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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

難治性てんかんにおけるカンナビノイド由来医薬品に関する小児神経・てんかん専門施
設へのアンケート調査
研究分担者：浜野

晋一郎

（埼玉県立小児医療センター神経科）

研究要旨
小児神経・てんかん専門施設に対し，難治性てんかんにおけるカンナビノイド由来医
薬品に関するアンケート調査を行った．全国の小児病院等の小児科専門診療施設の神
経(内)科の診療科長，ならびにてんかんセンター標榜施設・大学等の小児科担当部門の
小児神経指導責任医宛てに 40 通送付し，28 通(70％)の回答が得られた．
各施設において加療中の症例数は Dravet 症候群，Lennox-Gastaut 症候群、それぞ
れ中央値（範囲）は 4 例（0〜17 例）
，5 例（0〜100 例）だった．治験実施で意義が大
きい特に症例数の多い施設は，Dravet 症候群で 1 施設あたり 10 例以上の施設は 4 施
設，Lennox-Gastaut 症候群は 11 施設だった．治験参加の見込み症例数の中央値(範囲)
は Dravet 症候群，Lennox-Gastaut 症候群それぞれは 1 例（0〜10 例）
，2 例（0〜30
例）で，症例数が多い施設は，多数例の治験参加を見込んでいた．また，カンナビノイ
ド由来製剤の国内外の製造体制，国内の保管体制，患者への供給・調剤体制に関する不
安が強いことが解った．
Ａ.研究目的
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の治験が行われた際に参加する可能性が高
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