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II. 成果の概要（総括研究報告）
和文
難治性リンパ管異常症例に対するシロリムスの多施設共同医師主導治験を次年度に開始するため、治
験実施施設の担当者および生物統計家、各委員会担当者を中心にプロトコール、概要書等を作成し、10
月 20 日に薬事戦略相談を実施した。指摘、修正を求められた点について、11 月 5 日に第 2 回班会議を開
き、適応疾患、用法用量、評価方法などを確定し、1 月 19 日に PMDA の対面助言を実施した。小児用製剤
の重要性を指摘されたため、第 3 回班会議において、錠剤で行う治験と並行して、小児用製剤の開発を
進める方向性を確認した。
リンパ管疾患レジストリについては、患者リクルート委員会を中心に既に登録済のリンパ管疾患症例
のうち、難治症例（リンパ管腫 1700 例中の 170 例とリンパ管腫症、ゴーハム病 85 例）をピックアップ
し、その情報から年齢、臨床的特徴、治療内容、病変の縮小率、予後などを解析した。またリンパ管腫
症、ゴーハム病の新たなレジストリフォームを作成した。本治験は非盲検非対照試験であるため、治験
の評価項目と同じ情報を収集し、外部対照となるよう設計した。さらに研究班で作成した「難治性血管・
リンパ管疾患の重症度スコア」のバリデーションを検討するための調査項目も設定しており、本治験前
に開始予定である。また関連学会（日本小児血液がん学会、日本小児科学会）において、本研究の発表
班およびチラシ配布を行った。また小児リンパ管疾患シンポジウムにおいて、本研究班および本薬の研
究について医療従事者および患者家族、患者会に情報提供することが出来た。
中央診断、効果安全性評価委員会は、治験の主要評価項目として画像検査による客観性のある体積評
価法を確立した。リンパ管疾患は多彩な病状を呈するため、確立した評価法が存在せず、臨床症状によ
る評価も困難である。当初、
固形癌で頻用される RECIST を参考に病変の長径による評価法を考案したが、
リンパ管異常の病変は様々な臓器に複数、びまん性に存在することが多く、長径での評価が困難であっ
た。そのため面積、体積を自動解析できる画像解析ソフトを用いた画像評価法を採用した。画像診断を
専門とする 2 名の放射線科医が主となり、過去の症例の画像を解析し、評価可能であることがわかった。
本治験で用いるだけでなく、本疾患に対する客観的評価法の開発にも繋がると考えられる。
本疾患患者のサイトカイン測定による本薬の薬理作用機序の解明および、本疾患のバイオマーカー探
索も進めた。血管新生、リンパ管新生及び骨代謝などに関わるサイトカインについて、既存の患者の検
体を用い、網羅的に解析をするパイロット研究を行った。リンパ管腫症、ゴーハム病に特異的で病勢に
関連すると考えられるサイトカイン候補を同定することができた。次年度は治験症例を含めた多数例の
解析を行う予定である。
本疾患に対するシロリムスの薬理作用解明のため、リンパ管腫症症例の病変部位からの生検検体より、
初代培養細胞株を樹立した。細胞株を用い、シロリムスの細胞増殖抑制作用などの薬理作用を解明する
ための基礎研究も行った。また病変組織中の mTOR 経路の蛋白発現と治療効果についての相関性を検討し
た。
英文
We aimed to conduct a multicenter investigator-initiated clinical trial of sirolimus for patients
with intractable lymphatic abnormalities in the next year, led by investigators of five institutes, a
biostatistician,

and

committee

members.

A

regulatory

strategy

consultation

with

the

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), Japan held in 20 October 2016. For this, we
developed a protocol and clinical investigator's confidential informational brochure, and we held a
5

second team meeting in 5 November 2016 to discuss modifications of the protocol. The finalized
protocol addressed disease adaptation, drug dosage, and the evaluation methods. A regulatory
science consultation with the PMDA was held in 19 January 2017. The importance of a pediatric
dosage form was pointed out; we therefore decided to perform a clinical trial using tablets and
development a pediatric dosage form in parallel.
Recruiting committee members collected data of a total 1,700 cases with intractable lymphatic
disorders from a lymphatic disease registry (170 cases with lymphangioma and 85 with
lymphangiomatosis and Gorham’s disease). Cases were analyzed according to age, clinical features,
treatments, lesion reduction ratio, and prognosis. We created a new registry of patients with
lymphangiomatosis and Gorham’s disease. We will collect data for the same end-points as the clinical
trial and analyze with a comparative group as this is an open-label, uncontrolled trial. Furthermore,
we will examine the validity of a severity score for refractory vascular and lymphatic diseases that
we developed in our study group; this is scheduled to begin before the clinical trial.
We distributed flyers about this study at relevant meetings (the Japanese Society of Pediatric
Hematology/Oncology and Japan Pediatric Society). We provided information regarding the study to
healthcare workers, patients, and their families and to a patients' association at a pediatric
lymphatic disease symposium.
The committee to assess safety and efficacy established an objective volumetric assessment
procedure, with radiological imaging as the primary investigational outcome. Because the symptoms
of lymphatic disease are varied and an established assessment procedure does not exist, the
evaluation of clinical manifestations is difficult. We first devised an assessment procedure using the
longer axis of lesions, with reference to the Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, frequently
used for solid cancers. However, evaluation was difficult because lesions in lymphatic abnormalities
are diffuse and are often present in various organs. Therefore, we adopted an image assessment
procedure using image analysis software that can automatically analyze an area and volumes. Two
radiologists specialized in imaging analyzed images of previous cases, and these were able to be
properly evaluated. This procedure will not only be used in this trial but it could also lead to
development of an objective assessment procedure for these diseases.
We conducted this study to elucidate the pharmacological action mechanisms of sirolimus and
conducted a biomarker search by cytokine measurement in patients with intractable lymphatic
disorders. We conducted a pilot study of global cytokine activity and investigated vascularization,
lymphangiogenesis, and bone metabolism using existing patient specimens. We were able to identify
those biomarker candidates thought to be associated with these rare conditions. We will analyze
numerous cases, including trial cases, over the next year. To elucidate the pharmacological action of
sirolimus, we established primary cultured cell lines from the specimens of patients with
lymphangiomatosis. We have conducted basic research on the cytostatic activity of sirolimus using
these cell lines. Furthermore, we will examine correlations between the expression of mTOR protein
and the effect of treatment.
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