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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 67） 

 

２）発達に関連する試験38) 

エヌトレクチニブの発達に対する影響を幼若ラットを用いた毒性試験によって評価した。ラットは出生後7日（ヒトの新生児に

相当）から投与を開始し、6日間忍容性試験、4週間用量設定試験の後、4週間の休薬期間を加えた13週間試験（出生

後7から97日［ヒトの新生児から16歳に相当］に投与）を実施した。 

出生後7日において、投与量4mg/kg/日、8mg/kg/日、16mg/kg/日のAUC0-24h（μmol/L・h）は雄：7.5、11.0、21.6、

雌：6.1、10.8、19.8であり用量依存的に増加した。また、出生後97日における投与量それぞれのAUC0-24h（μmol/L・h）

は、雄：2.2、5.8、6.3、雌：3.1、8.1、11.1であり、クリアランスの増加により減少することが確認された。 

 

発達に対する影響→発育に対する影響（4対訳） 

Drug A at doses as high as 100 mg/kg did not affect 

reproductive performance or the development of the 

offspring when administered to male and female rats for 

70 and 14 days before mating, respectively, and then 

through mating and to Day 7 of pregnancy. 

薬剤Aを100mg/kgという高用量で雄ラット及び雌ラットにそ

れぞれ交配前の70日間及び14日間投与し、その後、交配

期間を通じて妊娠7日目まで投与したとき、生殖能又は出

生児の発育に対する影響はなかった。 

 

幼若ラット（8対訳） 

Suckling juvenile rats (10 days of age) were exposed to 

Drug A and/or its metabolites between one and at least 

24 hours after oral administration of Drug A to female 

lactating rats. 

授乳中の雌ラットに薬剤Aを経口投与したとき、1時間後

から少なくも24時間後までの間に授乳期の幼若ラット（10

日齢）は薬剤A及びその代謝物又はどちらか一方に対す

る曝露を受けた。 

 

を用いた毒性試験（4対訳） 

Indeed, no depletion of T cells was noted in toxicology 

studies in cynomolgus monkeys. 

実際、カニクイザルを用いた毒性試験においてT細胞の枯

渇はみられなかった。 

 

毒性試験（247対訳） 

A 30-week toxicity study in cynomolgus monkeys 

revealed a tendency for impairment of menstrual cycling 

in treated female monkeys. 

カニクイザルを用いた30週間の毒性試験により、投与

を受けた雌ザルでは月経周期が障害される傾向が示

された。 

 

出生後7日→生後 日目（22対訳） 

Exposure of neonatal/juvenile mice occurred starting 

postpartum day 7 through 42. 

マウス新生児又は幼若マウスの曝露は生後7日目に始ま

り、生後42日目まで続いた。 
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忍容性試験→忍容性 評価（28対訳） 

Safety and tolerability were assessed at designated times 

as outlined in the protocol. 

安全性及び忍容性は治験実施計画書に規定される所

定の時点に評価した。 

 

用量設定試験（19対訳） 

A dose ranging study using mice bearing OPM2 tumors 

was also performed. 

OPM2腫瘍を保有するマウスを用いた用量設定試験も行っ

た。 

 

休薬期間（70対訳） 

A 3-month washout period was required before baseline 

evaluation of women using postmenopausal hormones at 

initial screening. 

初回スクリーニング時に閉経後ホルモン剤を使用していた

女性については、ベースライン評価の前に3カ月間の休薬

期間を必要とした。 

 

に相当（82対訳） 

Based on the mean AUC generated after single dosing in 

humans and primates, monkey dose levels (7.5, 24, and 

75 mg/kg) were approximately equivalent to 1, 5, and 16 

times the human starting dose of 400 mg/m2. 

ヒト及び霊長類に対する単回投与後に求められた平均

AUC値を基準にすると、サルの用量（7.5、24、75mg/kg）は

ヒト初回用量である400mg/m2の約1倍、5倍、16倍に相当

するものであった。 

 

用量依存的に増加した（1対訳） 

In healthy subjects, administration of Drug A 

dose-dependently increased urinary glucose excretion to 

a maximal level of approximately 80 g/24 hours. 

健康被験者では、薬剤Aの投与により尿中グルコース排

泄量が最高レベルの約80g/24時間まで用量依存的に増

加した。 

 

用量依存的に増加した→用量依存的 増加（11対訳） 

Dose-dependent increases in trabecular bone in the 

femur and tibia were observed at doses ≥ 5 mg/kg/day. 

大腿骨及び脛骨における海綿骨の用量依存的な増

加が5mg/kg/日以上の用量で認められた。 

 

クリアランスの増加→クリアランス 増加（2対訳） 

An increase in body surface area of 0.1 m2 was 

associated with an increase in clearance of 201 ml/min. 

体表面積が0.1m2大きくなるに伴い、クリアランスが201ml/

分増加した。 

 

ことが確認された（105対訳） 

Between May 2000 and October 2010, 100 patients with a 

periampullary malignancy underwent exploratory surgery 

and were found to have unresectable disease. 

2000年5月から2010年10月の間に、膨大部周囲の悪性

腫瘍患者100例が探索的手術を受け、切除不可能な疾

患であることが確認された。 
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