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【注意】イートモ対訳は見直し中です（修正および差し替え）。次期バージョン（イートモ 6.2）では対訳

が変わります。 

 

［作用機序］をイートモ検索し、英訳トレーニングモードにした状態です。 

英訳トレーニングモードでは、英訳のヒントとして最初の 3 wordsが表示されます。この 3 wordsに続け

て、ご自身が英訳してください。 

英訳し終わったら、［訳例をみる］をクリック。 

 

医学翻訳の友 
 

翻訳トレーニングモード 

イートモ ６.１ 英訳のトレーニングをしましょう 
  

  

原  文 左の原文を枠内に英訳して下さい 

その作用機序は完全に解明されていない The mechanism of  

その作用機序はまだ確実にわかっていない The mechanism of  

その作用機序はまだ完全に解明されていない The mechanism of  

薬剤 A と薬剤 B の作用機序は類似している The mechanisms of  

両剤とも同じ機序で効果を発揮すると《作用機序は同じと》考えられる Perhaps both agents  

薬剤 A の効果の背後にある作用機序は現在のところ不明である The mechanism of  

過去 40 年間に薬剤の作用機序が大きな注目を集めてきた The mechanism of  

細胞レベル及び分子レベルにおける薬剤 Aの作用機序は薬剤 B と同じ

である 

At the cellular  

薬剤 A の作用機序は細菌の DNA 合成を阻害することである The mechanism of  

薬剤 A の主要な作用機序は cAMP に特異的な PDE III の選択的阻

害である 

The main mechanism  

他のカンナビノイド類にこのような作用機序がないため、このシナリオの可

能性は低いようである《この想定には無理があると考えられる》 

This scenario may  

薬剤 A の作用機序のうち、最も重要なのは EGFR リガンドの結合を遮

断することである 

Of Drug A's  

薬剤 A は、新規の作用機序を有し、経口投与で作用を発揮する強力

な BCR-ABL1 阻害薬である 

Drug A is  

これら 2 つの成分は作用機序が相補的であるため、有効性の向上が期

待できる 

The complementary mechanisms  

in vitro 試験のデータは医薬品や生物学的製剤の作用機序を明確に

するのに役立つ 

Data from in  

これらの試験系は各種薬剤がそれぞれの作用を発揮する機序《作用機

序》の検討に用いることができる 

These test systems  

我々は疾患 A の患者を対象に本剤を評価し、その作用機序の解明を

試みた 

We evaluated this  
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このことは本治療法の作用機序と一致し、その安全性を再確認させる

ものである 

This is consistent  

会社 Aは GAに対する治療効果に関わる薬剤 Aの作用機序を特定し

た 

Company A has  

この作用機序を通じて、薬剤 Aは IL-12及び IL-23が介在する細胞反

応を効果的に中和する 

Through this mechanism  

これらの患者を治療する際には、違う作用機序を有する別の生物学的

療法への切り替えが行われる 

These patients are  

新規の作用機序を有する細胞傷害性薬剤については、安全性薬理

試験を実施する価値はあるかもしれない 

For cytotoxic drugs  

動物及びヒトでの試験が示すように、主な作用機序はぶどう膜強膜流

出量の増加である 

Studies in animals  

全般に、臨床試験でみられた薬剤 A の作用はその想定される主要作

用機序と一致するものであった 

In general, the  

想定される薬剤 A の作用機序は、NK 細胞が介在する抗体依存性細

胞傷害（ADCC）である 

The proposed mechanism  

薬剤 A は、主に炎症病変へのリンパ球の接着及び浸潤を防ぐという新

規の作用機序を有している 

Drug A has  

薬剤 A は従来の免疫抑制剤とは異なる新しい作用機序を有する新規

の免疫抑制剤である 

Drug A is  

その作用機序はまだ完全に明らかにされていないが、肝臓におけるトリグ

リセリド合成の阻害と考えられる 

The mechanism of  

薬剤 A は、テストステロンがその細胞内受容体に結合するのを阻害する

ことで作用する非ステロイド性抗アンドロゲン薬である《作用機序は～で

ある》 

Drug A is  

薬剤 A は会社 A からの導入薬で、新規作用機序を持つ経口便秘治

療薬である 

Drug A, which  

本剤の作用機序としては、悪性化したB細胞の表面にある抗原に結合

し、それらの細胞が免疫系により破壊されるようにマーキングする《印を付

ける》 

The drug works  

最後のコメントとして、X博士は、胸水に関連する薬剤 Aの作用機序に

ついて説明できる人がいるかどうか質問した 

As a final  

これらの結果から、この HD マウスモデルにおけるシスタミンの作用機序に

は tTG 阻害以外のターゲットが関与していると考えられる 

These results suggest  

IL-に結合し、IL-5 が IL-5 受容体に結合するのを阻害し、それによって

循環血液及び組織中の好酸球を減らすことが薬剤 A の作用機序であ

る 

Drug A works  

消化管平滑筋における薬剤 A のこの作用機序はジヒドロビリジンカルシ

ウム拮抗薬が介在する作用と類似している 

This mode of  

酵素 A の阻害は、非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）として知られる薬 Inhibition of Enzyme  
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剤クラスに共通する作用機序である 

この作用機序から、薬剤 Aを他の治療薬と併用した場合にも相乗的な

抗腫瘍効果が期待される 

From the mechanisms  

想定される薬剤 A の作用機序は、抗原提示細胞上の X 分子と化合

物 A の相互作用を阻害することである 

The proposed mechanism  

薬剤 A は治療用量で内向きの脱分極性ナトリウム電流を増加させるこ

とが示されており、この点において独自の作用機序を有する 

Drug A has  

薬剤 A 及びその他のキノロン系薬剤の作用機序は、マクロライド系薬

剤、βラクタム系薬剤、アミノ配糖体、テトラサイクリン系薬剤の作用機

序と異なる 

The mechanism of  

したがって、このペプチドは酸性条件下で中性 pH で使われる機序と異

なる特有の作用機序を利用していると考えられた 

It was therefore  

薬剤 A の作用機序は、主としてシクロオキシゲナーゼ 2 の阻害を介した

プロスタグランジンの合成阻害によると考えられている 

The mechanism of  

薬剤 B とは異なる作用機序により、薬剤 Aは移植における長期成績を

改善する可能性がある 

Due to its  

ゲノミクスによって、薬物の作用機序及び反応が解明され、医薬品開

発が促進されること並びに医療が向上することが期待される 

Genomics offers the  

作用機序が異なる抗凝固剤は、治療効果が同等の用量であっても、

ルーチンの凝固検査では著しく異なる成績を示すことがある 

Therapeutically equivalent doses  

従来型の治療と全く異なる作用機序を有することから、薬剤 A はこれら

の患者にとって新たな治療選択肢になると期待されている 

With the mode  

薬剤 A はその作用機序がアルドース還元酵素阻害薬と異なるため、糖

尿病性神経障害に対する新しい治療薬として期待されている 

Drug A is  

これらの試験における細胞数の低値は、点滴静注した抗体の作用機

序及びリンパ球に対する特異性を考慮すれば予想されるものであった 

The low cell  

薬剤 Aの作用機序に一致して、薬剤 Aに 2時間以上曝露させた腫瘍

細胞では、ヒストンのアセチル化のレベルが上がった 

Consistent with the  

正確な作用機序は不明であるが、本剤は骨格筋、肝臓、脂肪組織に

直接作用し、インスリンの作用を増強する 

Although its exact  

作用機序が異なることから、これらの薬剤は互いに相乗的に作用し、有

効性成績の向上につながる可能性がある 

The different mechanism  

試験 A は第 II 相試験で、薬剤 A が無効の RA 患者において、作用機

序が異なる薬剤 B を追加することによりベネフィットが得られるという仮説

を検証した 

Study A was  

ニコチン置換療法の作用機序を理解することによって、臨床医はその想

定されるベネフィットと限界をより正確に予測することが可能になる 

Understanding the mechanisms  
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これらの動物モデルにおける抗 CTLA-4 モノクローナル抗体の作用機序

は、IL-2、IFN-γ、TNF-αなどの炎症性サイトカインの産生を増強す

ることである 

The mechanism of  

これらの新しい抗てんかん薬のそれぞれは、全く固有の作用機序、全く

固有の副作用プロファイル、全く固有の薬物相互作用を有している 

Each of these  

薬剤 A は、エネルギー産生に必須の酵素であるアデノシン三リン酸

（ATP）シンターゼの特異的阻害が関与する独自の作用機序を有する 

Drug A has  

この 3 剤併用療法は、3 剤がそれぞれ異なる作用機序を介してウイルス

に作用し、ほとんどの患者において耐性の発現がない 

The triple combination  

これらの薬剤は他の細菌タンパク合成阻害薬とは異なっており、固有の

作用機序を有することから、新しいクラスの抗菌薬を構成する 

These drugs are  

動物モデルで、薬剤AはT細胞の活性化、増殖、記憶能を阻害しなか

ったことから、従来の免疫抑制薬には認められていない新しい作用機序

を有することが確認された 

In animal models,  

化合物 A とこれらのチャネルの関連性が発見されたことは、網膜における

化合物 A の作用機序に関する知見の大きな進展である 

The discovery of  

効力を裏付ける試験では、in vitro における作用機序、in vivo における

正常動物及び糖尿病モデル動物を用いた血糖降下作用を検討した 

In primary pharmacodynamic  

過敏性腸症候群の治療における薬剤 A の正確な作用機序は不明で

あるが、消化管の細菌量の変化に関連していると考えられる 

The exact mechanism  

この研究者は、非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）の主要な作用機序

がシクロオキシゲナーゼによるプロスタグランジン生成の阻害であることを

提唱した 

The investigator proposed  

薬剤 A で予想される主な副作用は主要な作用機序である第 Xa 因子

の阻害に関連するもので、それが凝固障害につながり、血漿中濃度が

高い場合には出血の可能性もある 

The main side  

薬剤 A の生物学的特性及び作用機序について包括的な文献調査を

行ったが、薬剤Aの投与により腫瘍につながるような形質転換細胞の増

殖が誘発されることを示唆するデータは認められていない 

A comprehensive literature  

新しい作用機序を有しているため、薬剤 A は、スルホニルウレア系薬剤

やグリニド系薬剤と異なり、グルコース依存性のインスリン分泌を選択的

に改善し、2 型糖尿病に対する安全かつ有効な治療薬になる可能性

がある 

Through its novel  

薬剤 A にこのような二重作用機序があることは、その鎮痛作用がオピオ

イド受容体アンタゴニストであるナロキソン及びアドレナリン受容体アンタ

ゴニストであるヨヒンビンによって阻害される程度を調べることで裏付けら

れた 

The dual mechanism  
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このように、抗体依存性細胞傷害作用（ADCC）や補体依存性細胞傷

害作用（CDC）など、細胞減少に至るエフェクター機能が薬剤 A の作用

機序に寄与していることを示すエビデンスはない 

Thus, there is  

非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）の作用機序には、アラキドン酸がプロ

スタグランジンやトロンボキサンなど様々なプロスタノイドに変換されるのを

触媒する酵素であるシクロオキシゲナーゼの阻害が関係している 

The mechanism of  

 

訳例を表示させた状態です。「私の訳文」と訳例を比較検討してください。 

「原文」と「訳例」と「私の訳文」を保存したい場合には、コピーして、ワード等にペーストしてください。 

医学翻訳の友  翻訳トレーニングモード 

イートモ ６.１ 
 

英訳のトレーニングをしましょう 
   

   

原  文 訳  例 私の訳文 

その作用機序は完全に解明されていない The mechanism of action has not been 

fully elucidated. 

The mechanism of  

その作用機序はまだ確実にわかっていない The mechanism of action is not yet 

known with certainty. 

The mechanism of  

その作用機序はまだ完全に解明されてい

ない 

The mechanism of action has not yet 

been fully elucidated. 

The mechanism of  

薬剤 A と薬剤 Bの作用機序は類似してい

る 

The mechanisms of action of Drug A and 

Drug B are similar. 

The mechanisms of  

両剤とも同じ機序で効果を発揮すると《作

用機序は同じと》考えられる 

Perhaps both agents exert their effects 

through the same mechanism. 

Perhaps both agents  

薬剤Aの効果の背後にある作用機序は現

在のところ不明である 

The mechanism of action behind the 

effects of Drug A is currently unclear. 

The mechanism of  

過去 40 年間に薬剤の作用機序が大きな

注目を集めてきた 

The mechanism of action of drugs has 

received much attention over the past 4 

decades. 

The mechanism of  

細胞レベル及び分子レベルにおける薬剤 A

の作用機序は薬剤 B と同じである 

At the cellular and molecular level, Drug 

A has the same mechanism of action as 

Drug B. 

At the cellular  

薬剤 A の作用機序は細菌の DNA 合成を

阻害することである 

The mechanism of action of Drug A 

involves the interference with bacterial 

DNA synthesis. 

The mechanism of  

薬剤 A の主要な作用機序は cAMP に特

異的な PDE III の選択的阻害である 

The main mechanism of action of Drug A 

is selective inhibition of PDE III specific 

to cAMP. 

The main mechanism  

他のカンナビノイド類にこのような作用機序

がないため、このシナリオの可能性は低いよ

うである《この想定には無理があると考えら

This scenario may seem less plausible 

because other cannabinoids do not act 

in this fashion. 

This scenario may  
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れる》 

薬剤 A の作用機序のうち、最も重要なの

は EGFR リガンドの結合を遮断することであ

る 

Of Drug A's mechanisms of action, the 

most important is its blockade of EGFR 

ligand binding. 

Of Drug A's  

薬剤 A は、新規の作用機序を有し、経口

投与で作用を発揮する強力な

BCR-ABL1 阻害薬である 

Drug A is a potent, orally bioavailable 

BCR-ABL1 inhibitor with a novel 

mechanism of action. 

Drug A is  

これら 2 つの成分は作用機序が相補的で

あるため、有効性の向上が期待できる 

The complementary mechanisms of 

action of the two components could 

result in increased efficacy. 

The complementary mechanisms  

in vitro 試験のデータは医薬品や生物学

的製剤の作用機序を明確にするのに役立

つ 

Data from in vitro studies can be useful 

in defining the potential mechanism of a 

drug or biologic. 

Data from in  

これらの試験系は各種薬剤がそれぞれの

作用を発揮する機序《作用機序》の検討

に用いることができる 

These test systems can be used to 

examine the mechanisms by which 

various drugs exert their effects. 

These test systems  

我々は疾患 A の患者を対象に本剤を評

価し、その作用機序の解明を試みた 

We evaluated this drug in patients with 

Disease A in an attempt to elucidate its 

mechanism of action. 

We evaluated this  

このことは本治療法の作用機序と一致し、

その安全性を再確認させるものである 

This is consistent with the mechanism of 

action of this therapy and reassuring 

with respect to safety. 

This is consistent  

会社 A は GA に対する治療効果に関わる

薬剤 A の作用機序を特定した 

Company A has identified a potential 

mode of action of Drug A relevant to a 

therapeutic effect for GA. 

Company A has  

この作用機序を通じて、薬剤 A は IL-12

及び IL-23が介在する細胞反応を効果的

に中和する 

Through this mechanism of action, Drug 

A effectively neutralizes IL-12- and 

IL-23-mediated cellular responses. 

Through this mechanism  

これらの患者を治療する際には、違う作用

機序を有する別の生物学的療法への切り

替えが行われる 

These patients are treated by switching 

to an alternative biologic therapy with a 

different mechanism of action. 

These patients are  

新規の作用機序を有する細胞傷害性薬

剤については、安全性薬理試験を実施す

る価値はあるかもしれない 

For cytotoxic drugs with novel 

mechanisms of action, there may be 

value in conducting safety pharmacology 

studies. 

For cytotoxic drugs  

動物及びヒトでの試験が示すように、主な

作用機序はぶどう膜強膜流出量の増加で

ある 

Studies in animals and humans indicate 

that the main mechanism of action is an 

increase in the uveoscleral outflow. 

Studies in animals  
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全般に、臨床試験でみられた薬剤 A の作

用はその想定される主要作用機序と一致

するものであった 

In general, the effects of Drug A in 

clinical studies were compatible with its 

proposed primary mechanism of action. 

In general, the  

想定される薬剤 A の作用機序は、NK 細

胞が介在する抗体依存性細胞傷害

（ADCC）である 

The proposed mechanism of action of 

Drug A is NK cell-mediated 

antibody-dependent cell-mediated 

cytotoxicity (ADCC). 

The proposed mechanism  

薬剤 A は、主に炎症病変へのリンパ球の

接着及び浸潤を防ぐという新規の作用機

序を有している 

Drug A has a new mode of action that 

prevents the adhesion and invasion of 

lymphocytes mainly to the inflamed 

lesion. 

Drug A has  

薬剤Aは従来の免疫抑制剤とは異なる新

しい作用機序を有する新規の免疫抑制剤

である 

Drug A is a novel immunosuppressant 

with a new mechanism of action 

different from that of the classical 

immunosuppressants. 

Drug A is  

その作用機序はまだ完全に明らかにされて

いないが、肝臓におけるトリグリセリド合成の

阻害と考えられる 

The mechanism of action is yet to be 

fully disclosed, however, it is thought to 

inhibit triglyceride synthesis in the liver. 

The mechanism of  

薬剤 A は、テストステロンがその細胞内受

容体に結合するのを阻害することで作用す

る非ステロイド性抗アンドロゲン薬である

《作用機序は～である》 

Drug A is a nonsteroidal antiandrogen 

agent that acts by blocking the binding 

of testosterone to its intracellular 

receptors. 

Drug A is  

薬剤 Aは会社 Aからの導入薬で、新規作

用機序を持つ経口便秘治療薬である 

Drug A, which was in-licensed from 

Company A, is an orally available 

constipation treatment having a novel 

mechanism of action. 

Drug A, which  

本剤の作用機序としては、悪性化した B

細胞の表面にある抗原に結合し、それらの

細胞が免疫系により破壊されるようにマー

キングする《印を付ける》 

The drug works by binding to the antigen 

on the surface of malignant B cells, 

marking them for destruction by the 

immune system. 

The drug works  

最後のコメントとして、X 博士は、胸水に関

連する薬剤 A の作用機序について説明で

きる人がいるかどうか質問した 

As a final comment, Dr. X asked whether 

one could explain the probable 

mechanism of action of Drug A related 

to pleural effusions. 

As a final  

これらの結果から、この HD マウスモデルにお

けるシスタミンの作用機序には tTG 阻害以

外のターゲットが関与していると考えられる 

These results suggest that the 

mechanism of action for cystamine in 

this HD mouse model involves targets 

other than tTG inhibition. 

These results suggest  

IL-に結合し、IL-5 が IL-5 受容体に結合

するのを阻害し、それによって循環血液及

Drug A works by binding to IL-5 and 

preventing its binding to the IL-5 

Drug A works  



8 

び組織中の好酸球を減らすことが薬剤 A

の作用機序である 

receptor, thereby reducing circulating 

and tissue eosinophils. 

消化管平滑筋における薬剤 A のこの作用

機序はジヒドロビリジンカルシウム拮抗薬が

介在する作用と類似している 

This mode of action of Drug A in 

gastrointestinal smooth muscle 

resembles the actions mediated by 

dihydropyridine calcium antagonists. 

This mode of  

酵素 A の阻害は、非ステロイド性抗炎症

薬（NSAID）として知られる薬剤クラスに共

通する作用機序である 

Inhibition of Enzyme A is the common 

mechanism of action of the class of 

drugs known as non-steroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 

Inhibition of Enzyme  

この作用機序から、薬剤Aを他の治療薬と

併用した場合にも相乗的な抗腫瘍効果が

期待される 

From the mechanisms of action, 

synergistic antitumor effects are also to 

be expected upon combination of Drug A 

with other therapeutics. 

From the mechanisms  

想定される薬剤 Aの作用機序は、抗原提

示細胞上の X 分子と化合物 A の相互作

用を阻害することである 

The proposed mechanism of action for 

Drug A is interference of the interaction 

of Compound A with X molecules on 

antigen-presenting cells. 

The proposed mechanism  

薬剤 A は治療用量で内向きの脱分極性

ナトリウム電流を増加させることが示されて

おり、この点において独自の作用機序を有

する 

Drug A has a unique mechanism of 

action in that at therapeutic levels it has 

been shown to increase an inward, 

depolarizing sodium current. 

Drug A has  

薬剤 A 及びその他のキノロン系薬剤の作

用機序は、マクロライド系薬剤、βラクタム

系薬剤、アミノ配糖体、テトラサイクリン系

薬剤の作用機序と異なる 

The mechanism of action of Drug A and 

other quinolones is different from that of 

macrolides, beta-lactams, 

aminoglycosides, and tetracyclines. 

The mechanism of  

したがって、このペプチドは酸性条件下で中

性pHで使われる機序と異なる特有の作用

機序を利用していると考えられた 

It was therefore suggested that this 

peptide uses a distinct mode of action 

under acidic conditions different than 

that used around neutral pH. 

It was therefore  

薬剤 A の作用機序は、主としてシクロオキ

シゲナーゼ 2 の阻害を介したプロスタグラン

ジンの合成阻害によると考えられている 

The mechanism of action of Drug A is 

believed to be due to inhibition of 

prostaglandin synthesis, primarily via 

inhibition of cyclooxygenase-2. 

The mechanism of  

薬剤 B とは異なる作用機序により、薬剤 A

は移植における長期成績を改善する可能

性がある 

Due to its mode of action, which is 

different from that of Drug B, Drug A has 

the potential to improve the long-term 

outcome in transplantation. 

Due to its  
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ゲノミクスによって、薬物の作用機序及び

反応が解明され、医薬品開発が促進され

ること並びに医療が向上することが期待さ

れる 

Genomics offers the potential to 

improve both drug development and the 

practice of medicine by elucidating the 

mechanisms of drug action and 

response. 

Genomics offers the  

作用機序が異なる抗凝固剤は、治療効

果が同等の用量であっても、ルーチンの凝

固検査では著しく異なる成績を示すことが

ある 

Therapeutically equivalent doses of 

anticoagulants with different 

mechanisms of action can exhibit very 

different results in routine coagulation 

tests. 

Therapeutically equivalent doses  

従来型の治療と全く異なる作用機序を有

することから、薬剤Aはこれらの患者にとって

新たな治療選択肢になると期待されている 

With the mode of action completely 

different from any conventional therapy, 

Drug A is expected to be an additional 

treatment option for those patients. 

With the mode  

薬剤 A はその作用機序がアルドース還元

酵素阻害薬と異なるため、糖尿病性神経

障害に対する新しい治療薬として期待され

ている 

Drug A is expected to be a new 

treatment for diabetic neuropathy 

because of its different mechanism of 

actions from those of aldose reductase 

inhibitors. 

Drug A is  

これらの試験における細胞数の低値は、点

滴静注した抗体の作用機序及びリンパ球

に対する特異性を考慮すれば予想される

ものであった 

The low cell numbers observed in these 

studies were anticipated, given the 

mechanism of action and the 

antilymphocyte specificity of the infused 

antibodies. 

The low cell  

薬剤 A の作用機序に一致して、薬剤 A に

2時間以上曝露させた腫瘍細胞では、ヒス

トンのアセチル化のレベルが上がった 

Consistent with the mechanism of 

action for Drug A, tumor cells exposed 

to Drug A for two hours or more 

demonstrated increased levels of 

histone acetylation. 

Consistent with the  

正確な作用機序は不明であるが、本剤は

骨格筋、肝臓、脂肪組織に直接作用し、

インスリンの作用を増強する 

Although its exact mechanism of action 

is unknown, this drug works directly on 

skeletal muscle, liver, and adipose tissue 

to potentiate the action of insulin. 

Although its exact  

作用機序が異なることから、これらの薬剤

は互いに相乗的に作用し、有効性成績の

向上につながる可能性がある 

The different mechanism of action 

raises the possibility that these drugs 

could act together in a synergistic 

fashion, potentially improving efficacy 

outcomes. 

The different mechanism  
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試験Aは第 II相試験で、薬剤Aが無効の

RA患者において、作用機序が異なる薬剤

B を追加することによりベネフィットが得られ

るという仮説を検証した 

Study A was a phase II study to test the 

hypothesis that RA patients 

non-responding to Drug A would benefit 

of adding Drug B due to its different 

mode of action. 

Study A was  

ニコチン置換療法の作用機序を理解する

ことによって、臨床医はその想定されるベネ

フィットと限界をより正確に予測することが

可能になる 

Understanding the mechanisms of action 

of nicotine replacement therapy may 

enable clinicians to predict more 

accurately its possible benefits and 

probable limitations. 

Understanding the mechanisms  

これらの動物モデルにおける抗CTLA-4モノ

クローナル抗体の作用機序は、IL-2、IFN-

γ、TNF-αなどの炎症性サイトカインの産

生を増強することである 

The mechanism of action of 

anti-CTLA-4 monoclonal antibody in 

these animal models is enhanced 

production of proinflammatory cytokines 

such as IL-2, IFN-γ, and TNF-α. 

The mechanism of  

これらの新しい抗てんかん薬のそれぞれは、

全く固有の作用機序、全く固有の副作用

プロファイル、全く固有の薬物相互作用を

有している 

Each of these new anti-epileptic drugs 

has an absolutely unique mode of action, 

absolutely unique side effect profile, and 

an absolutely unique set of drug 

interactions. 

Each of these  

薬剤 A は、エネルギー産生に必須の酵素

であるアデノシン三リン酸（ATP）シンターゼ

の特異的阻害が関与する独自の作用機

序を有する 

Drug A has a unique mechanism of 

action involving specific inhibition of 

adenosine triphosphate (ATP) synthase, 

an enzyme that is essential for the 

generation of energy. 

Drug A has  

この 3 剤併用療法は、3 剤がそれぞれ異な

る作用機序を介してウイルスに作用し、ほと

んどの患者において耐性の発現がない 

The triple combination therapy, with 

three agents each acting on the virus 

through different mechanisms of action, 

prevents the emergence of resistance in 

most patients. 

The triple combination  

これらの薬剤は他の細菌タンパク合成阻害

薬とは異なっており、固有の作用機序を有

することから、新しいクラスの抗菌薬を構成

する 

These drugs are distinct from other 

inhibitors of bacterial protein synthesis 

and represent a new class of 

antibacterial agents because of their 

unique mechanism of action. 

These drugs are  

動物モデルで、薬剤 A は T 細胞の活性

化、増殖、記憶能を阻害しなかったことか

ら、従来の免疫抑制薬には認められていな

い新しい作用機序を有することが確認され

た 

In animal models, Drug A did not impair 

T-cell activation, expansion, and 

memory, confirming a novel mechanism 

that has not been observed with 

classical immunosuppressants. 

In animal models,  
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化合物 A とこれらのチャネルの関連性が発

見されたことは、網膜における化合物 A の

作用機序に関する知見の大きな進展であ

る 

The discovery of the possible link 

between Compound A and these 

channels presents a significant addition 

to the knowledge of the mechanism of 

action of Compound A in the retina. 

The discovery of  

効力を裏付ける試験では、in vitro におけ

る作用機序、in vivo における正常動物及

び糖尿病モデル動物を用いた血糖降下作

用を検討した 

In primary pharmacodynamic studies, 

the mechanism of action in vitro and 

glucose lowering effect in vivo in normal 

animals and animal models of diabetes 

mellitus were investigated. 

In primary pharmacodynamic  

過敏性腸症候群の治療における薬剤Aの

正確な作用機序は不明であるが、消化管

の細菌量の変化に関連していると考えられ

る 

The exact mechanism of action of Drug 

A for treatment of irritable bowel 

syndrome is not known, but is thought to 

be related to changes in the bacterial 

content in the gastrointestinal tract. 

The exact mechanism  

この研究者は、非ステロイド性抗炎症薬

（NSAID）の主要な作用機序がシクロオキ

シゲナーゼによるプロスタグランジン生成の

阻害であることを提唱した 

The investigator proposed that the 

primary mechanism of action of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs) was inhibition of the 

production of prostaglandins by the 

cyclooxygenase enzyme. 

The investigator proposed  

薬剤 Aで予想される主な副作用は主要な

作用機序である第 Xa 因子の阻害に関連

するもので、それが凝固障害につながり、血

漿中濃度が高い場合には出血の可能性

もある 

The main side effects expected with 

Drug A relate to the primary mechanism 

of action, inhibition of factor Xa, which 

leads to impairment of coagulation, and, 

with high plasma concentrations, the 

potential for bleeding. 

The main side  

薬剤 A の生物学的特性及び作用機序に

ついて包括的な文献調査を行ったが、薬

剤 A の投与により腫瘍につながるような形

質転換細胞の増殖が誘発されることを示

唆するデータは認められていない 

A comprehensive literature review on 

the biology and mechanism of action of 

Drug A has not revealed data to suggest 

that treatment with Drug A would induce 

proliferation of transformed cells 

possibly leading to neoplasia. 

A comprehensive literature  

新しい作用機序を有しているため、薬剤 A

は、スルホニルウレア系薬剤やグリニド系薬

剤と異なり、グルコース依存性のインスリン

分泌を選択的に改善し、2 型糖尿病に対

する安全かつ有効な治療薬になる可能性

がある 

Through its novel mechanism of action, 

Drug A has potential as a safe and 

effective treatment for type 2 diabetes 

by selectively improving 

glucose-dependent insulin secretion, 

different from sulfonylurea agents or 

glinides. 

Through its novel  
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薬剤 A にこのような二重作用機序があるこ

とは、その鎮痛作用がオピオイド受容体アン

タゴニストであるナロキソン及びアドレナリン

受容体アンタゴニストであるヨヒンビンによっ

て阻害される程度を調べることで裏付けら

れた 

The dual mechanism of action of Drug A 

was substantiated by testing the extent 

to which its analgesic properties could 

be blocked by the opioid receptor 

antagonist naloxone and by the 

adrenergic receptor antagonist 

yohimbine. 

The dual mechanism  

このように、抗体依存性細胞傷害作用

（ADCC）や補体依存性細胞傷害作用

（CDC）など、細胞減少に至るエフェクター

機能が薬剤 A の作用機序に寄与している

ことを示すエビデンスはない 

Thus, there is no evidence that effector 

functions that result in cellular 

depletion, such as antibody dependent 

cellular cytotoxicity (ADCC) and 

complement-dependent cytotoxicity 

(CDC), contribute to the mechanism of 

action of Drug A. 

Thus, there is  

非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）の作用

機序には、アラキドン酸がプロスタグランジン

やトロンボキサンなど様々なプロスタノイドに

変換されるのを触媒する酵素であるシクロ

オキシゲナーゼの阻害が関係している 

The mechanism of action of nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is 

related to inhibition of cyclooxygenase, 

the enzyme that catalyzes the 

conversion of arachidonic acid to a 

variety of prostanoids, including 

prostaglandins and thromboxanes. 

The mechanism of  

 

 


