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研究要旨
【目的】本邦における治験対象となり得る難治てんかん患者のうち、CBD サプリメン
ト使用希望者における基礎的情報を収集すること。
【方法】難治てんかんの CBD 使用者希望者 50 名の疾患背景等を検討した。
【結果】患者の年齢は 0 歳から 28 歳の間に分布し、中央値は 4 歳であった。性別では、
男性が 31 例、女性が 19 例であった。診断名別ではウエスト症候群の 20 例が最多であ
った。患者は平均 2.76 剤の抗てんかん薬を服用していたが、十分な発作抑制が得られ
ていない現状が示された。そのうち CBD を服薬し発作消失を得た代表例を示す。
【考察】CBD使用希望者の診断は多岐に渡るが、抗てんかん薬の多剤服用にもかかわら
ず、十分な発作抑制が得られていないことが改めて示された。
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