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 1.  ムンバイ行き　12月 11日（水）：伊藤健吾，
畑澤順，今林悦子，加藤隆司の各先生と筆者が
10:10発の ANAに同乗して成田を発った．しか
し，給油のため福岡空港に離着陸することになっ
た．ムンバイには予定通り，19:45に到着したが，
ホテルに着いたのは 22:00を過ぎていた．
英領時代に発展したムンバイ（ボンベイ）はイ

ンド最大の都市で，人口約 1,250万人である．19
世紀のコロニアル建築が数多く残る美しい港町で
ある．植民地シンボルのインド門は石造建築で
1911年建立された．石彫装飾は歴史を今に伝え
る．インド門の前にあるタージ・マハル・ホテル
はインド最大の富豪，ジャムシェードジー・ター
ターが建てた．ホテル内部は豪華絢爛であるが，
ホテル周辺は路上生活者が多く子供は裸である．
富裕層と貧困層の差が大きいのがインド最大の課
題である（図 1，図 2）．
 2.  2013 ARCCNM　12月 12日（木）：私のホ
テルは会場である Nehru Centerからかなり遠いこ
とがわかった．交通渋滞を考慮して列車で通うこ
とにした．片道 10ルピ（約 20円）である．車内
は混雑していたが，簡単な会話を交わすことがで
きた．インド人は外国人に対して，概ね親切，友
好的である．8:00が 2013 ARCCNMの開始時間
であったが，韓国人の受付秘書 2人を除いて，ほ
とんどだれも現れなかった．開始時間が 8:30に
繰り下げられたようであったが 8:30になっても
会場には数人のみであった．しかし，開始される
とまもなく次々と参加者が現れ，いつの間にかほ

ぼ満席となった．参加者は約 200名であった．
 3.  開会式　ARCCNM会長の Dr. Henry Bomと
インド核医学会会長の Dr. Prasanta K. Pradhanが
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図 2　はためく洗濯物が壮観なドービー・ガード．
背後の高層建築とのコントラストが印象的である．

図 1　植民地時代を今に伝えるインド門
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歓迎の挨拶を述べ ,　韓国 RCA代表の Dr. Kun 
Mo Choiと IAEAから Dr. Ravi Kashyapが祝辞を
述べた．

Dr. Bomは SNM Indiaと合同開催ができて喜ば
しいことを述べた．厳しい医療状況の中，PET/
CTの導入が核医学を活性化し，cyclotronによる
PET薬剤の発展も相まってアジアの核医学連携
が必要となっていると述べた．Dr. Bomのご尽力
で雑誌を今年 (The Asia Oceania Journal of Nuclear 
Medicine Biology)創刊し，アジア核医学専門医制
度 (The Asia Nuclear Medicine Board examination)
を発足したことを誇りに思うと述べた．今こそ，
このムンバイ大会を通して ARCCNMが団結すべ
きであるとした．
 4.  CME 1　Dementia imaging：筆者が企画し，
伊藤健吾先生と一緒に座長を行い，以下の 4人の
先生に教育講演をお願いした．「Fundamentals of 
SPECT/CT as a diagnostic tool of dementia」と題し
て外山宏教授が講演された．123I-IMPの定量化に
ついて述べられ，従来の Chang法は過小評価し
ており，CTによる減弱補正が CBF測定に優れて
いるとした．今後は SPECT/CTを用いてより正
確な CBF定量化をすべきであると結論した．
畑澤順教授は「Whole body imaging of acetylcho-

line esterase inhibitor donepezil chloride in rats and 
humans studied with PET」と題して，抗アルツハ
イマー薬の塩酸ドネペジールの体内分布について
述べた．11C-DNPの体内分布は肝臓，肺，心臓，
腎，腸管，膀胱であった．ヒトでは心臓，膵臓に
高い集積が見られた．これは，不整脈，悪心，嘔
吐などの消化器症状と関連しているとした．
国立精神・神経医療研究センターの今林悦子
先生は「Neurostatistical imaging for diagnosing de-
mentia」と題して，Z-score,  SPECT,  MRIについて
の定量化と認知症診断について述べた．Z-score 
mapが認知症の鑑別診断に有用であり，MRIと
CTにおける voxel-based morphometry technique に
よって灰白質の喪失の評価が可能であると述べ
た．Alzheimer病患者では海馬と嗅内野の著明
な萎縮があるとした（図 3）．国立長寿医療研究

センターの加藤隆司先生は「A new trend toward 
amyloid imaging for diagnosis of dementia」と題し
て，11C-PiBを中心に認知症診断について述べた．
18F薬剤として，18F-Florbitapir, 18F-Flutemetamol, 
18F-Florbetapenの 3つの薬剤を挙げた．読影の難
しさからトレーニングプログラムが発足した．2
つの問題を最後に提示した．1. 11C-PiB集積陽性
なら，その認知症を Alzheimer 病と確定できる
か？　2. 認知症患者の 11C-PiB PET が陰性なら，
Alzheimer 病を否定できるか？　であった．問 1
の正解は他の認知症の病理を除外できないので
No．問 2は，アミロイド病理の存在を概ね否定
できるので，Basically Yesである．
 5.  CME 2　Molecular imaging：韓国から 3名の
発表があった．そのほか，中国と韓国から 2つ
の発表が予定されていたが発表取り消しとなっ
たのは残念である．Dr. Henry Bom は「Optical 
technologies for molecular imaging」と題して蛍光
イメージングと光イメージング (Bioluminescence 
imaging: BLI)の有用性を講演した．いずれも放射
線被ばくがなく，簡便なイメージング法で分子標
的の検索（HER2/neuなど），腫瘍の成長，転移の
経過観察の有用性に注目されている．深部病巣の
限界，安全性，正常細胞との識別などの問題点を
挙げた．BLIは luciferaseによる酸化反応を利用し
ており，高感度，高い S/N比が得られるため，cell 
trafficking,  drug screeningなどの応用が期待される．

図 3　ご発表される今林悦子先生．
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ソウル国立大学の Dong-Soo Lee先生は「Nano-
molecular imaging in vivo: Radio-nanomedicine」 と
題して，Nano-molecular imagingを概説した．こ
れまで分子イメージングは診断を中心としたもの
であったが診断と治療を同時に施行できる Radio-
nanomedicine あるいは nanotheregnostics が開発
されている．これまでは，68Ga,  64Cu,  89Zrでイ
メージングされてきたが，177Luあるいは 90Yと
89Zrを同時標識して投与する．Samsung Medical 
Center の Dr. Joon Young Choi は，「Volume-based 
PET parameter」と題して PET画像の放射線治
療への応用について述べた．これまでの 1つの
voxel情報である SUVmaxではなく，体積として
metabolic tumor volumeとして表示した方が予後，
治療効果を正確に反映することがわかった．一般
化するには，いくつかの課題を克服せねばならな
い．
 6.  CME 3　Radionuclide therapy：インドから以
下の 4演題の発表があった．Dr. Arun Malhotraに
よる「90Y-labeled Rituximab for the management of 
non-Hodgkinʼs lymphoma」，Dr. Sandip Basuによる
「131I-MIBG therapy in neural crest tumours」，Dr. P.K. 
Pradhan による「Current status of radioiodine ther-
apy in thyroid cancer」，Dr. C.S. Balによる「Recent 
advances in radionuclide therapy in NET」 であった．
インドでは内用療法が日本より盛んに行われて
いることがわかる．とくに，68Ga-DOTA-NOC,  
68Ga-DOTA-TOC,  68Ga-DOTA-TATEが臨床に応用
されており，わが国よりも進んでいる印象を受け
た．
 7.  ランチ，Tea/coffee break とポスター展示 
ポスター展示と同じフロアーで食事と休憩が設け
られていた．チャイをおいしいコーヒーと思って
いた先生がいたようであるが，カレー料理が中心
で，日本から参加の 6名は皆，おいしいと口をそ
ろえた．22のポスターが抄録には掲載されてい
たが，実際には 1/3ほどが演者欠席であった．イ
ンドよりもバングラデシュからの発表が多かっ
た．PETに関する演題は 4演題で，内用療法に
関する発表が多かった．各自 5分程度の発表があ

り，熱心に討論しており，5つのポスター優秀賞
が設けられていた．
 8.  インド核医学会総会とレセプション　開始が
時間通りでなく，しかも 6名の役員が同じような
内容を長時間にわたって話された．インドの習慣
のようで仕方なしと思い，拝聴したが，つい居眠
りをしてしまった．その後の某社のコマーシャル
が続いたが，これも長々とした説明であった．レ
セプションは同じ Nehru Centerのバルコニーでイ
ンドビール，タンドリーチキン，ナンとカレー料
理などを満喫できた．伊藤健吾，畑澤順，外山
宏，今林悦子，加藤隆司の各先生とペルシャ湾か
らのそよ風に吹かれながら楽しく歓談することが
できた．
 9.  National Delegate Assembly　12 月 13 日
（金）：Nehru Center, Warli Hallで 10:00〜12:00行
われた．1年間の運用状況が Bom会長から報告
された．IAEA本部，アジア各国を頻回に訪問
し協力，参加，友好などの尽力には敬意を表す
る．The Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine 
Biologyを創刊したことを力説した．会計報告
では具体的収支報告はなかったが，基金が減少
しており，運用の厳しさを説明した．時期会長
(chairman & dean)に畑澤順先生が指名され，了承
された．長年，Dr. Bomが会長を務めていたこと
に一部の国から反発があったようだ．韓国が常に
管理，運営するのではなく，アジア各国が順に引
き継ぐことが偏りと財政難の解消に繋がると思
う．今回，畑澤順先生が任期 3年の ARCCNMの
会長に選出されたことはわが国にとっても大変喜
ばしい．僭越ながら，今回，畑澤順先生を招聘し
たのは私で，もし，ほかの先生を招聘していた
ら，畑澤順会長は実現しなかったかもしれない．
欧州核医学会との連携を Bom先生は強調された．
IAEAから Dr. Ravi Kashyapが今後，ARCCNMと
協力しながら運用して行きたいと話されたが，具
体案はなかったように思う．
来年の 2014年，第 54回日本核医学会学術総会
と 2014 ARCCNMが大阪で合同開催される（畑
澤順会長）．多くの参加者を期待するとともに，
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関係諸氏，理事会のご活躍と会の成功を祈りた
い．一方，第 12回アジア・オセアニア核医学生
物会議 AOCNMBは 2017年横浜市（会長：井上
登美夫先生）で開催される．AOCNMBの本部で
ある AOFNMB事務局はソウル（Bom会長）にあ
る．2021年，ARCCNMと AOCNMBは合併する
ことになっており，合併以降の運用をどのように
行うかの具体的な議論はなされていない．いずれ
にしても，将来，Bom会長の活躍を凌駕する人
材が必要である．
10.  Tata 記念病院見学　学会の合間をみて，Tata
記念病院核医学教授のランガラジャン先生のご好
意で病院見学ができた．1937年創立の病院と新
しい病院などからなる complexで病床数 1,500の
インド最大のがん専門病院である．インド国内か
ら患者が集まってくる（図 4）．最も驚いたのは
富裕層と貧困層で病院の建物が異なっていること
である．貧困層病院ではホームレスと思われる患
者があちこちに横たわっていた．大きな病室には
30人ほどの重症患者が看護，処置を受けていた．
頭頸部腫瘍患者が多く，60Coを用いた放射線治
療を行っているという．医療費は無償ではないが
それに近いとのことであった．一方，富裕層病院
では近代的設備が整っており，PET/CT装置 2台
(GE, Philips)，サイクロトロン 1台，Tomotherapy
などが導入されていた．核医学施設ではワークス
テーションが随所に設置されており，1日 60件
以上読影しているという．紹介された核医学専門
医は 4名であった．画像診断部との連携はないと
のこと．管理区域はどうも設定されていなかった
ように思う．待機室は良く言えば簡素，悪く言え
ば粗雑で，小さな小部屋が鉛コンクリートで間仕
切りされており，付き添いの家族が一緒であっ
た．椅子もなく，もちろんソファー，テレビなど
もない．FDGの注射は看護師，レジデントが行っ
ているようで，自動注入器は高額のため導入して
いないという．各フロアーに合同カンファレンス
ルームがあり，核医学医も参加して症例検討を熱
心に行っていた．

11.  昼食と市内観光　12月 13日（金）午後：
Bom先生の計らいで，市内レストランでインド
ビールを飲みながら懇親を深めた．美しいムンバ
イのビーチ，植民地時代の歴史を今に伝えるイン
ド門（図 1），インド民族主義のシンボルである
タージ・マハルホテル，歴史的建造物であるチャ
トラパティ・シヴァージー・ターミナス駅，そ
れにガンジーの旧家を見学した．成書 MAHATMA
にはガンジーの人生哲学と知恵が凝縮されてい
る．12月 14日（土）に，紅茶，香辛料，ショー
ルなど，日本と比較して格安の値段で購入でき
た．
12.  SNMI　SNMIのプログラムは教育講演が中
心で，1会場のみ，参加者は 150人程度であった．
12月 13日〜15日の 2.5日開催であった．興味深
かった講演はサイクロトロンを有さない中規模病
院からの発表で，他施設からの FDG供給量不足
に関する内容であった．撮影方法などを工夫して
いることがわかったが，日本のようなデリバリー
システムが確立していないためである．

図 4　TATA MEMORIAL HOSPITAL と書かれたバ
スから降りた患者さんの列．インド全国からがん患
者が集まってくる．


