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EPIDIOLEX エピディオレックス 
Cannabidiol：カンナビジオール（CBD）製剤 

FDA(米国医薬食品局)承認：2018年 11月 1日 

製造元：Greenwich Biosciences, Inc（米国カリフォルニア州） 

 

  

 

 

価格情報（参考） 

内容量：100ml（CBD：10000 ㎎） 

定価：1235 米ドル 

約 135,850 円（1ドル：110 円換算） 
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1 適応および使用法 

 

エピディオレックスは、2 歳以上の患者にレノックス・ガストー症候群(LGS))またはドラベ症候群(DS)があり、

その関連する発作の治療に適応される。 

 

2 用法・用量 

 

2.1 エピディオレックス開始前の評価 

 

肝細胞障害のリスクがあるため、本剤投与開始前に全患者の血清トランスアミナーゼ(ALT と AST)及び総ビリ

ルビン値を測定すること[(5.1)参照]。 

 

2.2 投与量情報 

 

・本剤は経口投与をする。 

・開始用量は 2.5 mg/kg、1 日 2 回(5mg/kg/日)である。 

・1 週間後、維持用量として 5mg/kg を 1 日 2 回(10mg/kg/日)まで増量できる。 

・エピディオレックス 5mg/kg を 1 日 2 回投与することに効果が認められ、発作のさらなる軽減が必要な患者

には、最大推奨維持用量である 10mg/kg を 1 日 2 回(20mg/kg/日)まで増量し、忍容性に応じて 2.5 mg/kg を

1 日 2 回(5mg/kg/日)の毎週増量が有効な場合がある。10mg/kg/日から 20mg/kg/日へのより迅速な増量が必

要な患者では、投与量は隔日よりも頻繁に増量してはならない。20mg/kg/日の投与は推奨された維持用量の

10mg/kg/日よりも発作率の大きな低下をもたらすが、副作用の増加を伴う。 

 

2.3 服薬指導 

 

食物はエピディオレックス濃度に影響を及ぼすことがある[(12.3)参照]。 

校正された測定装置(5mL または 1mL の経口注射器)が提供される予定であり、処方された用量を正確に測定し、

送達することが推奨される。[(16.1)参照]。 

家庭用のティースプーンや大さじは、適切な測定器ではない。 

開封後 12 週間経っても使用されていないエピディオレックスは廃棄して下さい。[(16.2)参照]。 

 

2.4 エピディオレックスの中止 

 

本剤の投与を中止する場合には、徐々に減量すること。全ての抗てんかん薬と同様に、発作頻度の増加および

てんかん重積症のリスクを最小限にするために、可能であれば突然の中止は避けるべきである[(5.5)参照]。 

 

2.5 肝障害のある患者 

 

中等度(チャイルド・ピュー分類：B)の患者には用量調節が推奨される。肝機能障害又は重度(チャイルド・ピ

ュー分類：C)の肝機能障害[(5.1)、(8.6)、(12.3)参照]中等度または重度の肝障害を有する患者では、そうで

ない患者よりも用量漸増を遅くする必要があるかもしれない。肝障害(表 1 参照) 

エピディオレックスは、軽度(チャイルド・ピュー分類：A)の肝障害のある患者では用量の調節は必要ない。 
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表 1 肝障害の患者における適用量 

肝障害 開始投与量 維持投与量 最大推奨投与量 

軽い 2.5 ㎎/回×2 回/日 

（5 ㎎/㎏/日） 

5 ㎎/回×2 回/日 

（10 ㎎/㎏/日） 

10 ㎎/回×2 回/日 

（20 ㎎/㎏/日） 

中程度 1.25 ㎎/回×2 回/日 

（2.5 ㎎/㎏/日） 

2.5 ㎎/回×2 回/日 

（5 ㎎/㎏/日） 

5 ㎎/回×2 回/日 

（10 ㎎/㎏/日） 

重い 0.5 ㎎/回×2 回/日 

（1 ㎎/㎏/日） 

1 ㎎/回×2 回/日 

（2 ㎎/㎏/日） 

2 ㎎/回×2 回/日 

（4 ㎎/㎏/日） 

 

3 剤型と力価 

 

カンナビジオール経口液:100mg/mL 経口投与用。本品は無色から黄色の透明液 100mL を含む。 

 

4 禁忌 

 

本剤は、カンナビジオール又は本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと 

[(11)及び(5.4)参照]。 

 

5 警告および使用上の注意 

 

5.1 肝細胞傷害 

 

本剤は、肝トランスアミナーゼ(アラニンアミノトランスフェラーゼ[ALT]および/またはアスパラギン酸アミ

ノトランスフェラーゼ[AST])の用量依存性の上昇を引き起こす。LGS と DS の対照研究では、正常上限(ULM)の

3 倍を超える ALT 上昇の発生率は、プラセボ群の 1%に対して、エピディオレックス群では 13%であった。エピ

ディオレックス治療を受けた患者の 1%未満が ALT または AST 値が ULN の 20 倍を超える。 

 

エピディオレックスを服用している患者では、入院に伴うトランスアミナーゼ上昇が認められた。 

試験では、血清トランスアミナーゼの上昇は通常、治療開始の最初の 2 ヵ月間に生じた;しかしながら、特に

バルプロ酸を併用している患者では、治療開始後 18 か月までにいくつかの症例が観察された。トランスアミ

ナーゼ上昇の消失は、症例の約 2/3 において、エピディオレックスの中止またはエピディオレックスおよび/

または随伴するバルプロ酸の減少とともに生じた。症例の約 1/3 において、トランスアミナーゼ上昇は、用量

減少なしで、エピディオレックスによる継続治療中に解消した。 

 

トランスアミナーゼ上昇の危険因子 

バルプロ酸とクロバザムの併用 

ALT 上昇の大部分は、バルプロ酸を併用している患者で生じた[ (7.3)参照]。 

クロバザムの併用もトランスアミナーゼ上昇の発生率を増加させたが、バルプロ酸よりも低い程度であった

[(7.2)参照]。 

投与量 

トランスアミナーゼの上昇は用量依存性である。全体として、ULN の 3 倍を超える ALT 上昇が、エピディオレ

ックス 20mg/kg/日を服用している患者の 17%で報告されたのに対し、エピディオレックス 10mg/kg/日を服用

している患者では 1%であった。 

ベースラインのトランスアミナーゼ上昇 

ベースラインのトランスアミナーゼ値が ULN 以上の患者では、エピディオレックス投与時のトランスアミナー

ゼ値上昇率が高かった。エピディオレックス 20mg/kg/日を服用している患者を対象とした対照試験(試験 12、

3)では、ALT がベースライン時に ULN の 3 倍を超える治療時の ALT 上昇の頻度は 30%であったのに対し、ALTが
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ベースライン時に正常範囲内であった場合は 12%であった。ベースライン時に ALT が ULN を超えていた場合、

ALT がベースライン時に正常範囲内にある患者の 2％と比較して、エピディオレックス 10mg/kg/日を服用した

患者は ULN の 3 倍を超えた。 

 

モニタリング 

一般に、ビリルビン値が上昇している場合に、他の説明なしにトランスアミナーゼ値が ULN の 3 倍を超えるこ

とは、重度の肝障害の重要な予測因子である。肝酵素の上昇が早期に同定されれば、重篤な転帰のリスクが低

下する可能性がある。ベースライン時のトランスアミナーゼ値が ULN の 3 倍を超え、ビリルビン値が ULN の 2

倍を超える患者は、エピディオレックス治療開始前に評価すべきである。 

 

本剤投与開始前に血清トランスアミナーゼ(ALT と AST)及び総ビリルビン値を測定する。血清トランスアミナ

ーゼ値および総ビリルビン値は、エピディオレックスによる治療開始後 1 ヵ月、3 ヵ月、および 6 ヵ月後に測

定し、その後は定期的に、または臨床的に適応があれば定期的に測定する。 

血清トランスアミナーゼ値および総ビリルビン値は、エピディオレックス投与量の変更、ならびに肝臓に影響

を及ぼすことが知られている薬剤の追加または変更後、1 ヵ月以内に測定すべきである。バルプロ酸を服用し

ている患者またはベースライン時に肝酵素が上昇している患者では、血清トランスアミナーゼおよびビリルビ

ンに対する頻繁なモニタリングを検討する。 

 

患者が肝機能障害を示唆する臨床徴候または症状(例えば、原因不明の吐き気、嘔吐、右上腹部痛、疲労、食欲

不振、黄疸および/または暗色尿)を発現した場合は、血清トランスアミナーゼおよび総ビリルビンを速やかに

測定し、必要に応じてエピディオレックスの投与を中断または中止する。トランスアミナーゼ値が ULN の 3倍

を超え、ビリルビン値が ULN の 2 倍を超える患者では、エピディオレックスを中止する。ULN の 5 倍を超える

トランスアミナーゼ上昇が継続する患者も治療を中止すべきである。血清トランスアミナーゼの長期上昇を有

する患者は、他の考えられる原因を評価する。肝臓に影響を及ぼすことが知られている併用薬(例えば、バル

プロ酸およびクロバザム)の用量調節を検討する。 

 

5.2 傾眠と鎮静 

 

エピディオレックスは傾眠および鎮静を引き起こすことがある。LGS と DS の対照研究では、傾眠と鎮静(催眠

を含む)の発生率は、プラセボ群では 11%であったのに対し、エピディオレックス群では 32%であり、用量依存

性であった(エピディオレックス 20mg/kg/日の患者の 34%に対して、エピディオレックス 10mg/kg/日の患者の

27%)。その割合はクロバザム併用患者で高かった(クロバザム投与患者では 46%であったのに対し、クロバザム

投与のない患者では 16%であった)。 

 

これらの影響は治療初期には、一般的であり、治療を継続すると減少することがある。アルコールを含む他の

中枢神経抑制薬は、エピディオレックスの傾眠および鎮静作用を増強する可能性がある。処方者は、傾眠およ

び鎮静について患者をモニターすべきであり、また、それが機械を運転または操作する能力に悪影響を及ぼす

かどうかを測定するために、エピディオレックスで十分な治療経験を得るまでは、機械を運転または操作しな

いよう患者に助言すべきである。 

 

5.3 自殺念慮と自殺企図 

 

本剤を含む抗てんかん薬(AED)は、いずれの適応症でも服用中の患者において、自殺念慮や自殺企図のリスク

を増加させる。何らかの適応で AED を使用して治療された患者は、抑うつ、自殺念慮または自殺企図の出現ま

たは悪化、または気分または行動の異常な変化についてモニターされるべきである。 

AED11 種の 199 のプラセボ対照臨床試験(単剤および補助療法)のプール解析は、AED の 1 つにランダム化され

た患者が、プラセボにランダム化された患者と比較して、自殺念慮または自殺企図のリスク(調整相対リスク

1.8、95% CI:1.2、2.7)が約 2 倍であることを示した。 



5 

 

 

治療期間 12 週間の試験では、27863 人の AED 治療患者における自殺企図または自殺念慮の推定発生率は 0.43%

であったのに対し、16029 人のプラセボ治療患者では 0.24%であり、治療を受けた患者 530 人当たり約 1 例の

自殺念慮または自殺企図の増加を表していた。この試験では、薬物治療を受けた患者で自殺者が 4 人いたが、

プラセボ治療を受けた患者では自殺者が 1 人もいなかった。しかし、自殺に対する薬物の影響について結論を

出すには、自殺者数が少なすぎる。 

 

AED による自殺念慮または自殺企図のリスク増加は、AED による薬物治療開始後 1 週間の早期に観察され、評

価した治療期間中持続した。分析に含まれたほとんどの試験は 24 週を超えなかったため、24 週を超える自殺

念慮または自殺企図のリスクは評価できなかった。自殺念慮または自殺企図のリスクは、分析したデータにお

いて薬物間で一致していた。様々な作用機序を有する様々な適応症にまたがる AED によるリスク増加の所見

は、リスクが全ての AED に適用されることを示唆している。分析した臨床試験では、リスクは年齢によって大

きく変化しなかった(5～100 歳)。表 2 は、評価されたすべての AED の適応による絶対リスクおよび相対リス

クを示す。 

 

表 2:プール解析における抗てんかん薬の適応による自殺念慮または自殺企図のリスク 

 プ ラ セ ボ の 患 者

1000 患者当たりの

事象 

薬物治療患者 

1000 患者当たりの

事象 

相対リスク： 

薬物治療患者／プ

ラセボ患者 

リスク差： 

追加薬物治療患者 

1000 患者当たりの

事象 

てんかん 1.0 3.4 3.5 2.4 

精神症状 5.7 8.5 1.5 2.9 

その他 1.0 1.8 1.9 0.9 

合計 2.4 4.3 1.8 1.9 

 

自殺念慮または自殺企図の相対リスクは、精神疾患または他の状態の患者における臨床試験よりもてんかん患

者における臨床試験で高かったが、絶対リスク差は、てんかんおよび精神症状に関して同様であった。 

 

エピディオレックスまたは他の AED の処方を検討している人は、自殺念慮または自殺企図のリスクと未治療の

疾患のリスクとのバランスをとらなければならない。AED が処方される他の多くの疾患は、それ自体が罹患率

および死亡率と自殺念慮および自殺企図のリスク増加と関連している。治療中に自殺念慮や自殺企図がみられ

た場合には、特定の患者におけるこれらの症状が治療中の疾患と関連しているかどうかを検討すべきである。 

 

5.4 過敏反応 

 

本剤は過敏反応を起こすことがある。エピディオレックスの臨床試験では、抗ヒスタミン薬による治療を必要

とするそう痒、紅斑、血管浮腫が 1 例認められた。本剤の成分に対する過敏反応の有無が判明している患者は

臨床試験から除外した。本剤投与後に過敏反応があらわれた場合には投与を中止すること。本剤は、カンナビ

ジオール又は本剤中のゴマ油を含む成分に対し過敏反応を起こしたことがある患者には投与しないこと。

[(11)を参照]。 

 

5.5 抗てんかん薬の中止 

 

ほとんどの抗てんかん薬と同様に、てんかん発作頻度の増加およびてんかん重積症のリスクがあるため、通常

は徐々に中止すべきである[用法・用量(2.4)及び臨床試験(14)参照]。しかし、重篤な有害事象のために離脱

が必要な場合は、迅速な中止を検討してもよい。 
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6 有害反応 

 

以下の重要な有害反応については、添付文書の別の個所に記載されている。 

• 肝細胞傷害[(5.1)参照] 

• 傾眠と鎮静[(5.2)参照] 

• 自殺企図と自殺念慮[(5.3)参照] 

• 過敏反応[(5.4)参照] 

• 抗てんかん薬の中止[(5.5)参照] 

 

6.1 臨床試験における経験 

 

臨床試験はさまざまな条件下で実施されるため、ある薬物の臨床試験で認められた有害反応発現率を他の薬物

の臨床試験で認められた発現率と直接比較できず、実際に観察された発現率を反映していない可能性がある。 

 

LGS および DS 患者を対象とした対照試験および非対照試験では、6 カ月以上の治療を受けた 533 人の患者およ

び 1 年以上の治療を受けた 391 人の患者を含む 689 人の患者がエピディオレックスで治療された。拡大アクセ

スプログラムと人道的使用プログラムにおいて、DS と LGS の 161 人の患者がエピディオレックスで治療され、

その中には 6 か月以上の治療を受けた 109 人の患者、1 年以上の治療を受けた 91 人の患者、2 年以上の治療を

受けた 50 人の患者が含まれた。 

 

LGS または DS の患者を対象としたプラセボ対照試験(試験 1、2、3 及び DS における第 II 相比較試験を含む)

では、323 例がエピディオレックスを受けた。次のような副作用が報告されている。これらの試験における治

療期間は 14 週間までであった。患者の約 46%は女性で、83%は白人であり、平均年齢は 14 歳(2～48 歳の範囲)

であった。全患者は他の抗てんかん薬を服用していた。 

 

比較試験において、副作用による投与中止率は本剤 10mg/kg/日群 2.7%、本剤 20mg/kg/日群 11.8%、プラセボ

群 1.3%であった。中断の最も多い原因はトランスアミナーゼ上昇であった。トランスアミナーゼ上昇による中

断はエピディオレックス 10mg/kg/日群で 1.3%、エピディオレックス 20mg/kg/日群で 5.9%、プラセボ群で 0.4%

であった。傾眠、鎮静、嗜眠により、エピディオレックス 20mg/kg/日を投与した患者の 3%が中止したのに対

し、エピディオレックス 10mg/kg/日またはプラセボを投与した患者では 0%であった。 

 

エピディオレックス投与患者(10%以上かつプラセボ以上の発生率)で発現した主な副作用は、傾眠、食欲減退、

下痢、アミノ基転移酵素上昇、疲労、倦怠感、無力症、発疹、不眠症、睡眠障害、質の悪い睡眠、感染症であ

った。 

 

表 3 には、LGS 及び DS におけるプラセボ対照試験において、本剤投与群の 3%以上の患者で、プラセボ投与群

よりも高い発現率で報告された有害反応の一覧を示す。 
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表 3:対照試験におけるエピディオレックス投与患者における有害反応 

 

有害反応 

エピディオレックス プラセボ 

10 ㎎/㎏/日 20 ㎎/㎏/日  

N=75 （％） N=238 （％） N=227 （％） 

肝疾患    

トランスアミナーゼ上昇 8 16 3 

消化器疾患    

 食欲不振 16 22 5 

 下痢 9 20 9 

 体重減少 3 5 1 

 胃腸炎 0 4 1 

 腹痛、不快感 3 3 1 

神経系疾患    

 傾眠 23 25 8 

 鎮静 3 6 1 

 無気力 4 8 2 

 疲労,倦怠感,無力症 11 12 4 

 不眠症、睡眠障害、質の悪い睡眠 11 5 4 

 短気、動揺 9 5 2 

 攻撃性、怒り 3 5 ＜1 

 流涎、唾液分泌過多 1 4 ＜1 

 歩行障害 3 2 ＜1 

感染症    

 感染症、全て 41 40 31 

感染症、ウイルス 7 11 6 

 肺炎 8 5 1 

感染症、真菌 1 3 0 

 感染症、その他 25 21 24 

その他    

 発疹 7 13 3 

 低酸素症、呼吸不全 3 3 1 

 

有害反応は小児および成人患者の LGS および DS 間で同様であった。 

 

体重の減少 

エピディオレックスは体重減少の原因となります。LGS または DS の患者を対象とした対照試験では、体重測定

に基づくと、プラセボ群の 8% 16%と比較して、本剤投与群では 5%以上の体重減少が認められた。体重減少は

用量依存性のようであり、エピディオレックス 20mg/kg/日投与群の 18%で体重減少≧5%であったのに対し、エ

ピディオレックス 10mg/kg/日投与群では 9%であった。体重減少が有害事象として報告された症例もある 

(表 3 参照)。 

血液学的異常 

エピディオレックスはヘモグロビンやヘマトクリットの減少を引き起こします。LGS または DS の患者を対象

とした対照試験では、ベースラインから治療終了までのヘモグロビンの平均減少は、エピディオレックス治療

患者で-0.42g/dL、プラセボ投与患者で-0.03g/dL であった。ヘマトクリット値の減少も観察され、平均変化は

エピディオレックス治療患者で-1.5%、プラセボ投与患者で-0.4%であった。赤血球指数に影響はなかった。エ

ピディオレックス治療患者の 30%は、試験期間中に新しい検査室で定義された貧血を発症した(ベースライン

時の正常ヘモグロビン濃度として定義され、報告された値がその後の時点で正常の下限未満である)のに対し、
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プラセボ投与患者の 13%であった。 

クレアチニン増加 

エピディオレックスは血清クレアチニンの上昇を引き起こすことがある。機序は不明。健康成人および LGS、

DS を対象とした対照試験では、本剤投与開始 2 週間以内に血清クレアチニン値が約 10%上昇し、この上昇は可

逆的であった。可逆性は LGS および DS の研究では評価されなかった。 

 

7 薬物相互作用 

 

7.1 他の薬物のエピディオレックスに対する影響 

 

CYP3A4 または CYP2C19 の中等度または強力な阻害薬 

本剤は、CYP3A4 及び CYP2C19 で代謝されるため、CYP3A4 又は CYP2C19 の中等度又は強力な阻害剤との併用に

より、カンナビジオールの血漿中濃度が上昇し、副作用[(12.3)参照]の発現リスクが高まるおそれがある。 

CYP3A4 又は CYP2C19 の中等度又は強力な阻害剤と併用する場合は、本剤の減量を考慮する。 

 

強力な CYP3A4 または CYP2C19 誘導物質 

強力な CYP3A4 または CYP2C19 誘導物質との併用投与は、カンナビジオールの血漿中濃度を低下させ、これに

よりエピディオレックスの有効性が低下する可能性がある[(12.3)参照]。 

強力な CYP3A4 または CYP2C19 誘導物質と併用する場合は、エピディオレックス投与量(臨床反応および忍容性

に基づく)の増加を考慮すること。[(12.3)参照]。 

中等度または強力な CYP3A4または CYP2C19阻害薬と併用する場合は、エピディオレックスの減量を考慮する。 

 

7.2 他の薬物に対するエピディオレックスの影響 

 

UGT1A9、UGT2B7、CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9 および CYP2C19 基質 

インビトロ（試験管内）データは、CYP1A2 基質(テオフィリン、カフェイン等)、CYP2B6 基質(例えば、ブプロ

ピオン、エファビレンツ)、ウリジン 5'ジホスホ‐グルクロノシルトランスフェラーゼ 1A9(UGT1A9)(例えば、

ジフルニサル、プロポフォール、フェノフィブラート)および UGT2B7(例えば、ゲムフィブロジル、ラモトリギ

ン、モルヒネ、ロラゼパム)との薬物‐薬物相互作用をエピディオレックスと併用した場合に予測する。また、

エピディオレックスの同時投与は、CYP2C8 および CYP2C9(例えばフェニトイン)基質との臨床的に有意な相互

作用を引き起こすと予測される。本剤との併用により有害反応が発現した場合には、酵素活性が阻害される可

能性があるので、臨床的に適切な場合には、UGT1A9、UGT2B7、CYP2C8 及び CYP2C9 の基質の減量を考慮するこ

と。酵素活性の誘導と阻害の両方の可能性があるため、臨床的に適切であれば、CYP1A2 および CYP2B6 の基質

の用量調節を考慮すること。 

感受性 CYP2C19 基質 

インビボ（生体内）データは、エピディオレックスの同時投与が(すなわち)CYP2C19(例えばジアゼパム)によ

り代謝される薬物の血漿中濃度を増加させ、これらの基質に対する有害反応のリスクを増加させる可能性を示

す。[(12.3)参照]。 

エピディオレックスと併用する場合には、臨床的に適切な場合には、感受性の高い CYP2C19 基質の用量の減少

を考慮する。 

クロバザム 

本剤の併用により、クロバザム(CYP2C19 の基質)の活性代謝物である N-デスメチルクロバザムの血漿中濃度が

3 倍に上昇する。[(12.3)参照]。クロバザムによる有害反応のリスクが高まるおそれがある[(5.1、5.2)参照]。

本剤との併用により、クロバザムに関連することが知られている有害反応が発現した場合には、本剤の減量を

考慮すること。 
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7.3 エピディオレックスとバルプロ酸の併用 

 

エピディオレックスとバルプロ酸の併用は肝酵素上昇の発生率を上昇させる[(5.1)参照]。本剤の中止又は減

量又はバルプロ酸の併用を考慮すること。他の肝毒性薬とエピディオレックスの同時投与のリスクを評価する

にはデータが不十分である。 

 

7.4 中枢神経系抑制薬とアルコール 

 

他の中枢神経系抑制薬との併用は、鎮静および傾眠のリスクを増大させる可能性がある[(5.2)参照]。 

 

8 特定集団における使用 

 

8.1 妊娠中の方 

 

妊娠曝露登録 

妊娠中にエピディオレックスなどの抗てんかん薬(AED)に曝露された女性の妊娠結果をモニターする妊娠曝露

登録がある。妊娠中にエピディオレックスを服用している女性に、北米抗てんかん薬(NAAED)妊娠登録にフリ

ーダイヤル1-888-233-2334に電話するか、訪問することを奨励する。http://www.aedpregnancyregistry.org/. 

 

リスクの概要 

妊婦におけるエピディオレックスの使用に関連する発生リスクに関する適切なデータはない。カンナビジオー

ルを妊娠動物に投与すると、母体血漿曝露で発生毒性(ラットの胎児死亡率の増加とウサギの胎仔体重の減少;

ラット出生仔の成長低下、性成熟遅延、長期的な神経行動学的変化、生殖系への有害影響)の証拠が得られた。

米国の一般集団では、臨床的に認められる妊娠における主要な先天異常および流産は、それぞれ 2～4%および

15～20%である。適応集団における重大な先天異常および流産の背景リスクは不明である。 

 

データ 

動物データ 

器官形成期を通しての妊娠ラットへのカンナビジオール(0、75、150、250mg/kg/日)の経口投与は、試験した最

高用量で胚/胎児死亡をもたらした。他の薬物に関連した母体または発生への影響はなかった。ラットにおけ

る胎児毒性に対する最大無作用量は、20mg/kg/日の推奨ヒト用量(RHD)でヒトの約 16 倍の母体血漿カンナビジ

オール曝露(AUC)と関連した。 

 

器官形成を通して妊娠ウサギにカンナビジオール(0、50、80 または 125mg/kg/日)を経口投与すると、試験し

た最高用量で胎児体重が減少し、胎児構造変化が増加したが、これも母体毒性と関連していた。ウサギの胎児

毒性に対する無作用量での母体血漿カンナビジオール曝露は、RHD でヒトより少なかった。 

 

カンナビジオール(75、150 または 250mg/kg/日)を妊娠及び授乳期間を通してラットに経口投与した場合、成

長の減少、性成熟の遅延、神経行動学的変化(活動低下)、及び雄生殖器発達(成体の子供の小さな精巣)及び生

殖能に対する有害作用が、中用量及び高用量で出生仔に観察された。これらの影響は母体毒性がない場合に生

じた。ラットにおける出生前および出生後の発生毒性に対する無作用量は、RHD におけるヒトの約 9 倍の母体

血漿カンナビジオール曝露と関連していた。 

 

8.2 授乳中の方 

 

リスクの概要 

ヒトの母乳中のカンナビジオールまたはその代謝物の存在、母乳で育てられた乳児への影響、母乳の産生への

影響に関するデータはない。母乳育児の発達上および健康上の利点は、母親がエピディオレックスを臨床的に

http://www.aedpregnancyregistry.org/
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必要としていること、およびエピディオレックスまたはその基礎となる母体の状態から母乳育児中の乳児に起

こりうるあらゆる有害作用と併せて考慮されるべきである。 

 

8.4 小児の使用 

 

2 歳以上の患者において、レノックス・ガストー症候群、ドラベ症候群に伴うけいれんに対する安全性と有効

性が確認されている。2 歳未満の小児に対する安全性及び有効性は確立していない。 

 

幼若動物データ 

幼若ラットへの 10週間のカンナビジオール投与（出生後日数(PNDs)4～6日に 0または 15mg/kgを皮下投与し、

その後 0、100、150 または 250mg/kg を経口投与：PND7～77)は、体重増加、雄性成熟遅延、神経行動学的影響

(運動活動および聴覚性驚愕馴化の減少)、骨密度増加および肝細胞空胞化をもたらした。.無作用量は設定さ

れなかった。幼若ラットにおける発生毒性を引き起こす最低用量(15 皮下/100 経口 mg/kg)は、20mg/kg/日の推

奨用量でヒトの約 30 倍のカンナビジオール曝露と関連した。 

 

8.5 高齢者の使用 

 

LGS および DS の治療におけるエピディオレックスの臨床試験には、55 歳以上の患者は含まれず、これらの患

者が若年患者と異なる反応を示すかどうかを決定した。一般に、高齢患者では、肝機能、腎機能、心機能の低

下の頻度が高いこと、合併症または他の薬物療法の頻度が高いことを反映して、通常は投与範囲の下端から開

始する用量選択には注意が必要である。[(2.5)、(5.1)、（12.3）参照]。 

 

8.6 肝障害の方 

 

エピディオレックスへの暴露が増加するため、中等度または重度の肝障害患者では用量調節が必要である

[(2.5)、(5.1)、(12.3)参照]。本剤は軽度の肝障害のある患者には投与量の調整を必要としない。 

 

9 薬物の乱用と依存 

 

9.1 管理物質 

 

エピディオレックスは米国規制物質法の規制物質ではない。 

 

9.2 乱用 

 

動物における乱用関連研究は、薬物識別研究において、カンナビジオールがデルタ‐9‐テトラヒドロカンナ

ビノール(THC)のカンナビノイド様行動反応を生成しないことを示す。また、カンナビジオールは動物の自己

投与を引き起こさず、報酬効果をもたらさないことを示唆している。ヒト乱用の可能性を検討した研究では、

治療量および治療量を超えて空腹時に 750、1500、および 4500mg(75kg の成人でそれぞれ 10、20、60mg/kg に

相当)のカンナビジオールを成人レクリエーション用薬物使用者に急性投与したところ、 再摂取の嗜好性のよ

うな主観的測定では受容可能なプラセボ範囲内であった。対照的に、10 および 30mg のドロナビノール(合成

THC)および 2mg のアルプラゾラムでは、プラセボと比較してカンナビジオールより統計的に有意に大きな増加

を生じた。カンナビジオールを用いて実施された他の第 1 相臨床試験では、乱用関連有害事象の報告はなかっ

た。 

 

9.3 依存 

 

ヒトの身体依存性研究において、28 日間の成人へのカンナビジオール 1500mg/日(750mg1 日 2 回)の投与は、
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薬剤中止 3 日後から開始する 6 週間の評価期間にわたって離脱の徴候または症状を生じなかった。これは、カ

ンナビジオールが身体依存を生じない可能性を示唆する。 

 

11 説明 

 

カンナビジオールは、化学的に 2-[(1R、6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-

1、3-benzenediol (IUPAC/CAS)と命名されたカンナビノイドである。その構造式は C21H30O2で分子量は 314.46

であり、化学構造は次のとおりである。 

 

エピディオレックスの有効成分であるカンナビジオールは、Cannabis sativa L.植物に天然に存在するカンナ

ビノイドである。 

本品は白色～薄黄色の結晶性の固体である。本品は水に溶けず、有機溶媒に溶ける。 

本剤は、有効成分カンナビジオールを 100mg/mL の濃度で含む無色～黄色透明の液剤で、脱水アルコール、ご

ま油、イチゴ風味、スクロースを含む。 

本品は、グルテンを含む穀物(小麦、大麦、ライ麦)を原料としたものではない。 

 

12 臨床薬理学 

 

12.1 作用機序 

 

エピディオレックスがヒトにおいて抗けいれん作用を発揮する正確な作用機序は不明である。カンナビジオー

ルはカンナビノイド受容体との相互作用を介して抗けいれん作用を発揮しないようである。 

 

12.2 薬力学 

 

カンナビジオールの薬力学的作用に関する適切なデータはない。 

 

12.3 薬物動態学 

 

カンナビジオールは、患者において 5～20mg/kg/日の範囲で用量に比例しない曝露の増加を示した。 

吸収 

カンナビジオールの最高血漿中濃度(Tmax)は、定常状態(Css)で 2.5～5 時間である。 

食品の影響 

高脂肪/高カロリー食とエピディオレックスの同時投与は、健康なボランティアにおける絶食状態と比較して、

Cmax を 5 倍、AUC を 4 倍増加させ、総変動性を減少させた[(2.2)参照]。 

分布 

健常ボランティアにおける見かけの分布容積は 20963～42849L であった。カンナビジオールの蛋白質結合とそ

の代謝産物はインビトロ（試験管内）で>94%であった。 

排泄 

血漿中カンナビジオールの半減期は、健康なボランティアで 7 日間 1 日 2 回投与後 56～61 時間であった。エ

ピディオレックス 1500mg 単回投与(1 日最大推奨量の 1.1 倍)後のカンナビジオールの血漿クリアランスは

1111L/時である。 
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代謝 

カンナビジオールは、肝臓および腸(主に肝臓に)において CYP2C19および CYP3A4酵素、ならびに UGT1A7,UGT1A9,

および UGT2B7 アイソフォームによって代謝される。 

 

反復投与後、カンナビジオールの活性代謝物、7-OH-CBD は親薬物より AUC が 38%低かった。7-OH-CBD 代謝産物

は 7-COOH-CBD に変換され、それは親薬物より約 40 倍高い AUC を有する。けいれんの前臨床モデルに基づく

と、7-OH-CBD 代謝物は活性である;しかし、7-COOH-CBD 代謝物は活性ではない。 

排泄 

本剤は糞便中に排泄され、腎クリアランスは軽度である。 

 

特定集団 

肝障害のある患者 

軽度(チャイルド・ピュー分類：A)の肝障害患者に本剤 200mg を単回投与したとき、カンナビジオール及び代

謝物への影響は認められなかった。 

中等度(チャイルド・ピュー分類：B)または重度(チャイルド・ピュー分類：C)の肝機能障害を有する患者は、

正常な肝機能を有する健常ボランティア[(2.5)、(5.1)、(8.6)を参照]と比較して AUC が約 2.5～5.2 倍高かっ

た。 

 

薬物相互作用試験 

薬物相互作用薬物の代謝酵素のインビトロ（試験管内）評価[(7.1、7.2)参照] 

カンナビジオールはチトクローム p450(サイクル)酵素 CYP3A4 および CYP2C19 の基質である。カンナビジオー

ルは臨床的に関連する濃度で CYP2C8、CYP2C9 および CYP2C19 を阻害する可能性がある。 

カンナビジオールは臨床的に適切な濃度で CYP1A2 および CYP2B6 を誘導または阻害する可能性がある。 

カンナビジオールはウリジン 5'‐ジホスホ‐グルクロノシルトランスフェラーゼ(UGT)酵素 UGT1A9 および

UGT2B7 を阻害するが、UGT1A1、UGT1A3、UGT1A4、UGT1A6 または UGT2B17 アイソフォームを阻害しない。 

 

トランスポーター 

トランスポーターであるカンナビジオールおよびカンナビジオール代謝物である 7-OH-CBD は、BCRP、BSEP、

MDR1/P-pg、OAT1、OAT3、OCT1、OCT2、MATE1、MATE2-K、OATP1B1、または OATP1B3 と相互作用しないと予想さ

れる。 

カンナビジオール代謝物、7-COOH-CBD は、BCRP、OATP1B1、OATP1B3 または OCT1の基質ではない。 

しかし、7-COOH-CBD は P-gp の基質である。7-COOH-CBD は、臨床的に適切な濃度で BCRP および BSEP を介して

媒介される輸送の阻害剤である。 

 

薬物相互作用のインビボ（生体内）評価 

AED を用いた薬物相互作用試験 

クロバザムとバルプロ酸 

他の AED(クロバザムとバルプロ酸)との相互作用の可能性を、エピディオレックス(健康なボランティアでは

750mg を 1 日 2 回、患者では 20mg/kg/日)の同時投与後の臨床試験で評価した。 

健常者におけるクロバザムとの併用投与は、カンナビジオール活性代謝物 7-OH-CBD 平均 Cmax を 73%、AUC を

47%増加させた。;クロバザム活性代謝物である N-デスメチルクロバザム、Cmax 及び AUC が約 3 倍増加した[薬

物相互作用(7.2)を参照]。エピディオレックスをバルプロ酸と併用した場合、バルプロ酸暴露に影響はなかっ

た。 

ミダゾラムに対するエピディオレックスの効果 

エピディオレックスとミダゾラム (高感受性 CYP3A4基質) の併用は、単独投与したミダゾラムと比較して、

ミダゾラムの血漿濃度の変化を生じなかった。 

 

 



13 

 

13 非臨床毒性試験 

 

13.1 発がん性と変異原性物質 

 

発がん性 

カンナビジオールの発がん性に関する十分な試験は実施されていない。 

変異原性物質 

カンナビジオールはインビトロ(エイムス試験)及びインビボ(ラットのコメット試験と骨髄の小核試験)アッ

セイで遺伝毒性が陰性であった。 

生殖障害 

雌雄ラットにカンナビジオール(0、75、150、250mg/kg/日)を交配前および交配期間を通して経口投与し、妊娠

初期の雌に継続投与したが、受胎能に有害な影響はなかった。 

試験した最高用量は、最大推奨ヒト用量(20mg/kg/日)でヒトの約 60 倍の血漿曝露と関連した。 

 

14 臨床試験 

 

14.1 レノックス・ガストー症候群 

 

2～55 歳の患者を対象とした 2 件のランダム化二重盲検プラセボ対照試験において、LGS に関連する発作の治

療に対するエピディオレックスの有効性が確立された。 

 

試験 1(N=171)は、エピディオレックス 20mg/kg/日の用量をプラセボと比較した。 

試験 2(N=225)では、本剤 10mg/kg/日投与群と本剤 20mg/kg/日投与群とをプラセボ群と比較した。両試験にお

いて、患者は LGS と診断され、迷走神経刺激および/またはケトン原性食を伴うまたは伴わない少なくとも 1

つの AED では適切に制御されなかった。両試験ともベースライン期間は 4 週間であった。その間、患者は最低

でも 8 回の転倒発作(週 2 回以上)を必要とした。ベースライン期間の後に、2 週間の漸増期間と 12 週間の維

持期間を設けた。 

 

試験 1 では、患者の 94%が少なくとも 2 つの AED を併用していた。試験 1 で最も頻繁に使用された併用 AED(25%

超)は、クロバザム(49%)、バルプロ酸(40%)、ラモトリギン(37%)、レベチラセタム(34%)、およびルフィナミド

(27%)であった。試験 2 では、患者の 94%が少なくとも 2 つの AED を併用していた。試験 2 で最も頻繁に使用

された併用 AED(25%超)は、クロバザム(49%)、バルプロ酸(38%)、レベチラセタム(31%)、ラモトリギン(30%)お

よびルフィナミド(29%)であった。 

 

両試験における主要な有効性評価は、14 週間の治療期間にわたる転倒発作(脱力発作・強直発作・間代発作)の

頻度(28 日毎)におけるベースラインからの変化率であった。両研究における主要な副次的評価項目は、総発作

頻度の変化および最終来院時の被験者/介護者の変化印象(S/CGIC)スコアにおけるベースラインからの変化の

分析を含んだ。 

S/CGIC については、以下の質問が 7 段階で評価された。「[あなた/あなたの子供]が治療を開始したので、下記

の評価で[あなた/あなたの子供]全体の状態(現在の[ユーザー]状態と治療前の[ユーザー]状態との比較)を評

価して下さい。」7 点評価は以下の通り。（1）「非常に大幅に改善」、 (2)「大幅に改善」、 (3)「やや改善」、 

(4)「変更なし」、 (5)「やや悪い」、 (6)「もっと悪い」、 (7)「非常に悪い」。 

試験 1 および 2 では、ベースラインからの変化率の中央値は、両投与群ともプラセボ群よりもてんかん発作の

頻度が有意に大きかった(表 4)。転倒発作の減少は、エピディオレックスによる治療開始後 4 週間以内に観察

され、その効果は 14 週間の治療期間にわたって一貫していた。 
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表 4:治療期間中のレノックス・ガストー症候群における転倒発作頻度の変化(試験 1 および 2) 

転倒発作頻度 

（28 日間当たり） 

プラセボ(偽薬) エピディオレックス 

10 ㎎/㎏/日 

エピディオレックス 

20 ㎎/㎏/日 

試験 1 N=85 N/A N=86 

ベースライン期間中央値 

治療中 増減率中央値 

プラセボと比較した p 値 

75 

-22 

N/A 

N/A 

71 

-44 

0.01 

試験 2 N=76 N=73 N=76 

ベースライン期間中央値 

治療中 増減率中央値 

プラセボと比較した p 値 

80 

-17 

87 

-37 

<0.01 

86 

-42 

<0.01 

 

図 1 は、試験 1 における治療期間中の 28 日間における発作頻度のベースラインからの減少のカテゴリー別の

患者の割合を示す。 

 

図 1:レノックス・ガストー症候群患者におけるエピディオレックスとプラセボの発作反応のカテゴリー別割

合(試験 1) 

 

 

 

図 2 は、試験 2 の治療期間中の転倒発作頻度(28 日毎)のベースラインからの減少のカテゴリー別の患者の割

合を示す。 
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図 2:レノックス・ガストー症候群患者におけるエピディオレックスとプラセボの発作反応のカテゴリー別割

合(試験 2) 

 
 

試験 1 では、エピディオレックス 20mg/kg/日群の患者 85 人中 3 人(4%)が、プラセボ群の患者 0 人と比較して、

維持期間中に転倒発作を報告しなかった。試験 2 では、エピディオレックス 10mg/kg/日群の患者 73 人中 3 人

(4%)、エピディオレックス 20mg/kg/日群の患者 76 人中 5 人(7%)、及びプラセボ群の患者 76 人中 1 人(1%)が

維持期間中に転倒発作を報告しなかった。 

 

LGS 患者では、エピディオレックス群はプラセボ群と比較して総発作頻度(転倒・非転倒発作)の有意な減少と

関連していた。試験 1 の治療期間中、総発作頻度(28 日毎)の減少率は、プラセボ群の 14%に対し、エピディオ

レックス 20mg/kg/日群では 41%であった(p<0.01)。試験 2 では、総発作頻度(28 日毎)の減少率は、10mg/kg/日

群で 36%、20mg/kg/日群で 38%であった(p<0.01)。 

 

試験 1 および 2 では、エピディオレックス群でプラセボ群と比較して、被験者/介護者の全体的な変化の印象

(S/CGIC)のより大きな改善が報告された。試験 1 では、最終来院時の平均 S/CGIC スコアは、20mg/kg/日のエ

ピディオレックス群で 3.0(「わずかに改善された」に対応する)、プラセボ群で 3.7(最も密接に関連している

「変化なし」)と比較した。(p<0.01)。 

試験 2 では、最終来院時の平均 S/CGIC スコアは、プラセボ群の 3.6(「変化なし」)と比較して、10mg/kg/日群

および 20mg/kg/日群でそれぞれ 3.0 および 3.2(「わずかに改善された」)であった。 

(それぞれ p<0.01 および p=0.04)。 

 

14.2 ドラベ症候群 

 

2～18 歳の患者 120 人を対象とした 1 件のランダム化二重盲検プラセボ対照試験において、DS に関連する発作

の治療に対するエピディオレックスの有効性が実証された。試験 3 では、エピディオレックス 20mg/kg/日の用

量をプラセボと比較した。患者は治療抵抗性 DS と診断され、迷走神経刺激またはケトン原性食の有無にかか

わらず、少なくとも 1 つの AED を併用して十分に管理されなかった。 

 

4 週間のベースライン期間中、患者は安定した AED 治療中に少なくとも 4 回のけいれん発作を起こすことが必

要であった。ベースライン期間の後に、2 週間の漸増期間と 12 週間の維持期間を設けた。主要な有効性の尺度
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は、14 週間の治療期間にわたるけいれん発作(全て可算できる転倒発作、脱力、強直、間代発作)の頻度(28 日

毎)のベースラインからの変化率であった。 

けいれん発作頻度のベースラインからの変化率は、プラセボよりもエピディオレックス 20mg/kg/日で有意に

大きかった(表 5 参照)。 

てんかん発作の減少は、エピディオレックス治療開始後 4 週間以内に観察され、その効果は 14 週間の治療期

間にわたって一貫していた。 

 

表 5:治療期間中のドラベ症候群におけるけいれん発作頻度の変化(試験 3) 

けいれん発作頻度 

（28 日間当たり） 

プラセボ（偽薬） エピディオレックス 

20 ㎎/㎏/日 

試験 3 N=59 N=61 

ベースライン期間中央値 

治療中 増減率中央値 

プラセボと比較した p 値 

15 

-13 

12 

-39 

0.01 

 

図 3 は、試験 3 の治療期間中のけいれん発作頻度(28 日毎)がベースラインから減少したカテゴリー別の患者

の割合を示す。 

 

図 3:ドラベ症候群患者におけるエピディオレックスとプラセボの発作反応のカテゴリー別割合(試験 3) 

 

 

試験 3 では、20mg/kg/日のエピディオレックスを投与された患者 60 人中 4 人(6.7%)が、維持期間中にけいれ

ん発作を報告しなかった。プラセボ群の患者は、けいれん発作が全くなかったのは 0 人であった。 

 

16 供給/保管および取扱い方法 

 

16.1 供給方法 

 

本品はイチゴ風味の無色から黄色透明の液で、105mLの琥珀色の瓶に入れ、小児に開けられない栓をして 100mL

の経口溶液(NDC70127-100-01)を入れる。本品は 1mL中にカンナビジオール 100mg を含む。 

エピディオレックスは、2 つの校正された経口投与用注射器と 1 つのボトルアダプタ(NDC70127-100-10)と共
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にカートンに包装されている。1mL 未満の投与量が必要な場合には、薬局は 1mL の目盛り付き経口注射器を提

供する。 

 

16.2 保管および取扱い 

 

エピディオレックスを 20～25°C で直立した状態で元の容器に保存する。温度変化は 15～30°C で許容され

る。[「USP 制御室温度」 を参照]。 

冷凍・冷蔵はしないで下さい。キャップはしっかり閉めておいて下さい。開封後 12 週間以内に使用し、残分

は廃棄して下さい。 

 

17 患者相談情報 

 

FDA に承認された患者ラベル(使用上の注意)を読むように介護者または患者に助言する。 

 

投与情報 

本剤を処方された患者に対し、添付のアダプター及び経口投与用注射器を使用するよう指導すること [(2.3)

参照]。 

空腹または摂食状態で一貫してエピディオレックスを服用するよう患者に勧める 

[(2.3)参照]。 

使用していないエピディオレックス内用液は、最初に開封してから 12 週間後に廃棄するよう患者に指示する

[(2.3)参照]。 

肝細胞傷害 

肝酵素の上昇の可能性について患者に知らせる。肝検査値を測定し、エピディオレックスによる治療前および

治療中に定期的に医師に評価してもらうことの重要性について患者と話し合って下さい。 

[(5.1)参照]。 

傾眠と鎮静 

エピディオレックスが有害な影響を及ぼさないことが確認されるまで、自動車を含む危険な機械の操作につい

て患者に警告すること。(例えば、判断力、思考力または運動能力を損なう)[(5.2)参照]。 

自殺念慮と自殺企図 

患者、介護者および家族に、エピディオレックスを含む抗てんかん薬が自殺念慮および企図のリスクを増大さ

せる可能性があることを助言し、抑うつ症状の発現または悪化、気分または行動の異常な変化、自殺念慮、企

図、または自傷的思考の出現に注意するよう助言する。患者、介護者、および家族に、懸念される行動を医師

に直ちに報告するよう指示する[(5.3)参照]。 

抗てんかん薬(AED)の中止 

医療関係者と相談しないで本剤の使用を中止しないよう患者に注意すること。てんかん発作頻度の増加および

てんかん重積症の可能性を減少させるため、通常はエピディオレックスを徐々に中止すべきである 

[(2.4)、 (5.4)参照]。 

妊娠登録 

妊娠した場合、またはエピディオレックス療法中に妊娠する予定の場合は、医師に知らせるよう患者に助言す

る。エピディオレックスを服用している女性が妊娠した場合は、北米抗てんかん薬(NAAED)妊娠登録への登録

を奨励する。妊娠中の抗てんかん薬の安全性に関する情報を収集している[(8.1)参照]。 

薬物検査 

大麻の薬物スクリーニング検査陽性の可能性について患者に助言する。 
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服薬ガイド  エビディオレックス（カンナビジオール）経口薬 

 

エピディオレックスの服薬を始める前に、この服薬ガイドをお読み下さい。 

そしてお代わりをもらうたびに新しい情報があるかもしれません。 

この情報は、医師とあなたの病状や治療について話し合うためのものではありません。 

 

エピディオレックスについて知っておくべき最も重要な情報は何ですか? 

エピディオレックスは以下のような重大な有害反応を引き起こす可能性があります: 

 

1.エピディオレックスは肝障害を引き起こすことがあります。医療関係者は、エピディオレックスの服用を開

始する前と治療中に、肝臓を調べるために血液検査をオーダーすることがあります。 

場合によっては、エピディオレックス治療を中止する必要があります。エピディオレックス投与中に以下のよ

うな肝障害の徴候や症状が現れた場合は、すぐに医療機関に連絡して下さい: 

・食欲不振、吐き気、嘔吐 

・発熱、気分不良、異常な疲労 

・皮膚または白目の黄変(黄疸) 

・掻痒感 

・尿の異常な暗色化 

・右上腹部痛・不快感 

 

2.エピディオレックスは眠気を催すことがありますが、それは時間とともに改善されるかもしれません。他の

薬(例:クロバザム)またはアルコールが眠気を増加させることがあります。エピディオレックスが自分にどの

ような影響を与えるかがわかるまでは、自動車等の運転、機械の操作など危険な作業をしないで下さい。 

 

3.他の抗てんかん薬と同様に、500 人に 1 人という非常に少数の人に自殺念慮や自殺企図を引き起こすことが

あります。 

これらの症状のいずれかが現れた場合は、すぐに医療機関に連絡して下さい。特に、新らたな症状の場合、症状が悪

化した場合、心配な場合は、次のように連絡して下さい: 

・自殺や死についての考え 

・自殺企図 

・新規のうつ病、またはより悪いうつ病 

・新たな不安、またはより悪い不安 

・動揺しているか落ち着かない気持ち 

・パニック発作 

・睡眠障害(不眠症) 

・新規の刺激性またはより悪い刺激性 

・攻撃的であるか、怒っているか、または暴力的である 

・危険な衝動に作用する 

・活動と会話の極端な増加(躁病) 

・行動や気分の他の異常な変化 

 

自殺願望や自殺企図の初期症状をどのように観察すればいいですか? 

・あらゆる変化、特に気分、行動、思考、感情の突然の変化に注意を払う。 

・経過観察のための来院はすべて、予定通りに医療機関に行って下さい。 

 

4.最初に医療機関に相談しないで、エピディオレックスの服用をやめないで下さい。エピディオレックスなど

の発作薬を急に中止すると、発作の回数が増えたり、発作が止まらなくなったりすることがあります(てんか
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ん重積症)。 

特に症状が心配な場合は、必要に応じて訪問の合間に医療機関に電話して下さい。 

 

エピディオレックスとは何ですか? 

・エピディオレックスは、2 歳以上のレノックス・ガストー症候群やドラベ症候群に伴う発作の治療に用いら

れる処方薬です。 

・エピディオレックスが 2 歳未満の小児に対して安全で有効かどうかは不明です。 

 

エピディオレックスは誰が飲んではいけないのですか? 

カンナビジオールまたはエピディオレックスの成分のいずれかにアレルギーがある場合は、エピディオレック

スを服用しないで下さい。エピディオレックスの成分の完全なリストについては、本書の末尾を参照して下さ

い。 

 

エピディオレックスを服用する前に、以下のことを含め、あなたの全ての病状について医師に伝えて下さい: 

・抑うつ、気分の問題、自殺願望または自殺企図を持つ、または持ったことがあります。 

・肝臓に問題があります。 

・処方薬や麻薬やアルコールに乱用されたり依存したりしています 

・妊娠しているか、妊娠する予定である。エピディオレックスを服用中に妊娠した場合は、すぐに医療機関に

連絡して下さい。あなたと医療機関は、エピディオレックスを服用するかどうかを決定します。 

・エピディオレックス服用中に妊娠した場合は、北米抗てんかん薬妊娠登録制度への登録について医師に相談

して下さい。この登録制度に登録するには、1-888-233-2334 に電話して下さい。この登録の目的は、妊娠中

の抗てんかん薬の安全性に関する情報を収集することである。 

・母乳育児をしているか、母乳育児を計画している。エピディオレックスが母乳に移行するかどうかはわかり

ません。エピディオレックスを服用している間に赤ちゃんに与える最良の方法について、医師に相談して下

さい。 

処方薬や市販薬、ビタミン剤、ハーブのサプリメント、大麻をベースにした製品など、あなたが服用しているす

べての薬について医師に伝えて下さい。 

エピディオレックスは他の薬の働きに影響を与え、他の薬はエピディオレックスの働きに影響を与えます。他

の薬を服用する場合は、必ず医療機関に相談して下さい。服用している薬を知っておきましょう。新しい薬を

入手したら、それらのリストを保管して、医師および薬剤師に見せて下さい。 

 

エピディオレックスは検査結果に影響を及ぼす可能性があるため、大麻の薬物スクリーニング検査を受ける予定

がある場合は、医師に連絡して下さい。薬物検査をしている人に、エピディオレックスを服用していることを伝

えて下さい。 

 

エピディオレックスはどうやって飲むのですか? 

・エピディオレックスの正しい使い方については、この服薬ガイドの最後にある使用上の注意をお読み下さい。 

・エピディオレックスは、医療関係者の言うとおりに服用して下さい。 

・あなたの医師は、エピディオレックスの服用量と服用時期を教えてくれます。 

・本剤は、ボトルアダプター及び本剤に付属の注射器 5mL を用いて 1 回服用量を測定し、1mL 未満の場合は、

1mL の注射器を薬剤師が用意し、服用させます。 

・エピディオレックスを服用するときは毎回、乾燥した注射器を使用して下さい。注射器の中に水が入ってい

ると、油性の薬が濁ることがあります。 

 

エピディオレックスを服用する際には、何を避けるべきですか? 

・エピディオレックスが自分にどのような影響を与えるかがわかるまでは、自動車等の運転、機械の操作など

危険な作業をしないで下さい。眠くなることがあります。 
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エピディオレックスの有害反応にはどのようなものがありますか? 

エピディオレックスは以下のような重大な有害反応を引き起こす可能性があります: 

・「エピディオレックスについて知っておくべき最も重要な情報は何ですか?」参照。 

エピディオレックスの最も一般的な有害反応は以下のとおりです: 

・眠気 

・食欲不振 

・下痢 

・肝酵素の増加 

・非常に疲れていて、衰弱していると感じるさま 

・発疹 

・睡眠障害 

・感染症 

これらはエピディオレックスの考えられる有害反応の全てではありません 

詳しくは、医療機関または薬剤師にお問い合わせ下さい。 

気になる有害反応や治らない有害反応があれば、医師に伝えて下さい。 

有害反応について医師に相談して下さい。 

有害反応は 1-800-FDA-1088 に報告してもよい。 

Greenwich Biosciences (1-833-424-6724) に連絡することもできます。 

(1-833-GBIOSCI)。 

 

エピディオレックスはどのように保管すればよいですか? 

・エピディオレックスは室温で 20～25°C で保管して下さい。 

・エピディオレックスは、必ず元の容器に垂直に保管して下さい。 

・冷凍・冷蔵はしないで下さい。 

・子ども対策用キャップはしっかり閉めて下さい。 

・最初に開封してから 12 週間以内にエピディオレックスを使用して下さい。 

未使用のお薬は 12 週間後に捨てて下さい。 

エピディオレックスやすべての薬は、子どもの手の届かないところに保管して下さい。 

 

エピディオレックスの安全かつ効果的な使用に関する一般的な情報 

医薬品は、服薬ガイドに記載されている目的以外の目的で処方されることもあります。本剤を処方されていな

い状態で使用しないこと。自分と同じ症状の人には投与しないで下さい。それらは、有害かもしれません。医

療従事者向けに作成されたエピディオレックスについては、薬剤師または医師にお問い合わせ下さい。 

 

エピディオレックスの原材料は何ですか? 

有効成分：カンナビジオール 

不活性成分:脱水アルコール、ごま油、イチゴ風味、スクラロース 

エピディオレックスにはグルテン(小麦、大麦又はライ麦)が含まれていません。 

販売名:Greenwich Biosciences、Inc.、Carlsbad、CA92008USA 

詳細については、www.EPIDIOLEX.com にアクセスするか、お問い合わせ下さい。 

1-833-424-6724(1-833-GBIOSCI) 

 

この服薬ガイドは、米国 FDA によって承認されています。2020 年 4 月発行 
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使用上の注意 
エピディオレックス(EH-peh-DYE-oh-lex) 

(カンナビジオール) 

経口溶液 100mg/mL 

 

経口溶液が適切に投与されるように、これらの指示をよく読み、理解し、それに従って下さい。 

重要: 

・エピディオレックスの服用または投与については、医師の指示に従って下さい。 

・エピディオレックスの用法・用量がわからない場合は、医師および薬剤師に相談して下さい。 

・必ずエピディオレックスが入っている注射器を使って、正しい量のエピディオレックスを測って下さい。 

・本剤は、有効期限内に使用すること。 

・最初に開封してから 12 週間以内にエピディオレックスを使用して下さい。 

・12 週間後、使用していないエピディオレックスは安全に捨てて下さい。 

 

各パッケージ内容 

各パッケージには次のものが含まれています。 

 

子ども対策キャップ 

 

ボトルアダプター 

 
１ エピディオレックス内用液 1 本(100mg/mL) 

 
２ 再利用可能な 5mL 経口注射器 2 本: 

・注射器    1 本 エピディオレックスを 1 回注射する 

・予備の注射器 1 本  
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パッケージに含まれていないもの: 

• 本剤の投与量が 1mL未満の場合は、1mL の注射器を用意し、服用させます。 

• 本剤の投与量が 1mL 未満で、1mL の注射器を使用していない場合は、直ちに薬剤師に連絡すること。 

注意：経口注射器を紛失、破損した場合、またはマーキングが読めない場合は、予備の注射器を使用して下さい。 

 

初めてエピディオレックスを使用するためのボトル準備 

 

1.キャップを左に回しながら押し下げて、子ども対策キャップを外します(反時計回り)。 

 

2.ボトルアダプターをボトルにしっかりと押し込みます。ボトルアダプターが完全に挿入されていることを確認し

ます。完全に挿入しないと、ボトルアダプターなどの小さな部品が子供やペットの窒息の危険になることが

あります。 

注意：ボトルアダプターを挿入した後は、ボトルアダプターを取り外さないで下さい。 

 

服用量の準備 

医師は、エピディオレックスの服用量または投与量を教えてくれます。 

 

3.この表を用いて、投与するエピディオレックスの総投与量を測定する。 

投与量      投与法 

5mL 以下   経口注射器 1 回使用 

5mL 以上   経口注射器を 1 回以上使用すること 
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4.プランジャー(押し子)を奥まで押し込み、経口注射器の先端をボトルアダプターに完全に挿入します。経口

注射器をセットした状態で、瓶を逆さにします。 

 

5.経口注射器のプランジャーをゆっくり引き、必要量のエピディオレックスを抜く。本剤の総投与量の測定方

法については、ステップ 3 参照。 

エピディオレックスの目盛りをプランジャーの端に合わせます。 

 

気泡が見える場合はどうすればいいですか？ 

 経口注射器に気泡がある場合は、ボトルを逆さまにしてプランジャーを押し、すべての液体がボトルに戻っ

てくるようにします。気泡がなくなるまでステップ 5 を繰り返します。 

 

6.正しい用量のエピディオレックスを測定したら、ボトルアダプターに経口注射器を置き、ボトルを真上にし

ます。 
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7.ボトルアダプターから経口注射器を慎重に取り外します。 

 

 

エピディオレックスを投与する 

8.経口注射器の先端を頬の内側に置き、注射器のすべてのエピディオレックスが投与されるまで、プランジャ

ーを静かに押します。 

 
 プランジャーを強制的に押し込まないで下さい。 

 薬を口や喉の後ろに向けないで下さい。これは窒息の原因となることがあります。 

 医療関係者が規定したエピディオレックスの用量が 5mL を超える場合は、ステップ 4〜8 を繰り返して用量を完了

させます。 

 例えば：エピディオレックスの投与量が 8 mL の場合は、5 mL の薬を注射器に戻して薬を与えます。 

経口注射器の先端をボトルアダプターに差し込み、3mL の薬剤を抜き取る。約 8mL の薬を受けるよう

に薬を与えます。 

 

掃除 

9.子ども対策キャップをしっかりとボトルに戻します。キャップを右（時計回り）に回します。 

 

 ボトルアダプターを取り外さないで下さい。キャップがその上にフィットします。 



25 

 

10.コップを暖かい石鹸水で満たし、経口注射器をきれいにします。 

プランジャーを使用して注射器に水を出し入れします。 

 

11.経口注射器のバレルからプランジャーを取り外し、水道水の下で両方の部品をすすいで下さい。 

 

 食器洗い機で経口注射器を洗ってはいけません。 

 

12.プランジャーと経口注射器バレルから余分な水を振り落とし、次の使用まで空気乾燥させます。 

 
 次の使用の前に経口注射器が完全に乾燥していることを確認して下さい。 

注射器の内部に水が入っていると、油性薬品が濁って見える可能性があります。 

 経口注射器を捨てないで下さい。 

 

 

 



26 

 

エピディオレックスはどのように保管しますか？ 

・室温で 20℃〜25℃の範囲で保管します。 

・常に元のボトルに立てて保管して下さい。 

・冷凍または冷凍しないで下さい。 

・子供に強いキャップをしっかりと閉めて下さい。 

・ボトルを開封してから 12 週間以内にエピディオレックスを使用して下さい。 

・未使用のエピディオレックスは 12 週間後に処分して下さい。 

・エピディオレックスとすべての医薬品は子供の手の届かないところに保管して下さい。 

 

相談窓口の詳細 

サポートについては、フリーダイヤル 1-833-426-4243（1-833-GBNGAGE）。 

時間：月曜〜金曜 午前 8 時〜午後 8 時 EST 

 

よくある質問 

 

Q：経口注射器に気泡があるとどうなりますか？ 

A：液体をボトルに戻し、気泡がなくなるまでステップ 5 を繰り返して下さい。 

 

Q:ボトル内の液体が濁ってきたらどうすればいいですか? 

A:水が入ると、ボトル内の液体が濁ることがあります。薬の安全性や効き目は変わりません。濁った液は医療

関係者の指示に従って使用して下さい。 

毎回の使用前には、必ず経口注射器を完全に乾燥させて下さい。 

 

Q：経口注射器が使用前に完全に乾燥していない場合はどうすればよいですか？ 

A：経口注射器が完全に乾燥していない場合は、パックに入っている予備の注射器を使用して下さい。 

 

 

本資料は、Greenwich Biosciences, Inc（米国カリフォルニア州）が 2020 年 4 月に発行した

EPIDIOLEX_Full_Prescribing_Information_04_16_2020 の和訳です。和訳を日本臨床カンナビノイド学

会有志で行いました。 

 

免責事項：和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、適宜、英文の原文を参照していただくよう

お願いします。日本臨床カンナビノイド学会は、本翻訳物に記載されている情報より生じる損失また

は損害に対して、いかなる人物あるいは団体にも責任を負うものではありません。 

 

原文は、こちらのページより PDF ファイルでダウンロードできます。 

https://www.greenwichbiosciences.com/products-and-pipelines/epidiolex  

https://www.epidiolex.com/sites/default/files/pdfs/EPIDIOLEX_Full_Prescribing_Information_

04_16_2020.pdf  

https://www.greenwichbiosciences.com/products-and-pipelines/epidiolex
https://www.epidiolex.com/sites/default/files/pdfs/EPIDIOLEX_Full_Prescribing_Information_04_16_2020.pdf
https://www.epidiolex.com/sites/default/files/pdfs/EPIDIOLEX_Full_Prescribing_Information_04_16_2020.pdf

