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大麻、カンナビジオールオイル、テトラヒドロカンナビノール 

-獣医師が知っておくべきことは？ 
 

原文 

Cannabis, Cannabidiol Oils and Tetrahydrocannabinol 

—What Do Veterinarians Need to Know? 

Animals 2021, 11(3), 892; https://doi.org/10.3390/ani11030892  

 

簡単な概要：大麻由来の製品が人間の医療用や嗜好用に利用されるようになったことで、獣医師がペット

に大麻中毒を起こすケースが増えている。さらに、動物の飼い主は、これらの製品を自分のペットに与え

たいと考えるようになっている。これらの顧客は、当然のことながら、「これらの製品は、動物の病状を

治療するために合法で、安全で、効果的なのか」という疑問を持っている。このレビューでは、さまざま

な種類の大麻および大麻由来製品、動物への使用例、業界、医薬品およびサプリメントとして人間や動物

に使用するための既存の法律および規制の枠組み、これらの製品の獣医学的臨床使用、毒性、獣医学的使

用に関する推奨および警告について検討している。 

 

要旨：大麻由来の製品が入手しやすくなったことで，獣医師が目にする中毒症状の症例が増えている。ま

た、飼い主が自分のペットにこれらの製品を使用することへの関心が高まっている。本レビューでは、欧

州および北米の状況、大麻および大麻由来製品の種類、動物への使用の歴史的な事例、および大麻産業に

ついて見ていく。また，医薬品やサプリメントとして人や動物に使用するための既存の規制の枠組みにつ

いても検討した。最後に、医療用大麻が認可されている臨床適応症のレビュー、中毒症の議論、医療用大

麻の使用に関する推奨と警告を紹介する。 

 

キーワード：カンナビス、カンナビノイド、カンナビジオール（CBD）、CBD オイル、マリノール、THC

（デルタ-9-トランス・テトラヒドロカンナビノールまたはテトラヒドロカンナビノール）、獣医学的使用、

獣医学、コンパニオンアニマル、毒性、犬、猫、馬 

 

 

1.はじめに 

 

大麻種（Cannabis sp.および大麻（Cannabis）由来の製品の使用は世界的に増加している。同様に，科学

的な関心も高まっており，PubMed におけるカンナビジオール（CBD）関連の引用件数は，2000～2002

年の 40 件から 2014～2016 年には 458 件に増加している[1]。北米や欧州では，多くの国で，特定の大麻

由来製品のヒトへの医薬品としての使用を認める法律が制定されており，嗜好目的での使用を認める法

律が制定されている国もある。 

 

大麻由来の製品が入手できるようになってから、獣医師が目にする中毒症状の症例は増え [2]、大麻の治

療目的での使用に対する顧客の関心も高まっている。[3]。顧客は、動物の病状を治療するための大麻由

来の製品の合法性、安全性、有効性について質問する。CBD のようなカンナビノイドは治療効果が期待
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できる可能性があるが、動物への使用を裏付ける科学的証拠は現在のところ限られており、また、十分に

コントロールされた研究はほとんどなく、そのほとんどがコンパニオンアニマルの使用に焦点を当てて

いる。 

 

 

2.定義 

 

大麻草はアジアのハーブで，繊維が硬く，しばしば背の高い緩い分枝の種（Cannabis sativa）と背の低い

密な分枝の種（C. indica）に分けられるアサ科の植物である[4,5]。残念ながら、この言葉は大衆文化の中

でマリファナと同じように使われている。しかし、大麻草の系統は THC（デルタ-9-テトラヒドロカンナ

ビノール）の濃度によってマリファナにもヘンプにもなる。 

 

ヘンプ（Cannabis sativa）は，米国（US）[6]および欧州連合（EU）では，乾燥重量ベースで THC 含有

量が 0.3％以下の大麻植物の部分と法的に定義されている。ヘンプは伝統的に、工業用（繊維、紙、バイ

オディーゼル、建築資材など）や食用（麻の実、麻の実油）として栽培されてきた。一般的に、ヘンプに

は非精神活性なカンナビノイドが比較的多く含まれている。米国では、ヘンプは人や動物の栄養補助食品

としても、動物の飼料補助食品としても法的に認められていないため、そのように表示された製品が違法

に販売されている[7]。欧州では、ライセンスに基づき、特定の品種のヘンプが合法的に栽培されている。

栽培が許可されているヘンプの品種は、欧州の「農業植物種の品種に関する共通カタログ」に掲載されて

いるものである[8]。これらの品種を表す言葉として、「産業用ヘンプ」がある。 

 

マリファナとは、大麻の花や葉、茎などを切断、乾燥、粉砕したものを指す。マリファナ」という言葉は，

通常，大麻植物（C. sativa または C. indica）の精神活性のある樹脂製の花芽と葉を乾燥させたものに用

いられるが，THC を 0.3％以上含む大麻植物のあらゆる部分を指すこともある[9]。マリファナは、特に

その酩酊効果のために、国によっては喫煙、ベイプ、または摂取（焼き菓子など）されることがある[10]。

また、一部の国では、自家製のハッシュオイル（ハニーオイルやブタンハッシュオイルとも呼ばれる）も

人気がある。この強力なオイルは、有機溶媒（多くの場合、ブタンまたは n-ブタン）を用いて大麻成分

を抽出することで得られる[11]。マリファナは、1961 年の国連麻薬単一条約（1971 年改訂）に基づき、

欧州諸国や米国では一般的にスケジュール 1 の薬物に分類されている[12]。非公式な議論では、「マリフ

ァナ」と「大麻」は、いずれも大麻植物の乾燥した葉と開花した頭を指す用語である。この用語を細分化

すると、医療用マリファナまたは医療用大麻、嗜好用マリファナまたは嗜好用大麻となるが、大麻は THC

濃度（乾燥重量ベースで測定）によってマリファナになったり、ヘンプになったりすることがある。カナ

ダなど一部の国では、マリファナという言葉の汚名を返上するために、すべての種類の大麻草を指してカ

ンナビスという言葉が使われるようになった[13]。 

 

カンナビノイドとは、カンナビノイド受容体に結合する、大麻植物に含まれる様々な天然由来の生物学的

活性を有する化学成分のことである（第 9 節「薬物動態」参照）。480 種類以上のカンナビノイドなどが

単離されている[14]。大麻のサンプルに含まれる各物質の量は、亜種、植物の年齢、葉を収穫した時期、

乾燥させた方法などによって異なる[15]。植物の成長過程では、THCa と CBDa という酸の形で存在し
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ており、加熱による「脱炭酸」によって THC と CBD に変化する[16]。ほとんどの研究は CBD と THC

の医学的性質について行われてきたが、THCa、CBDa、カンナビゲロール（CBG）オイルなど、麻の植

物に含まれる他の成分についてもさらなる研究が始まっている[17,18]。 

 

デルタ-9-トランス-テトラヒドロカンナビノール（∆9-THC，より一般的にはテトラヒドロ-カンナビノー

ル（THC）と呼ばれる）は，マリファナの主要な精神活性成分である[19]。  THC は脂質の一種であり，

昆虫の捕食[20]，紫外線[21,22]，環境ストレス[23]に対する植物の自己防衛に関与していると推測され

ている。THC 濃度は、植物への光量、水分量、土壌の種類、pH 値、栄養素、および微量ミネラルなどの

環境条件に左右される［24 ] 。 

 

THC は，大麻に嗜好品としての性能を与える精神活性物質である。大麻植物の様々な成分から 5～20％

の THC が生成されるが，最も濃度が高いのは主に植物の毛（毛状突起）と雌花から生成される[25]。伝

統的に、大麻の品種である Cannabis sativa の植物は、最大 10%の THC を持っている[26]。 

 

カンナビジオール（CBD）は、一般的に Cannabis sativa L.という植物から作られている[17,27]。植物に

は何百種類もの活性化合物が含まれており、そのうち 100 種類以上がカンナビノイドで、化合物によっ

て精神活性作用や非精神活性作用があるとされている。CBD は、非精神活性な脂質カンナビノイドであ

る[19]。CBD は、不安感の緩和[28]、食欲の増進[29]、吐き気の緩和[30]、特定のタイプの発作の抑制

[31]、睡眠障害の管理[32]などの目的でヒトの医療に使用されている。ヨーロッパでは、オンラインや薬

局で、さまざまな CBD 製品が販売されている[33]。米国でも同様に、CBD 製品が広く出回っており、

治療目的で販売されていることがよくある。このような製品を合法的に販売するためには、連邦政府の承

認プロセスを通じて安全性と有効性の主張を立証する必要がある。そのような CBD 製品が承認されなけ

れば、合法的に販売することはできず、米国では 1 つの例外を除いて、そのような治療目的の主張をし

ている製品はすべて承認されていない[7]（第 5 章「北米の大麻産業」および第 6 章「欧州と北米の規制

の枠組み」も参照）。 

 

樹脂は、乾燥した葉（「マリファナ」）、より強力な雌の花頂部（「シンセミラ」）、または喫煙や様々な食品

に含まれる粘着性のある大麻樹脂から得られる。大麻樹脂にはいくつかのカンナビノイドが含まれてい

るが、THC が最も活性が高く、主な精神活性物質と考えられている。ハシッシュは、開花した植物の上

部から抽出された樹脂であり、THC の濃度はマリファナよりも高くなっている。 

 

 

3.獣医学における大麻使用の歴史 

 

3.1.馬 

 

ギリシャの作家は、人や馬の痛みや傷の治療に大麻を使用したことを報告している[34]。乾燥した葉は鼻

血に、種子はサナダムシに使われた。緑色の種子は水や様々なワインなどの液体に浸し、押し出して温め

た後、耳の閉塞に伴う痛みや炎症のために耳の中に注入された[34]。馬の治療法を集めた「Berlin 



4 

 

Hippiatrica」には、刻んだ葉を傷の手当に使ったことが記されている。まず酢とピッチを完全に沸騰させ、

次にワックス、マスタード、小麦チャフ、ローストした松の樹脂を加え、得られた混合物（おそらく冷ま

したもの）をたっぷりと塗り、その後刻んだ大麻の葉と草の刈り取りを上に乗せてから傷口を縛ったとい

う[35]。 

 

別のコレクションである「Cambridge Hippiatrica」には、馬のサナダムシ治療のレシピが掲載されている

[35]。比較的最近まで、大麻は馬の患者の疝痛、痙攣性大腸、その他の病気を治療するために作られた多

くの動物用医薬品に含まれていた[36,37]。これらの動物用医薬品のボトルは、このどこにでもある植物

が治療に使われていたことを示す証拠として残っている。最も古い記録は 1607 年のもので、作家の

Edward Topsell が、馬の通常の飼料に麻の実を混ぜると急速な体重増加が促されると主張している[38]。

1800 年代の米国の獣医師は、高用量のマリファナを含む馬の疝痛治療薬を日常的に処方していた。オラ

イリーは、パーク・デイビス製薬会社が最高品質の「液体大麻」を供給する米国の主要企業の 1 つであっ

たと述べている[36]。20 世紀初頭にインドやネパールから大麻の種を集めた同社は、ミシガン州やブル

ーリッジ山脈で高品質の大麻を栽培し始めた[39]。米国陸軍省は、疝痛への使用を躊躇なく推奨した。

1915 年に発行された「Manual for Farriers, Horseshoers, Saddlers and Waggoners」では、疝痛持ちの馬

に「小さじ 1 杯の液体カンナビス・アメリカーナを大さじ 1 杯のオリーブオイルと混ぜて与える」こと

を推奨している[40]。 

  

3.2.犬 

 

1843 年にインドに滞在していたアイルランド人医師ウィリアム・オショーネシーは、「多くの苦悩」に対

してインド麻が広く使用されていることを指摘したが、「ヨーロッパでこの薬物が使用されているという

情報を見つけることができなかった」[41,42]。研究の結果、彼は「大麻は少量で消化器官を刺激し、大

脳を興奮させ、生成装置にも作用する驚異的な力を持っていることを示す十分な証拠がある[41]」と結論

づけた。痛みを和らげる薬物の影響は、言及されたすべての回顧録に等しく現れていた。刺激を受けたオ

ショーネシーは、動物を使った独自の研究を開始し、アラビアの大麻菓子である「マジュン」を犬に投与

し、「大喜びで食べ」、「バカみたいに酔っ払った」と報告した[41]。同様に、別の犬にネパールの大麻樹

脂である「churrus」を与えたところ、オショーネシーは「愚かで眠くなり、間隔を置いてうとうとし、

非常に満足しているかのように尻尾を振って起き上がり、貪欲に餌を食べ、声をかけるとよろめき、その

顔はまったく無力な酔っぱらいの表情をしていた」と報告している。いずれの場合も、数時間後には回復

し、「元気で活発」になった。[41] 

 

3.3.猫 

 

文献を系統的に調査したところ、猫における大麻の歴史的な臨床使用に関する情報はなかった。 

 

 

4.欧州（EU）と北米の大麻産業について 
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4.1.欧州 

 

2018 年、欧州の大麻産業には 5 億ユーロ以上が投資された。欧州の大麻市場は、2024 年までに最大で

24 億ユーロの規模になると推定されており、そのほとんどが医療用大麻の使用で占められている。ドイ

ツは現在、医療用大麻を使用する欧州最大の市場であり、米国とカナダに次ぐ世界第 3 位の市場でもあ

る。医療用大麻の使用における需要の増加を受けて，多くの欧州諸国は現在，国内生産を強化しようとし

ている[43,44]。欧州における動物関連の大麻産業の規模についてはデータがないが，非常に小さいと推

定される。 

 

欧州の合法的な大麻市場は、医療目的の消費者を対象としていますが、非医療目的で麻由来の CBD を配

合した製品を消費することは、世界の多くの地域で法的に認められています。欧州における CBD の現在

の市場規模は約 4 億 5,000 万ユーロで、世界の CBD オイル市場シェアの 31%を占めている[45]。 

 

4.2.北米：米国 

 

米国では、大麻産業は 2019 年に 136 億米ドルと推定されている[46]。米国では最近、「ヘンプ」（乾燥重

量ベースで THC が 0.3%の Cannabis sativa L と定義）の指定を解除した 2018 年農業改善法[6]が成立し

ました。その結果、ヘンプは米国の規制物質法の制限を受けなくなりました。多くのメーカーはこれを、

ヘンプ製品は今後連邦政府の規制を受けることなく、人間や動物用に販売することができると解釈して

いるが、実際はそうではない。米国農務省は、CBD 生産のためにメーカーに供給されるヘンプが既知の

化学組成であるように、ヘンプの栽培者や免許申請を希望する州のための基準を提案している [47]。ま

た、メーカーは、米国連邦食品医薬品化粧品法（Food, Drug and Cosmetic Act）に記載されている、食品

や医薬品を市場に出すための法的要件を遵守しなければならない[48]。欧州の業界と同様に、米国の大麻

製品の多くは、治療効果の主張を実証するための承認プロセスを経ることなく販売されており、したがっ

て違法に販売されている。さらに、米国の州レベルでも追加の規制が行われており、連邦政府の規制と一

致する場合もあれば、一致しない場合もあり、混乱を招いている。 

 

現在の規制環境では、様々な法的枠組みに多くの混乱があり、広範な施行のためのリソースが不十分であ

るため、経済的なインセンティブが法的な結果に対する懸念よりも優先される可能性がある[49]。メーカ

ーは、消費者に製品を容易に販売し、しばしば疑わしい法的地位にもかかわらず、人間または動物の使用

を目的としたさまざまな大麻製品の幅広く出回っている。 

 

4.3.北米：カナダ 

 

カナダの大麻市場は着実に成長している。2017 年には、15 歳から 64 歳までのカナダ人約 490 万人が、

医療目的および非医療目的の大麻に推定 57 億カナダドルを費やしており、大麻消費者 1 人あたり約 1200

米ドルになる。連邦政府は 2018 年に大麻の嗜好的使用を合法化した。医療用と嗜好用の大麻製品を含む

カナダの大麻市場全体では、2020 年に最大 70 億カナダドルの売上が見込まれており、その約半分は合

法的な嗜好用大麻市場によるものである[50]。動物に関連するカナダの大麻産業に関するデータはない。 
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5.欧州（EU）および北米における規制の枠組み 

 

5.1.欧州 

 

5.1.1.ヒト用および動物用医薬品 

 

ヒト用および動物用医薬品は、欧州の中央システム（欧州医薬品庁-EMA）または欧州各国の医薬品機関

によって認可される。現在、欧州では、大麻の医療用または嗜好用の使用に関する調和のとれた枠組みは

ない。現在、欧州の 22 カ国以上で何らかの形で医療用大麻が合法化されている。いくつかのヒト用大麻

由来の医薬品が、EMA 経由または欧州各国の医薬品機関経由で認可されている（表 1 参照）。2020 年 2

月現在、統合失調症から子宮内膜症までの疾患に対する大麻およびカンナビノイド薬の有効性を検討し

ている 17 件の活発な臨床試験が行われている[44]。 

 

表 1 欧州および北米で認可されている大麻由来の医薬品の一覧（非網羅的なリスト） 

ブランド名 剤形 有効成分 臨床適応 承認済み 

Sativex（ナビキシモル

ス） 

口 腔 粘 膜

スプレー 

カンナビスサティバ L から

のΔ-9THC および CBD 。 
多発性硬化症 カナダ、欧州 

マリノール（ドロナビ

ノール） 

ゼ ラ チ ン

カプセル 
合成Δ-9-THC 

がん治療を伴う悪心、 

エイズを伴う食欲不振、

多発性硬化症 

欧州、米国 

セサメット（ナビロン） カプセル 
THC に類似した合成カンナ

ビノイド 
癌治療 カナダ、欧州、米国 

Epidiolex（エピディオ

レックス） 

経 口 摂 取

する液体 
CBD てんかんに対して 欧州、米国 

 

 

2021 年には、ルクセンブルクが欧州諸国で初めて成人向けの大麻の嗜好使用を合法化する可能性がある。

さらに 12 の欧州諸国は、個人的な量の大麻の嗜好的な薬物使用を非犯罪化している[51]。2019 年、欧州

議会は、医療用大麻と適切に資金提供された科学研究のための欧州全体の政策を実施することを欧州に

求める決議を可決した[52]。 

 

薬物使用犯罪に対する刑事上または行政上の対応は、欧州加盟国の責任であり、欧州の責任ではない。欧

州機能条約第 168 条によると、「欧州は、情報や予防を含め、薬物に関連する健康被害を減らすための加

盟国の行動を補完しなければならない」とされている[53]。大麻の密売犯罪に影響を与える欧州法がいく

つかある。2004 年 7 月の大麻に関する理事会決議[54]は、欧州加盟国に対し、欧州域内での大麻の栽培

と密売に対する措置を講じ、栽培に関する情報を提供するインターネットサイトに対する措置を検討す

るよう促している。 
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食品成分・添加物としての認可 

 

これには、消費を目的としたあらゆる物質が含まれる。例えば、オイル、お菓子、動物用のおやつ、食品

サプリメントなどである。欧州の CBD 規制によると、CBD を注入した製品は、0.2%以上の THC を含

まない限り、欧州では違法ではない。欧州の一部の国、例えばベルギーはより厳しく、THC の許容範囲

はゼロです。 

 

THC 

Regulation (EU) No 178/2002 の第 2 条(g)では、人間の食べ物には以下のものを含んではならないとし

ている。"1961 年の国連麻薬に関する単一条約および 1971 年の向精神薬に関する条約の意味における麻

薬または向精神薬物質"[55]において THC はこれらの麻薬・向精神薬物質の一つとして挙げられている。

食品中の THC の安全性については、2015 年に欧州食品安全機関（EFSA）が取り上げており、1 回の食

事で、あるいは 1 日で 1μg/kg 体重以上の THC を含む食品を摂取すると、悪影響を及ぼす可能性がある

と結論づけている[56]。 

 

一般的に、大麻の種子などを「低温圧搾」して得られるヘンプ/CBD オイル（THC < 0.2%）は、認可を

必要としない。これは、ヘンプオイルが 1997 年以前に欧州でかなりの程度消費されていたためである。

しかし、CBD/ヘンプオイルが特定の形式の抽出または精製技術を受けた場合、2019 年 1 月以降、規則

の改訂により、望ましくない成分が付随して増加する可能性があるため、「新規食品認可」が必要となる

可能性がある[57,58]。2020 年 11 月、欧州裁判所は判決 C-663/18 を発表し、欧州加盟国は、他の加盟

国で合法的に生産された CBD が、その繊維や種子だけでなく、植物である C.sativa 全体から抽出された

ものであれば、市場に出すことを禁止することはできないとしている[59]。 

 

5.1.2. 動物飼料 

 

欧州委員会からの要請を受けて，動物飼料に使用される添加物および製品または物質に関するパネル

（EFSA の FEEDAP）は，動物飼料として使用するためのヘンプ（アサ属）の安全性に関する科学的意見

を提出した[60]。ヘンプ植物からは、ヘンプシードミール／ケーキ、ヘンプシードオイル、ヘンプ植物全

体（ヘンプハード、生または乾燥を含む）など、さまざまな種類の飼料材料が得られる。さらに、ヘンプ

粉（乾燥した麻の葉を粉砕したもの）や種子からのヘンプタンパク質単離物などがある。ヘンプシードと

ヘンプシードケーキはすべての動物種の飼料原料として使用でき、EFSA は種ごとに完全な飼料への最大

配合率を定義している。例えば、家禽では 3～7%、豚ではヘンプシードとヘンプシードケーキで 2～5%、

反芻動物ではヘンプシードケーキで 5%、魚ではヘンプシードで 5%となっている。給餌効果試験では、

ヘンプとその派生物が粗タンパク質と必須脂肪酸の良質な供給源として家畜の飼料に含まれる可能性が

あることも実証されている [61,62]。 

 

5.1.3. ペット・馬用のサプリメント 
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現在、欧州の市場では、犬、猫、馬用の「栄養補助」の大麻由来製品を販売している企業が多数あり、そ

の中には明らかに飼料療法を謳っていると思われるものもある。これらの製品は、動物のかゆみ、不安、

吐き気、食欲不振、発作、がん、消化器系の問題、炎症、免疫疾患、関節の痛みによる運動能力の低下な

どを助けるものとして宣伝されている。栄養製品について飼料の治療効果を謳うことは法律違反である。

EU 規則では、治療効果を謳う製品が医薬品となり、合法的に製造・販売されるためには、まず国家医療

製品庁（National Health Product Agency）または EMA によって承認されなければならない。これによ

り、製品の有効性と安全性に関する科学的データが得られる。獣医師は、病気を治療するための栄養製品

の効果について科学的なアドバイスをすることはできない。なぜなら、そのような主張は（a）違法であ

り、（b）証明されておらず、（c）潜在的に安全ではないからである。EU の規制(EC)No1924/2006 では、

大麻や CBD に関する健康強調表示は認められていない[63]。 

 

  

 

5.2.北米：米国 

 

5.2.1. ヒト用および動物用医薬品 

 

製薬会社が医薬品の開発を開始し、治療の可能性を秘めた活性物質を調査する際には、化学構造、製造お

よび管理、対象となる動物の安全性、（該当する場合は）人間の食品の安全性、環境への影響、有効性お

よび表示に関する米国食品医薬品局（USFDA）の承認を得るために必要な多くの技術的要件がある[64]。

米国では，大麻由来の物質やその合成類似物質の一部がヒトへの使用を承認されている。最近では、大麻

由来の CBD である Epidiolex [65]が、小児の難治性てんかんの治療薬として承認されている。また，THC

の合成製剤も 2 種類承認されている。ナビロン（商品名 Cesamet）[66]は、化学療法を受けている患者の

制吐剤としての使用が承認されており、マリノール（Dronabinol）[67]は、AIDS 患者やがん患者の食欲

増進剤としての使用が承認されているが、「適応外」ガイドラインに基づく鎮痛剤としても使用されてい

る。 

 

米国では、半数以上の州が、厳格なガイドラインのもと、大麻の医薬品としての使用を認める法律を制定

している。また、嗜好目的での使用を許可する法律も制定されている。 

 

しかし、現時点では、動物への使用が USFDA によって承認された大麻由来の製品はない。前述の USFDA

がヒト用に承認した製品は、1994 年に制定された動物用医薬品使用明確化法（Animal Medicinal Drug 

Use Clarification Act-AMDUCA）に基づいて獣医師が動物に使用することができるが[68]、USFDA が

承認していない製品（現在販売されている製品の大部分を含む）は、AMDUCA に基づいて使用すること

はできない。 

 

5.2.2. 食品成分・添加物としての認可 

 

医薬品として USFDA の承認を得るにはかなりの費用がかかるため、代わりに食品成分や食品添加物と
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して市場に投入したいという動機がしばしばある。これまでにヒトの食品への使用が承認されたヘンプ

由来の製品は，ヘンプシードオイル，ヘンプシードプロテイン，および脱皮したヘンプシードの 3 つで

ある[69]。しかし、これらの製品は、人間の食品への使用のみが承認されており、動物の食品（ペットフ

ードやおやつを含む）への使用は認められていない。現時点では、動物用食品への使用が承認された大麻

由来の製品はない。商業用産卵鶏のための動物用飼料原料としてヘンプシードケーキおよびヘンプシー

ドミールを使用するための申請書が米国飼料管理者協会（AAFCO）および USFDA の審査に提出されて

いるが、まだ承認されていない[70]。 

 

大麻由来の製品をサプリメントとして販売することには、さらなる疑問がある。欧州とは異なり、米国で

は人間用の「栄養補助食品」に関する規制は、動物用の製品には適用されない。動物用サプリメントとし

て販売される製品は、その使用目的に応じて、食品または医薬品（栄養補助食品ではない）として規制さ

れる[71]。意図された用途が治療的なものであり、治療的な主張やその使用状況によって示される場合、

そのような製品は医薬品として規制され、合法的に販売するためには USFDA の承認を受けなければな

らない。しかし、米国の連邦法では、承認された医薬品の有効成分である物質を食品に含めることはでき

ない。米国連邦当局は、THC と CBD が承認された医薬品の有効成分であるため、食品に配合すること

はできないと結論づけている[7]。人間用の栄養補助食品も、THC や CBD を含む、認可された医薬品の

有効成分である物質を含むことはできない。したがって、この記事を書いている時点では、米国で動物へ

の使用が承認されているヘンプまたはマリファナ由来の食品、医薬品、サプリメントはない。 

 

しかし、米国のいくつかの州では、動物患者への大麻由来製品の使用に影響を与える可能性のある法律が

制定されている。例えば、米国バーモント州では、動物用製品を含むように大麻を定義する法律を制定し

た。また、米国ネバダ州では、動物用の大麻由来製品の製造・販売に関する法律が制定されており、米国

カリフォルニア州で獣医委員会は、このような製品の獣医学的議論のためのガイドラインを確立してい

る[72、73、74 ]。ごく最近、米国のミシガン州で、獣医師が動物にマリファナまたは産業用ヘンプを使

用することについて動物の飼い主と相談することを認める法律が承認された[ 75 ]。 

 

5.3.北米：カナダ 

 

欧州や米国と同様に、大麻由来の物質やその合成類縁体の一部は、ヒトへの使用が承認された医薬品とし

て入手可能である（表 1 参照）。 

 

承認された大麻由来の動物用医薬品は、VHP（vet- erinary health product）と名付けられている。これら

の動物用医薬品は、カナダ政府のウェブサイト「Health Canada」に掲載されており、すべて低リスク、

すなわち CBD が検出されず、THC 濃度が 10ppm（mg/kg）未満であることが確認されている。このリ

ストにはいくつかのヘンプ製品も含まれている。 VHP は、リスト C で定義されている以下の基準を満

たしていれば、大麻を含むことができる。すなわち、発芽しない種子から乾燥または抽出された製剤であ

ること、THC 濃度が 10ppm（mg/kg）未満であること、人間の消費に供されていない猫、犬、馬にのみ

使用されること、経口および局所的な投与経路にのみ使用されること、などが挙げられる。リスト C の

パラメータを満たす大麻を含む新しい VHP は、通知プログラムに基づいて通知する必要がある。 
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Natural Health Products Regulations（NHPR）が更新され、「大麻法」の大麻の定義に合わせて、National 

Health Products（NHP）に含めることができる大麻植物の部位についてより明確になった。2018 年 10

月 17 日に発効した更新された規制[76]では、NHP は、「大麻法」の大麻の定義を満たしていないか、「産

業用ヘンプ規制」（IHR）[77]によって「大麻法」から免除された大麻の部位のみを含むことができる。

これらの成分は、大麻植物の生存していない種子や根、葉・花・種子・枝のない成熟した大麻の茎、その

ような茎に由来する繊維、IHR に準拠した麻の派生物である。さらに、上記の原料には、10ppm（mg/kg）

未満の THC、または分離・濃縮された植物性カンナビノイドが含まれていなければならない。THC 濃

度の決定には、酸型を活性型に変換する可能性を考慮しなければならない（例：デルタ-9-テトラヒドロ

カンナビノール酸（THCA）がデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール（THC）に変換される）。以前に承

認された NHP（例：ヘンプシード、ヘンプシードオイル、ヘンププロテイン）は、新しい法律の枠組み

に移行しても影響を受けず、現在と同じように販売することができる。上記の要件に適合した成分を含む

NHP の申請は、食品医薬品法および NHPR の要件に基づいて審査される。 

 

家畜用飼料は、連邦飼料法および飼料規則に基づき、カナダ食品検査庁（CFIA）によって規制されてい

る。カナダで製造、販売、輸入される単一成分の飼料はすべて、飼料規則のスケジュール IV またはスケ

ジュール V のいずれかに承認され、収載されていなければならない。現時点では、カナダではヘンプ製

品は家畜の飼料原料として承認されていない。家畜用の単一成分飼料として使用することを目的とした

ヘンプ製品（ヘンプミール、ヘンプオイル、種子など）は、それぞれ個別の承認が必要となる[78]。 

 

 

6.薬物動態/トキシコキネティクス 

 

薬物動態/トキシコキネティクスパラメータは、投与法（投与量、投与間隔、投与時間）を変えて有効性

/毒性の可能性を評価する際に考慮すべき重要なパラメータである。CBD は、分子量 314.2g/mol の低分

子化合物である。CBD は親油性が高いため、長期的な組織への蓄積や毒性が懸念される。45mg の CBD

を静脈ある内に投与したところ[79]、CBD は速やかに分布し、その後の終末血漿半減期（T1/2β）は 9

時間、全身クリアランス（CL）は 0.017L/h/kg であった。この研究では、6 頭の犬に 180mg の CBD を

経口投与したが、その結果、3 頭の犬では血漿中に CBD が検出されず、他の 3 頭では経口バイオアベイ

ラビリティが 13%～19%であった。CBD のバイオアベイラビリティが低いのは、CBD とその代謝物は

主に腎臓を介して排泄される肝臓による広範囲初回通過または前全身代謝に起因するものである[ 80、

81 ]。全身の代謝は、全身への曝露を抑制する（すなわち、CBD は全身循環に到達する前に大幅に減少

する）。 

 

別の犬の研究[82]では、大麻油抽出物である Bedrocan®（ベドロカン、オランダ）(20% delta-9-

tetrahydrocannabinol (THC) and 0.5% cannabidiol (CBD)) を 1.5 および 0.037 mg/kg の THC および

CBD を空腹時および給餌時の犬に投与した。血液サンプル（1mL）は，ベドロカン®投与後，5 分，15 分，

30 分，45 分，1 時間，1.5 時間，2 時間，4 時間，6 時間，8 時間，10 時間，24 時間，36 時間，48 時間，

72 時間，96 時間後に採取した。 いずれの採取時間においても、分析上検出可能な濃度の CDB は認めら
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れなかった。THC は 0.5～10 時間で定量可能であったが、被験者間のばらつきが大きかった。絶食した

犬は、絶食した犬に比べて吸収段階が長く（Tmax 5 対 1.25 時間）、最大血中濃度が低かった（7.1 対

24ng/mL）。THC は親油性の化合物であり、給餌状態ではバイオアベイラビリティが向上するはずであ

る（バイオアベイラビリティ：48.22％、絶食状態は報告なし）[82]。 

 

ヒトでは、成人の難治性てんかん患者を対象に、カンナビジオール経口カプセルを食事の有無にかかわら

ず投与し、薬物動態に及ぼす食事の影響を調べたところ、食事に含まれる脂肪分によって、血清中のピー

ク濃度（Cmax）（空腹時に比べて摂食時には 14 倍）および血漿中濃度時間曲線下面積（AUC0-u）（空腹

時に比べて摂食時には 4 倍）が有意に増加することが示された。Tmax は、空腹時では 2～5 時間、摂食

時では 1～6 時間と、状態によって大きく異なることが判明し、バイオアベイラビリティのばらつきを説

明することができた。血液サンプルは、留置カテーテルまたは静脈穿刺から採取された。摂食時と空腹時

の両方において、投与前、0.5、1、2、2.5、3.5、4、5、6、24、48、72 時間後に血液を採取しました。

300mg を 1 日 1 回投与した後の定常状態の濃度は、4.73～40ng/mL で、平均 21.33ng/mL であった[83]。 

 

別の薬物動態試験では，各犬に CBD（90mg を 2mL の 70％エタノールに溶解したもの）を静脈（頭側

静脈）に注射した。投与後，0，1，2，3，4，6，8，10，12，14，22，26，30 時間の間隔で 30 時間連続

して尿を採取した。尿データから得られた CBD の見かけの終末血漿半減期（T1/2β）は，血漿データか

ら算出された CBD の排泄半減期（T1/2）よりも有意に短かった（7～9 時間）。すべての代謝物の T1/2

は CBD の T1/2 と同様であり、これらの尿中の代謝物の排泄は生成速度が制限されていることを示して

いた[84]。 

 

犬では、マリファナ中毒の場合、臨床症状の発現は通常暴露後 30～90 分以内に起こり、96 時間まで続く

ことがある[85]。経口摂取した THC は、ほぼ完全に吸収される。THC は実質的な初回通過型または前

系代謝を経る。THC は肝臓のミクロソームによる水酸化と非ミクロソームによる酸化で代謝される。

THC は親油性が高く、吸収されると脳やその他の脂肪組織に容易に分布する。 その高い脂溶性は、大き

な分布容積（Vd）と長い排泄半減期（T1/2）の要因となっている。ある薬物動態試験では、ヒトでは多

発性硬化症の痙攣と痛みの治療薬として販売されている植物性カンナビノイドを主成分とする医薬品

Sativex®（GW Pharma Ltd., Sovereign House, Vision Park, Histon, Cambridge, UK）をイヌに投与した。

イヌに単回または複数回の舌下投与を行ったところ，1～2 時間後にフィトカンナビノイドの血漿中濃度

が最大となり，複数回の投与後には徐々に蓄積されることが示唆された[86]。イヌを対象とした別の研究

では、経口投与量の増加に伴う血漿カンナビノイド濃度の非比例的な上昇が認められており、これに加え

て大麻のハーブエキス製品の組成や投与法の一貫性に違いがある可能性があり、これらすべてが副作用

につながる可能性がある[87]。ある研究では、肝酵素の上昇（n = 14）や嘔吐（n = 2）など、CBD の投

与に関連する有害事象が報告されている[88]。 

 

最後に、ほとんどの医薬品は、線形の用量反応曲線を示し、最大レベルの有効性に達するまで、用量の増

加と有効性の増加との間に直接的な線形関係を示すことにより、おなじみの薬物動態パターンに従うと

述べられている。この最大の効果を超える大麻の投与は、治療的効果がほとんどまたは全くないのに、副

作用が増加する可能性がある[ 18 ]。 
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6.1。作用機序 

 

大麻の仕組みを理解する上で大きな進歩となったのは、THC を含むカンナビノイドを認識する脳内の特

定の受容体タンパク質が発見されたことである。 

 

カンナビノイド受容体には，主に CB1 と CB2 の 2 種類があり，いずれも G タンパク質に結合している

[19]。CB1 および CB2 受容体は、ラット、モルモット、イヌ、サル、ブタ、およびヒトで同定されてい

る[89]。CB1 受容体は、脳（中枢神経系-CNS）に広く分布しており、認知、食欲、感情、記憶、知覚、

運動の制御に対するカンナビノイドの作用と相関している。犬では、CB1 受容体の解剖学的位置に種差

が見られる。特に犬は、研究された他の種と比較して、小脳内の CB1 受容体の密度が高いことがわかっ

ている[90]。また、内因性カンナビノイド受容体アゴニストの存在も証明されている。これらの発見は、

選択的なカンナビノイド CB1 および CB2 受容体リガンドの開発につながっている。 

 

CB1 受容体は、シナプス前の神経細胞の脂質膜内に存在する。CB1 受容体は、cAMP を阻害し、マイト

ジェン活性化プロテインキナーゼを刺激して、イオンチャネル、特に電位活性化カルシウムイオンチャネ

ルとカリウムチャネルの制御を調節する。その結果、興奮性と抑制性の両方の神経伝達物質の放出が抑制

されるのである。また、CB1 受容体は、ホスホリパーゼ C や PI-3-キナーゼを活性化する。カンナビノイ

ド受容体の内因性リガンドは、エンドカンナビノイドと呼ばれ、アラキドン酸に由来し、プロスタグラン

ジンと密接な関係がある。 

 

CB2 受容体は、CNS ではあまり見られないが、末梢神経系や免疫系に多く存在し、炎症や痛みの調節に

一役買っている[91]。CB2 受容体は、セラミドの生合成を制御している。内因性カンナビノイドは、シ

グナル伝達経路の調節の一環として、また、いくつかの病態（例えば、神経疾患）と関連して、これらの

受容体に結合する。 

 

6.2.病因 

 

CBD は、カンナビノイドに選択的に作用する脳内の固有の受容体に作用して、CNS 効果をもたらすと考

えられている。カンナビノイドは、ノルエピネフリン、ドーパミン、セロトニンの生成を促進する。毒性

作用は、薬理学的および臨床的作用の延長線上にある。ラットとマウスにおける純粋な THC の経口 LD50

値は、それぞれ 666 および 482mg/kg 体重である[56]。イヌにおける THC の最小致死経口投与量は、体

重 1kg あたり植物体 3g 以上である[92]。 

 

 

7.ヒトと動物の医療における使用 

 

7.1.人間の医学での使用 
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大麻が痛みのメカニズムに作用することが、この物質への医学的関心を高めている。ヒトの医療では，

CBD や THC などのカンナビノイドが，てんかんの治療や，変形性関節症に伴う痛みや炎症，多発性硬

化症（MS）に伴う痙攣の管理に用いられている[32]。厳格な条件下でヒトへの使用が承認されている医

薬品の非網羅的なリストを表 1 に示す。 

 

7.2.獣医学での使用 

 

本稿執筆時点では、欧州、米国、カナダのいずれにおいても、認可された大麻または大麻由来の獣医用医

薬品は市販されていない。欧州市場では、ドイツで 1 つの製品が認可されており（Cardio ReVet RV4）、

ホメオパシー動物用医薬品として登録されている[93]。また、フランスやオランダなどいくつかの欧州加

盟国では、飼料用のサプリメントとして登録された CBD 製品（Anibidiol）が販売されている[94]。アニ

ビジオールは、CBD とビタミン B3 および B6 を含んでいる。リーフレットには、「獣医師はこの製品を

行動上の問題、痛み、感染症、てんかん、その他の疾患に使用した経験があります」と記載されている。

この製品は、獣医師の処方箋を必要とせずに利用できる。 

 

獣医師は、ヒト用に認可された大麻製品を「ラベル外」で動物に使用できる可能性がある。関連する法文

は、欧州指令 2001/82/EC の第 10 条および第 11 条（「カスケード」として知られる）と米国の AMDUCA

に詳述されている [68,95]。法的義務を理解することは獣医師の責任である。 

 

現在、動物への使用に関する科学的証拠は限られており、コンパニオンアニマルと馬に焦点が当てられて

いる。いくつかの対照的な臨床研究から得られた知見が発表されているが、その他の情報は、逸話的な支

持、歴史的記録、症例報告から得られたもの、あるいは、ヒトへの使用に関連する研究（そのための動物

モデルの研究を含む）から推定されたものである。 

 

関心を集めている分野としては、変形性関節症の痛み [88,96-98]、その他の種類の痛み（腫瘍性、神経

因性） [99]、免疫介在性および炎症性のアレルギー疾患 [100]、心臓血管および呼吸器系の疾患 [101]、

てんかん [102,103]への使用が挙げられる。科学的な文献調査によると、カンナビノイドは主に痛み、特

に変形性関節症の痛みの治療に使用されている。 

 

犬の変形性関節症に対する CBD オイルの効果を調査した研究の抜粋を示した下表 2 の結果が示すよう

に、カンナビノイドを使用することで実際の効果を推定することは困難である。 

 

表 2 犬を対象とした CBD 研究の非網羅的なリストとその結果 

種 

（動物数） 
線量/曝露時間 目的 結果/結論 参照 

犬（37） 

0.25mg/kg の 用 量 の

CBD オイル製品を 1 日 1

回 3 日間、その後朝と夜

（約 12 時間ごと）に食品

慢性的な不適応の痛

みを持つ犬に対する

大麻抽出物と大麻種

子油を含むフルスペ

32 匹の犬のうち 30 匹は、痛みの軽減に有

意な改善を示した。大麻由来の CBD オイ

ルの添加は、慢性的な不適応の痛みを伴う

犬にプラスの影響を与える（痛みを軽減

Kogan et al

（ 2020 ）

[ 96 ] 
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種 

（動物数） 
線量/曝露時間 目的 結果/結論 参照 

に入れて配送 クトル製品の影響を

評価すること 

し、可動性と生活の質を改善）。 

犬（16） 

CBD オイル（2 および

8mg/kg）またはプラセボ

オイルを 12 時間ごとに 

基本的な経口薬物動

態を決定し、変形性

関節症の犬における

CBD ベースのオイ

ルの安全性と鎮痛効

果を評価すること 

薬物動態は、4.2 時間の消失半減期（T 1/2）

を明らかにした。2 および 8mg/kg の用量

で 。 CBD オ イ ル の ピ ー ク 血 清 濃 度

102.3ng/mL と 590.8ng/mL は、2 時間と

8 mg/kg の用量で、それぞれ 1.5 時間と 2

時間に発生した。CBD は CBD で治療さ

れたグループの痛みの有意な減少と活動

の増加をもたらした。 

Gamble et 

al（2018）

[ 97 ] 

犬（23） 

6 週間の CBD 治療（12

時間ごとに犬 1 匹あたり

2.5mg / kg） 

関連する犬の変形性

関節症の臨床徴候の

軽減のための CBD

の安全性と効果を説

明する予備データを

提供すること 

ベースラインデータを 4 週間取得した後、

プラセボ群または CBD 治療群に 6 週間ラ

ンダムに割り当て、その後 6 週間反対の治

療を行いました。記録されたアウトカム指

標のいずれについても、どの時点でもグル

ープ間に差は見られなかった。CBD 投与

に関連する副作用には、酵素の肝臓の上昇

と嘔吐の兆候が含まれていた。 

Mejia et al.,

（ 2021 ）

[ 88 ] 

犬（20） 

4 つのグループ：プラセ

ボ、20mg/日（0.5mg/kg）

の裸の CBD、50mg/日

（ 1.2mg/kg ） の 裸 の

CBD、または 20mg/日の

リポソーム CBD 

関節炎の痛みを和ら

げるための麻由来の

CBC の安全性と治療

の可能性をサポート

するため 

CBD は痛みを大幅に軽減し、可動性を高

めた。リポソーム CBD（20mg /日）は、

臨床転帰の改善において、非リポソーム

CBD（50mg/日）の最高用量と同じくらい

効果的でした。広く利用可能なサプリメン

ト CBD は、実験システムで堅牢で定量化

可能な抗炎症特性を発揮することが実証

された。 

Verrico et 

al.,2020 

[ 98 ] 

 

 

犬のてんかんの治療におけるカンナビノイドの使用は、別の臨床研究で議論された。この研究では、12

匹の犬に抗てんかん薬の補助療法としてカンナビノイドを投与した。CBD グループの 2 匹の犬は運動失

調を発症し、中止しなければならない。結局、CBD グループの 9 匹の犬がプラセボグループの 7 匹と比

較された。CBD 群では発作頻度の低下が観察されたが、治療への反応者と見なされた犬の割合（発作活

動の 50％以上の低下）は群間で類似していた。犬はどの評価点でも検出可能な分析血漿 CBD 濃度を示

さなかった[ 103 ]。 

 

また、CBD やその他の大麻由来の製品を馬に使用することにも関心が寄せられており、例えば、馬の関

節炎や否定的なステレオタイプの行動に対して使用されている[104]。馬のスポーツの国際的な政府機関

である Fédération Equestre Internationale（FEI）は，その馬用禁止物質リストにおいて，すべてのカン

ナビノイドを禁止物質に指定している[105]。競技馬に与えることができない製品には、天然および合成
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のカンナビノイドやその他の類似派生物が含まれる。 

 

8.違法な製品表示や不明な成分への懸念 

 

CBD オイル製品は、動物用と人間用の両方の規制に適合しないものが販売される可能性がある。米国で

は、CBD 製品を違法に販売している複数の企業を FDA が取り締まらなければならなかった。その理由

は、CBD 製品が病気を予防、診断、治療、治癒すると主張していたためで、これらの企業の中には動物

を対象とした製品を販売しているところもあった[106]。違法な製品の販売は、特に規制の枠組みがよく

知られていない場合や、特定の分野が急速に拡大している時期に発生する。欧州では、CBD 飼料添加物

のすべての表示情報は、規則（EU）No 1169/2011 [107]、（EC）No 178/2002 [55]、規則（EC）No 1924/2006 

[63]に基づき、EFSA が動物飼料およびヒト用食品について管理している。この法律の背景にある原則は、

表示の 100％の正確さと科学的証拠に基づく主張である。獣医師は、欠陥製品を受け取った動物の異常反

応、例えば精神的反応を観察する可能性が最も高い専門家グループである（第 9 節参照）。獣医師は、CBD

製品を自分の病院に置いておくように頼まれることもある。 

 

すべての地域において、有効成分の同一性と強度に関する不正確な表示が特に懸念されており、用法・用

量に従った投与が非常に困難または不可能となっている[108]。欧州では、医療用大麻の成分のみが知ら

れ、管理されている[30]。米国では、FDA が承認したヒト用の治療製品の成分は知られており、管理さ

れているが、州や地方レベルで規制されている薬局が医療目的で販売する大麻については、品質保証の一

貫性が低い[109]。米国では、意図した化学成分と意図しない汚染物質の表示の正確さを確認するための

特定の検査方法を確立した、大規模な製品追跡プログラムを実施している州はわずかである。意図した化

学成分と意図しない化学成分の分析方法には、多くの違いが存在する[110]。そのため、FDA が承認して

いない大麻製品のカンナビノイド成分や潜在的な汚染物質の表示精度は、米国の州内や州間で大きく異

なる可能性がある。動物におけるこれらの製品の安全性と忍容性に関する研究はほとんど行われていな

い[111,112]。いくつかの研究では、動物用にラベル付けされた、しばしば違法な製品の使用に関連する

品質および安全性の問題が示されており[113,114]、その中には中毒症状を伴うものもある。 

 

 

9.獣医学における大麻の毒性について 

 

犬の大麻中毒の獣医学的症例は、最も一般的にはエディブル（食品）への暴露によるものである。このよ

うなケースでは、チョコレート、レーズン、キシリトールなどの毒性のある成分が含まれている可能性が

あり、予後が悪くなることがある。また、猫が直接植物を摂取することもある。 

 

大麻や大麻製品の入手が容易になり、嗜好目的の薬物使用が一般的になるにつれ、ペットが暴露される可

能性が高まっている。2012 年の米国の研究では、人間の薬用として大麻が合法化されたばかりのコロラ

ド州に住む犬に見られる毒物症の割合が増加したことが報告されており、実際、2005 年から 2010 年の

間に毒物症が 4 倍に増加したことが報告されている[115]。2019 年、米国 ASPCA の動物毒物コントロー

ルセンターは、動物による大麻の摂取に関する通報が大きく急増したことを指摘しており、最初の数カ月

で同時期の 765％増加した。大麻がまだ合法化されていない米国の州でも増加が見られた[116]。このパ
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ターンは，大麻の使用を文化的に受け入れる方向に一般的にシフトしていることと，犬の中毒の主な原因

であるマリファナ・エディブルの入手と使用が増加していることの結果であると考えられる。 

 

現在、毒性の閾値に関する研究はほとんど行われていない。しかし、業界全体で品質管理が行われていな

いため、動物が THC や重金属、農薬などの有害物質に汚染されたヘンプや CBD 製品に触れることで、

被害を受ける可能性がある。米国の動物毒物管理団体によると、CBD やヘンプと表示された製品にさら

されたペットの最大 50％が、獣医の介入を必要とするほど深刻な臨床症状を発症する可能性があり、そ

のような製品が純粋な CBD ではない可能性を示している[117]。大麻中毒に関連した死亡例がいくつか

報告されているが、これらは誤嚥などの関連する合併症の結果であると思われる。 

 

犬の場合、THC を過剰に摂取すると、容易に臨床的な中毒症状を引き起こす。合成カンナビノイドは、

THC よりも高い効力を持つことがある。不安、幻覚、痙攣、精神病、頻脈などの臨床症状が患者で報告

されているが、ほとんどは数時間以内に回復する[118]。臨床症状を引き起こすのに必要な量が少ないた

め、小型犬は特に影響を受けやすい。猫も毒性の副作用を受けないわけではないが、食物の摂取量をはる

かに選択するため、犬ほど頻繁に大麻グッズを摂取しているようには見えない。猫は犬に比べて、ゴミを

食べたり、タバコの吸殻を漁ったり、テーブルやカウンターでサーフィンをしたりすることを避けてい

る。また、猫は糖分を多く含む製品にはあまり魅力を感じないようで、犬のように焼き菓子の「大麻」製

品を摂取することはあまり見られない。猫の大麻曝露に関するある実験的研究によると、カンナビノイド

は徐脈、低血圧、呼吸抑制を引き起こし、製品の化学組成や曝露量に応じて、中毒の場合に予想される可

能性がある[101]。 

 

9.1.臨床症状 

 

大麻中毒には、さまざまな臨床症状が関連している。典型的な症状は、尿を垂れ流している抑うつ状態ま

たは運動失調の犬である。その他の臨床症状を表 3 に示す。そのほとんどが神経学的徴候である。 

 

表 3 犬や猫が大麻に過剰に暴露された場合に最もよく見られる兆候 

神経学的 

眠気 

運動失調 

うつ病。 

ぐらつき、ペーシング、激越 

発声 

目 
散瞳瞳孔 

血走った目 

胃腸 嘔吐 
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唾液分泌 

その他 

音または光の感度 

不適切な排尿 

速いまたは遅い心拍数 

体温が低い 

 

 

9.2.診断 

 

大麻中毒は、他の数多くの鎮静剤による中毒と似ていることがあり、その中でも最も一般的で深刻なの

は、不凍液中毒（すなわちエチレングリコール）やイベルメクチン中毒である。ほとんどの場合、診断は、

曝露の履歴、既往歴、および臨床徴候に基づいて行うことができる。カンナビノイドは体液中での検出が

難しく、特に脂質への溶解性が高く、尿や血漿中の濃度が低いことが問題となる。尿検査を行うこともで

きるが、偽陰性になる可能性がある。スクリーニング検査で陽性であったことを確認するためには、主要

な代謝物を分離して検出できるクロマトグラフィー分析技術（GLC、HPLC、TLC、GC-MS）を使用す

る必要がある。GC-MS は、特に電子衝撃（EI）および化学イオン化（CI）の検出器モードを使用した場

合、最も信頼性の高い確認方法である。マリファナ代謝物の陽性反応を隠してしまう一般的な混入物に

は、洗剤、塩、利尿剤の使用、酢などがある [92,119]。 

 

9.3.治療と予後 

 

現在までに解毒剤が報告されていないため、大麻中毒症の治療は支持療法からなる[116,120-122]。ほと

んどの既知のカンナビノイドの安全性には大きな幅があるため、中毒症が致命的になることはほとんど

ない。取るべき処置は以下の通りである。 

 

・摂取後 30 分未満の場合は、嘔吐を誘発し、活性炭と瀉下薬を投与して動物を除染する。活性炭と瀉下

薬を繰り返し投与すると、腸肝再循環が阻害されて THC の排泄半減期が短くなる可能性がある。 

・臨床症状が始まっている場合、嘔吐を誘発するのは難しい（THC の精神作用のため）。また、患者の鎮

静度が高い場合は、嘔吐物を吸い込んで誤嚥性肺炎を引き起こす可能性があるため危険である。 

・低体温症のため、水分補給や保温が必要になることもある。依存性水腫や眼窩底潰瘍を防ぐために、患

者を頻繁に回転させる必要がある。 

・ジアゼパムは、鎮静や発作の抑制のために投与される。 

・必要に応じて、酸素を投与して呼吸を補助したり、呼吸器系の抑制を緩和したりする。必要に応じて、

中枢神経系の抑圧を治療する。 

・重症例の治療には、脂質乳剤の静注療法が有効であると考えられる [122,123]。     

・患者が意識を失っている場合は、厳重な観察とサポートが必要である。致死率の可能性は統計的には低

いが、可能性はある。 
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・回復には、摂取量に応じて 24～72 時間、またはそれ以上（最大 5 日間）かかることがある。 

 

 

10.結論と推奨事項 

 

獣医療における大麻由来製品の使用の安全性と有効性についての理解を深めるため、さらなる研究が推

奨される。現在の研究は限られており、ほとんどが少量のサンプルで行われ、時には矛盾した結果もあ

る。このことから、カンナビノイド製品は、特定のケースにおいて、痛み、特に変形性関節症の痛みを軽

減したり、犬のてんかんの補助的な治療として有益である可能性が示唆されている。現在、欧州や北米で

は、大麻由来の動物用医薬品は認可されていない。ヒト用医薬品の適応外使用は、欧州の特定の国や米国

では、それぞれ欧州や USFDA が承認した製品を使用する場合に限り、動物への使用が認められる場合

がある。法的義務を理解することは、獣医師の責任である。 

今後は、以下のような取り組みを推奨する。 

 

・安全性と有効性が確認された高品質の製品を獣医師とその患者が利用できるように、十分に対照され

た臨床試験（二重盲検、プラセボ対照）を実施し、大麻由来製品のメーカーが欧州/北米の承認または国

レベルでの承認を得るようにすべきである。コンパニオンアニマルに対する大麻由来の製品の潜在的な

治療効果と安全性を調査するために、臨床試験を奨励すべきである。 

 

・血清や口腔液中の THC 濃度を測定するための分析手順を統一し、様々な製品に含まれるカンナビノイ

ドの許容範囲を統一する。 

 

・動物に対する大麻由来製品の使用には、獣医の処方箋を必要とすること。 

 

・安全性と有効性が知られておらず、ペットフードメーカーが指定した含まれる大麻由来製品の意図さ

れた目的を知らずに、大麻由来製品を含むペットフードを製造することを禁止する。 

 

・安全性と有効性が知られておらず、メーカーが指定する含まれる大麻由来製品の意図された目的や、こ

れらの動物に由来する食品中の残留物に関するデータを知らないまま、CBD/大麻を含む食品生産動物用

の飼料補助材や敷料を製造することを禁止すること。 

 

・その後、製品に違法なレベルの THC が含まれていることが判明した場合、そのような製品を所持する

ことに関連するリスクがある可能性があるため、獣医師は慎重に行動することをお勧めする。違反の疑い

がある場合は、その事象が発生した欧州加盟国の管轄当局に報告してください。 

 

基準の定義、安全性の促進、教育、研究、政策など、より一層の国際協力が必要である。 

 

 

 




