厚生労働行政推進調査事業費（厚生労働科学特別研究事業）
分担研究報告書
難治性てんかんにおけるカンナビノイド（大麻抽出成分）由来医薬品の治験に向けた課題把握
および今後の方策に向けた研究

治験実施体制構築に関する基盤研究
－治験担当病院の薬剤師を対象とした大麻由来製剤治験に対する意識調査－
研究分担者：松本

直樹

聖マリアンナ医科大学薬理学

研究協力者：太田

有紀

聖マリアンナ医科大学薬理学

研究要旨
カンナビノイド（大麻抽出成分）由来医薬品の治験実施に向け、治験薬の取扱い
等に関して、てんかん拠点医療機関における当該薬物の管理・患者指導などを担当
する薬剤部（薬剤師）の意識や知識は正しい治験実施に影響が大きい。そこで現時
点で治験実施の可能性が高いと思われるてんかん診療（全国）拠点機関の薬剤部に
アンケート調査を実施した。現行の規制法においても治験の実施には前向きな回答
が寄せられ、またその理解水準は妥当なものと思われる結果が得られた。特に治験
としてカンナビノイドを使用する場合、追加的配慮は多く必要とせずに実施可能で
あると考えられた。
Ａ.研究目的
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カンナビノイド（大麻抽出成分）由来

そこで本研究では、治験実施における
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療機関・医療従事者に対するものである。
患者の個人情報等は収集しておらず、ま

図 1. 設問 1 の回答
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Ｃ.研究結果
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選択肢：ない・ある（具体的な内容に
ついて、下記にご意見をお聞かせくださ
い）・どちらともいえない・その他（自
由記載）

図 3. 設問 3 の回答
必要 6、不要 6 と意見が割れている。
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図 4. 設問 5 の回答
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Ｄ.考察
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Ｇ.研究発表
1.論文発表
なし

読み取れた。
大麻由来製剤が本邦において難治性
てんかんやその他難治性疾患に対して

2.学会発表
なし

薬剤として患者に処方されるためには、
大麻取締法の検討が必要となるため、そ
の根拠に資する情報の収集が求められ
ている。最終的には難治性てんかんを始
め、その他難治性疾患に対するカンナビ

Ｈ.知的財産権の出願・登録状況
（予定を含む。）
1.特許取得
なし

ノイド由来製剤が医薬品として処方で
きることとなり、より質の高い医療が提
供され、それらの疾病に苦しむ患者・家

2.実用新案登録
なし

族が救われることが期待されるが、その
為の治験実施には重要なメンバーであ

3.その他

る薬剤師の意識や認識、知識水準の推定

なし

が役立つと考えたが、今回のアンケート
から、実際に治験を実施する際には、さ
らなる情報提供と各施設の認知度や知
識の向上は望まれるものの、基本的には
治験の実施は可能である事が確認出来
たと考える。
今後、今回の情報をもとにした、治験
実施体制の構築とその質の向上は不可
欠と考える。
Ｅ.結論
大麻由来製剤を用いた医薬品開発の
ための治験実施の可能性の高い施設の
薬剤師の意見を調査した結果、さらなる
正確な情報共有と正しい治験実施計画
と準備によって、安全で確実な治験が実
現可能であると考えられた。
Ｆ.健康危険情報
該当しない

