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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 69） 

 

以上より、幼若ラット試験で認められたエヌトレクチニブによる変化は成熟ラットの変化と同様であったが、特に中枢毒性が

低用量でみられた・ことを考慮すると、幼若ラットではエヌトレクチニブによってより高い感受性で影響を受ける可能性がある。

更に、体重増加抑制、摂餌量減少、大腿骨長の減少、性成熟遅延及び神経行動学的検査における反応時間の延長

によって示される成長発達遅延が認められた。 

 

以上より（44対訳） 

Based on the above, Drug A was considered to 

precipitate peripherally mediated morphine withdrawal 

symptoms at ≥ 0.5 mg/kg and centrally mediated 

morphine withdrawal symptoms at ≥ 5 mg/kg. 

以上より、薬剤Aは0.5mg/kg以上で末梢性のモルヒネ退薬

症状を誘発し、5mg/kg以上で中枢性のモルヒネ退薬症状

を誘発すると考えられた。 

 

による変化→に起因する変化（3対訳） 

Statistical analyses of the clinical pathology data and 

histopathological evaluations did not indicate any changes 

attributed to topical ocular administration of Drug A. 

この臨床病理データの統計解析及び病理組織学的検

査では、薬剤Aの点眼に起因する変化は示されなかった。 

 

の変化→でみられた変化（2対訳） 

Changes seen in the liver and stomach were still present 

at the end of the 1-month washout period, although with 

a lower incidence and severity, indicating an ongoing 

recovery process. 

肝臓及び胃でみられた変化は1カ月の休薬期間の終了時

にも持続していたが、発現率及び重症度が低下しており、

回復過程にあったことが示された。 

 

低用量でみられた→用量 みられた（12対訳） 

Autopsies are performed to further elucidate the cause of 

the dose-limiting side effects seen at doses of 400 and 

600 mg. 

400mg及び600mgの用量でみられた用量制限副作用の

原因をさらに解明するため、検死解剖が行われている。 

 

ことを考慮すると（51対訳） 

At the same time, an additional clinical study is not 

considered necessary to re-evaluate the Drug A’s effect 

of the increased dose, taking into account that the 

guidelines in Japan and overseas refer Drug A to a drug 

for controlling heart rate in atrial fibrillation and that Drug 

あわせて、国内外のガイドラインが薬剤Aを心房細動にお

ける心拍数コントロール用の薬剤に指定していること、薬

剤Aが既に国内で心房細動患者に対する標準的治療薬

の1つとして広く使用されていることを考慮すると、薬剤Aの

増量による効果を再評価するのに追加の臨床試験が必
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A has been widely used as one of the standard 

therapeutic drugs for patients with atrial fibrillation 

already in Japan. 

要とは考えらない。 

 

によってより高い感受性で影響を受ける→対する感受性 高（10対訳） 

Male rats are more sensitive to the antinociceptive effects 

of morphine than female rats. 

雄ラットはモルヒネの抗侵害受容作用に対する感受性が

雌ラットよりも高い。 

 

神経行動学的検査（3対訳） 

The neonatal neurobehavioral examination consists of 27 

items divided into three sections: … 

この新生児神経行動学的検査は27項目で構成され、以

下の3セクションに分かれている。 

 

によって示される→に示されるように（3対訳） 

At 12 weeks, Drug A offered significantly greater 

protection against exercise-induced bronchoconstriction 

than placebo, as evidenced by the improvement in the area 

under the FEV1 curve. 

12週後、FEV1曲線下面積の改善に示されるように、薬

剤Aにより得られる運動誘発気管支収縮に対する保護

効果はプラセボよりも有意に大きかった。 

 

によって示される→に示されるように→as evidenced by（7対訳） 

Drug A was teratogenic at 10 mg/kg/day, as evidenced 

by the statistically significant increase in the incidence of 

malformations in this group. 

この群において奇形の発生率が統計学的に有意に

高かったことから明らかなように、薬剤Aは10mg/kg/

日で催奇形性を示した。 

 

が認められた→が認められた noted（95対訳） 

A small amount of saliva like vomit was noted. 少量の唾液様嘔吐が認められた。 

 

が認められた→が認められた observed（288対訳） 

A reduction of B cell populations was observed in the 

peripheral blood. 

末梢血ではB細胞集団の減少が認められた。 

 

が認められた→が認められた seen（17対訳） 

In 5 of the 8 studies, significant increases in exercise 

time were seen with the 10 mg dose. 

これら8試験のうち5試験では、10mg投与で運動時

間の著しい延長が認められた。 
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が認められた→が認められた evident（4対訳） 

Although the study was not powered to show statistically 

significant differences, a trend in favor of Drug A 10.0 

mg/day was evident. 

本試験には統計学的有意差を示す検出力がなかっ

たが、薬剤A 10.0mg/日のほうが優れる傾向が認めら

れた。 
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