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研究要旨
レノックス・ガストー症候群やドラベ症候群は、未だ有効な治療法のない難治性て
んかんで、いずれも指定難病として定められている。近年、米国や欧州では大麻由来
のカンナビジオール（CBD）が治療薬として使用されており、一定の効果が報告さ
れている。我が国でも CBD の使用が希求されているが、CBD は大麻取締法により
規制されており、現状では唯一、大麻研究者による医師のもとでの治験のみが認めら
れている。しかしながら、CBD 製剤の治験を実施するためには、治験薬の管理が鍵
となるため、本研究では治験実施のために必要な対策を検討し、必要となる要件を明
確にすることを試みた。
その結果、治験の実施には、治験薬を紛失するリスクを回避するために、①病院で
の治験薬の管理、②病院で治験薬ボトルを被験者（家族）に手渡した後、帰宅するま
で移動する際の管理、③被験者の自宅での治験薬の管理、④使用済み治験薬ボトルの
返却のため被験者の自宅から病院まで移動する際の管理、⑤病院での使用済み治験
薬ボトルの管理という 5 つの工程ごとの厳格な管理が必要であることが考えられ、
それぞれに必要な対策を講じることで安全な治験の実施が可能であることが示唆さ
れた。この治験が実現することにより、CBD 製剤の我が国におけるエビデンスの蓄
積につながり、難治性てんかん患者の QOL 向上に寄与することが期待される。
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を紛失するリスクを回避するため、
① 病院で治験薬を管理
② 病院で治験薬ボトルを被験者（家族）に
手渡した後、帰宅するまで
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薬剤師、CRC との綿密な連携が必須である。
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資料 1

治験プロトコール案概要

候補物
用法・用量
開発相

治験案 1

治験案 2

カンナビジオール

カンナビジオール

（エピディオレックス等）

（エピディオレックス等）

10 mg/kg/day

10-25 mg/kg/day

20 mg/kg/day
第3相

第 3 相、長期試験

プラセボ対照ランダム化二重盲

国際共同単群非盲検試験（ベー

検比較試験

スラインとの比較）

実施国

国内治験

国内治験（国際共同）

施設数

要検討

要検討

16 週（観察期間 4 週間、漸増期

16 週（観察期間 4 週間、漸増期

間 2 週間、フルドーズ投薬期間 4

間 2 週間、フルドーズ投薬期間 4

週間、漸減期間 2 週間、後観察期

週間、漸減期間 2 週間、後観察期

試験デザイン

試験期間

間 4 週間）。最初の 12 週間入院。 間 4 週間）
に加えて、
長期試験は条件付承認後を想定。 52 週以上（長期試験）

試験実施場所

入院

通院および在宅

予定症例数

要検討

要検討

(1) レノックス・ガストー症候群

(1) レノックス・ガストー症候群

と診断されている患者

と診断されている患者

(2) ドラベ症候群と 診 断されて

(2) ドラベ症候群と診断されて

いる患者

いる患者

(3) 本試験への参加について、本

(3) 本試験への参加について、本

人または代諾者から自由意思に

人または代諾者から自由意思に

よる文書同意が得られている患

よる文書同意が得られている患

者

者

(4) ベースライン観 察 期間にあ

(4) ベースライン観察期間にあ

る一定頻度のてんかん発作を認

る一定頻度のてんかん発作を認

める。

める。

主な除外基準

過去の試験に準ずる

過去の試験に準ずる

主要評価項目

4 週間の痙攣頻度

4 週間の痙攣頻度

痙攣頻度の 50％以上改善の割合

痙攣頻度の 50％以上改善の割合

QOL

QOL

など

など

主な選択基準

副次評価項目

