊死が、UVR有り条件

下の100mg/kg/日及びUVR有り及び無し条件下の200mg/kg/日で認められ、エヌトレクチニブによる影響と考えられた。 

 

光毒性試験（4対訳） 

Although positive in the in vitro phototoxicity test, Drug A 

did not induce cutaneous or ocular responses indicative 

of phototoxicity in vivo. 

in vitro光毒性試験では陽性であったが、薬剤Aはin vivo

において光毒性を示唆する皮膚又は眼の反応を誘発しな

かった。 

 

線維芽細胞（27対訳） 

Mouse fibroblast cells were treated with 0.5 to 10 µg/mL 

of Drug A and exposed to UVA (8 J/cm2). 

マウス線維芽細胞を薬剤A 0.5～10µg/mLで処理し、UVA

（8J/cm2）に曝露させた。 

 

紫外線に曝露させ→紫外線 曝露（5対訳） 

When exposed to ultraviolet light, the protein changes 

color from green to red like the maple leaf after which it 

is named. 

紫外線に曝露させたとき、このタンパク質はカエデのように緑

色から赤色に変わることからその名がついた《名前の由

来》。 

 

ニュートラルレッド（3対訳） 

The virus replication inhibition rate was calculated using 

the cytopathic effect (CPE) measured by the neutral-red 

intake assay. 

ウイルス増殖阻害率は、ニュートラルレッド取り込みアッセイ

で測定した細胞変性効果（CPE）に基づき算出した。 

 

光毒性の可能性がある→光毒性 may（2対訳） 

As a result, rats treated with a single dose of Drug A 

developed mild skin erythema at 24 hours after UVA 

exposure at ≥ 30 J/cm2 and rats treated with repeated 

doses of Drug A developed mild skin erythema at 4 hours 

after UVA exposure at ≥ 20 J/cm2, suggesting that Drug 

A may cause mild phototoxicity. 

その結果、薬剤Aが単回投与されたラットはUVA照射の24

時間後に30J/cm2以上で軽度の皮膚紅斑を示し、薬剤A

が反復投与されたラットはUVA照射の4時間後に20J/cm2

以上で軽度の皮膚紅斑を示したことから、薬剤Aには軽度

の光毒性を引き起こす可能性があると考えられた。 
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判明した（17対訳） 

Drug A thus proved to be a full agonist at the human 

receptors. 

このように、薬剤Aはヒト受容体に対するフルアゴニストであ

ることが判明した。 

In addition, after starting the document-based 

compliance assessment, it was found out that the 

results recorded in the case report forms were not 

appropriately reflected in the submitted data. 

また、適合性書面調査の開始後、症例報告書に記

録された結果が提出資料に適切に反映されていない

ことが判明した。 

It turned out that a pesticide manufacturer had 

polluted the lake with endocrine-disrupting 

chemicals. 

農薬メーカーが内分泌かく乱物質で湖を汚染していた

ことが判明した。 

 

有色ラット（17対訳） 

Drug A did not show any affinity to melanin-containing 

structures of the eye of the pigmented rat. 

薬剤Aは有色ラットの眼のメラニン含有構造に親和性を

示さなかった。 

 

と結論された（7対訳） 

Therefore, it was concluded that under the conditions of 

the study, the observed effects were due to normal 

physiologic responses to injected antigenic material, and 

that the test compound had no toxic or other deleterious 

effects. 

したがって、本試験の条件下で観察された影響は注射し

た抗原性物質に対する正常な生理的反応に起因するも

のであり、この被験物質には毒性作用もその他の有害な

作用もないと結論された。 

 

病理組織学的検査（44対訳） 

Histopathologic examination revealed 

cholangitis/pericholangitis in animals of both sexes. 

病理組織学的検査により、雌雄動物において胆管炎

又は胆管周囲炎が明らかにされた。 

Histopathology revealed circumscribed to multifocal 

epidermal lesions of the skin in all monkeys treated with 

Drug A. 

病理組織学的検査により、薬剤 A を投与したすべ

てのサルに皮膚の限局性ないし多発性の表皮病

変が明らかにされた。 

Histopathology showed no signs of tissue lesions. 病理組織学的検査で組織病変の徴候は認めら

れなかった。 

 

好中球浸潤（3対訳） 

Workup revealed extensive neutrophilic inflammatory 

infiltrates in the right middle and left lower lobes. 

精密検査により、右中葉及び左下葉に広範囲にわたる炎

症性好中球浸潤が明らかにされた。 

 

好中球浸潤→好中球 浸潤（8対訳） 
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Histologically, marked infiltration by eosinophils and 

neutrophils with karyorrhexis in the perivascular and 

interstitial spaces was observed. 

組織学的には、血管周囲及び間質の核崩壊を伴う好酸

球及び好中球の著明な浸潤が認められた。 

 

単細胞壊死（3対訳） 

Acinar cell atrophy, single cell necrosis, and apoptosis 

occur in rats or mice spontaneously or in a fasted or 

starved state. 

腺房細胞萎縮、単細胞壊死、アポトーシスはラット又はマ

ウスに自然発生するか、絶食時又は飢餓状態で発現す

る。 

 

有り及び無し条件下→存在下又は非存在下（8対訳） 

A microdilution test measuring imipenem MICs in the 

presence or absence of a mixture of EDTA plus 

Compound A was developed and tested on Pseudomonas 

aeruginosa isolates. 

EDTAと化合物Aの混合物の存在下又は非存在下でイミ

ペネムのMICを測定する微量希釈法を開発し、緑膿菌の

分離菌で検証した。 

 

による影響と考えられた（1対訳） 

These deaths were considered to be an effect of the 10 

mg/kg/day dosage of Drug A. 

これらの死亡は薬剤A 10mg/kg/日の投与による影響と考

えられた。 

 

による影響と考えられた→に起因すると考えられた（4対訳） 

Of the adverse events possibly attributable to the 

pharmacologic action of Drug A, no events showed the 

increasing incidence with the increasing dose. 

薬剤Aの薬理作用に起因すると考えられたこれらの有

害事象のうち、投与量の増量に伴い発現率の上昇を

示した事象はなかった。 
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