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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 68） 

 

13週間試験において、成長遅延（体重増加抑制）が、平均摂餌量の減少に一致してすべての用量（4 mg/kg/日以上）の

雌雄で認められた。雌雄の性成熟遅延が成長遅延に一致してすべての用量で認められた。大腿骨長の減少が16mg/kg/

日の投与期間及び休薬期間終了時に認められたが、病理組織学的変化は認められなかった。機能観察総合評価

［FOB］のパラメータ変化が4 mg/kg/日以上、学習及び記憶への影響（モリスの水迷路による評価）が8mg/kg/日以上で

認められた。痙攣、振戦、歩行異常及び活動性低下といった中枢神経症状が8mg/kg/日以上で観察された。同様の症

状が成熟ラット（200 mg/kg/日以上）でも認められている。中枢毒性は、13週間試験の16mg/kg/日群及び4週間用量設

定試験の25mg/kg/日以上の群の死因となった。ただし、ラット及びイヌの反復投与試験と同様に、幼若ラットにおいて中枢

神経系に組織学的変化は確認されなかった（幼若ラットでは詳細な神経病理組織学的評価を含む）。皮膚への影響や血

液系への影響（赤血球量の減少）が、成熟ラットの結果と同様に認められた。 

 

成長遅延（6対訳） 

Reductions in body weight gain observed in the animals 

treated with Drug A in the 26-week repeat-dose study 

are considered attributable to growth retardation due to 

epiphyseal dysplasia. 

26週間反復投与試験の薬剤A投与動物で認められた体

重増加抑制は、骨端軟骨異形成による成長遅延に起因

すると考えられる。 

 

体重増加抑制（27対訳） 

Decreased food consumption or a trend towards 

decrease in food consumption and reduced body weight 

gain were observed during the dosing period at 30 and 

100 mg/kg. 

30及び100mg/kgでは投与期間中に摂餌量の減少又は摂

餌量の減少傾向及び体重増加抑制が認められた。 

 

性成熟遅延（2対訳） 

The data presented here led us to conclude that early life 

stress in females resulted in decreased weight gain and 

delayed sexual maturation. 

本稿に示すデータから、雌動物の生後初期にストレスが加

わると、体重増加抑制及び性成熟遅延に至ると判断され

た。 

 

に一致して（13対訳） 

Accelerated clearance of Drug A was noted after Day 10, 

which coincided with observation of an antibody response 

to Drug A. 

10日目以降に薬剤Aのクリアランスの亢進が認められ、こ

れに一致して薬剤Aに対する抗体反応が認められた。 

 

大腿骨長（3対訳） 
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Fetuses with shorter-than-expected femur length have been 

found to be at higher risk for skeletal dysplasia (dwarfism). 

大腿骨長が期待値よりも短い胎児では、骨格形成異

常（低身長症）になるリスクが比較的高い。 

 

休薬期間終了時→休薬期間の終了時（6対訳） 

Exercise tolerance tests were performed at baseline; 20 

to 24 hours after dosing at Weeks 4, 8, and 12; and at the 

end of the washout period. 

運動負荷試験は、ベースライン時、4，8，12週目の投与

20～24時間後、休薬期間の終了時に行った。 

 

機能観察総合評価（5対訳） 

After 13 weeks of exposure, the rats were evaluated by 

functional observational battery (FOB). 

13週間の曝露後、これらのラットについて機能観察総合評

価（FOB）を行った。 

 

モリスの水迷路による評価→モリス 水迷路（6対訳） 

In the Morris water maze test, the time to achieve the 

platform was prolonged in animals receiving Drug A, but 

this finding did not persist throughout the test period. 

モリス水迷路試験において、薬剤Aが投与された動物では

ゴール到達時間が延長したが、試験期間を通して持続し

た所見ではなかった。 

 

活動性低下（8対訳） 

Both animals showed thin appearance, hypoactivity, 

tremors, and worsening hypothermia prior to sacrifice. 

両動物とも、屠殺前に痩せ、活動性低下、振戦、低体温

の増悪を示した。 

Clinical observations showed partial eye closure and 

decreased activity in the ≥ 0.1 mg/kg/day groups. 

一般状態観察では、0.1mg/kg/日以上の群において

部分的閉眼及び活動性低下が認められた。 

 

成熟ラット（3対訳） 

Adult rats were anesthetized with CO2 and sacrificed 

through cervical dislocation. 

成熟ラットを二酸化炭素で麻酔し、頸椎脱臼で屠殺し

た。 

 

中枢毒性→中枢神経 毒性（4対訳） 

An additional study was conducted to assess the toxicity 

of Drug A in the central nervous system when 

administered to cynomolgus monkeys as a single 

intrathecal injection into the cisterna magna. 

カニクイザルに投与（大槽中への単回髄腔内注射）したと

きの薬剤Aの中枢神経系に対する毒性を評価するため、

追加試験が行われた。 

 

死因（84対訳） 

Although the cause of death for these two animals was 

undetermined, an association with Drug A cannot be 

excluded. 

これら2匹の死因《死亡原因》は特定されなかったが、薬

剤Aとの関連性を否定することはできない。 
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と同様（148対訳） 

After the second year on Drug A, the annual rate of 

events decreased every year, as did the annual relapse 

rate. 

薬剤Aの2年間投与後、事象の年間発生率は年間再発

率と同様に毎年低下した。 

As in the previous 4-week study with Drug A in rats, 

the exposure to Drug A after a 100 mg/kg/day dose 

in female rats was approximately 1.5 to 3.0 times 

higher than exposure to males at the same dose. 

ラットを用いて以前に実施した薬剤 Aの 4週間試験と

同様に、雌ラットに 100mg/kg/日を投与したときの薬

剤 A の曝露量は、同用量における雄の曝露量の約

1.5～3.0 倍であった。 

 

と同様→と類似していた（25対訳） 

However, the pharmacokinetic profile of this animal was 

similar to that of the others. 

しかし、この動物の薬物動態は他の動物と類似して

いた。 

Drug A was generally well tolerated in these studies, 

with adverse events similar to those reported in 

earlier studies with the drug. 

薬剤Aはこれらの試験において概ね忍容性良好

で、有害事象は本剤の初期の試験で報告され

たものと類似していた。 
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