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▲ ソ　ン　グ　「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　草野　　旦　会員
▲ プログラム　「卓話」　
　　　　　　　　　　　中迫　陽治　会員

次 週 予 告 8月22日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「Be A Rotarian」
　　　　　　　　　　　吉田　忠司　会員
▲ プログラム　
　　　　　会員増強委員会プログラム

8月8日（水）

8月1日（水）

2012～2013年度

R.I.会長テーマ“奉仕を通じて平和を”
PEACE  THROUGH  SERVICE

会長　田中作次

第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ
● 創　立　平成5年4月10日　　　 ● 例　会　毎週水曜日（19：00～20：00）　　 ● 例会場　宝 塚 ホ テ ル
● 事務所　〒665-0004 宝塚市梅野町1-46（宝塚ホテル405号室）● 電　話 0797-87-1151　直通83-1110　FAX83-1110
● 会　長　蓮 尾 春 輝　　　 ● 幹　事　槇 野 　 稔　　　 ● 会報委員長　前 田 正 明

第919回例会報告（移動例会）

会 長 の 時 間

「トコジラミ」
　　　　　　　　　　　会長　蓮尾　春輝
出典：フリー百科事典
　　　『ウィキペディア（Wikipedia）』
トコジラミ（床虱。学名：Cimex lectularius）
とは、吸血性の寄生昆虫である。別名、南
京虫（なんきんむし）、床虫（とこむし）。
▷分類
　「シラミ」と命名されているが、シラミ目
ではなく、カメムシ目トコジラミ科の昆虫
である。トコジラミ科の昆虫は全て吸血性
であるが、そのほとんどは主に鳥類やコウ
モリ類を宿主とする。一方で本種および近
縁種のタイワントコジラミ（台湾床虱。学
名：Climex hemipterus。別名、ネッタイ
トコジラミ、ネッタイナンキンムシ、熱帯
南京虫）のみが人間を主な吸血源とする。
▷形態
　成虫は5～7mm程度に成長する。不完全
変態で成虫でも翅を持たない。体色は吸血
前は薄黄色からやや赤褐色を呈すが、吸血
後は吸血した血液が透けて見えるため濃い
茶色となる。成虫は卵形で、背腹軸に扁平
である。タイワントコジラミとは形態的によ
く似ているが、トコジラミは前胸の縦横比が
2 . 5倍程度であるのに対しタイワントコジ
ラミは2倍程度と少し細長くなっている。

雄成虫は腹部の末端が雌成虫よりも尖って
おり、末端によく発達したペニスを持つ。
メス成虫には腹部第4節の腹側の中央より
左に特徴的な切れ込みがある。交尾の際に
雄はこの切れ込みにペニスを挿入し雌に精
子を提供する。
▷生態
　トコジラミは雄雌ともに吸血し、幼虫・
成虫にかかわらずその全生存期間を通じて
栄養分を血液に頼る。成虫にいたるまで5
齢までの幼虫期を経るが、幼虫の各齢期に
一回以上の吸血を必要とする。孵化から成
虫まで約2～7週間かかるが、これは吸血原
の有無や温度などに大きく依存する。飢餓
に強く、実験室内での実験ではあるが18ヶ
月間も無吸血で生存したという記録がある。
トコジラミはふつう夜間に吸血するが、厳
密には夜行性ではなく、暗ければ昼間でも
吸血することがある。普段は明かりを嫌い、
壁の割れ目など隙間に潜んでいる。トコジ
ラミは翅を持たないため自力では長距離を
移動することはできない。しかし、人間の
荷物または輸送される家具などに取り付く
ことでその分布を拡大する。ボルバキアとい
う共生細菌がいないと正常な成長や繁殖が
困難であることが研究で明らかにされた。
▷症状
　刺咬する際に唾液を宿主の体内に注入す
るが、この中に含まれる物質が引き起こす
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アレルギー反応で激しいかゆみが生じる。
俗に、刺されると肌に2つの赤い痕跡（刺し
口）が残ると言われるが、実際には刺し口
は1つであることの方が多い。かゆみは刺さ
れた当日よりも2日目以降の方が強い。刺咬
の痕跡は1ないし2週間以上消えない。
△日本における伝播
　1595年（文禄4年）刊行の、イエズス会員
アンブロジオ・カレピノのラテン語辞書をも
とにした『羅葡日対訳辞書』に「トコムシ：
cimex」の項目があるが、「cimex」とはトコ
ジラミである。この頃すでに日本に侵入して
いた事実が窺われる。また1603年に刊行さ
れた『日葡辞書』ではトコムシ（Tocomuxi）
の項にカメムシを意味する「Porsouejo」の
訳語が記されている。
　一方、トコジラミ研究に先鞭をつけた人物
といわれている博物学者の田中芳男は『南
京虫又床虱』と題した報告を残し、繁殖状
況、性質、駆除の方法などを述べている。
同報告によると、南京虫は明治維新前に幕
府が外国から古船を購入した際、その古船
に潜んで日本に上陸したものであるといい、
神戸港界隈に一番多くいたということであ
る。このことはトコジラミが江戸時代の日
本国内では一般には知られていなかったこ
とを意味する。1878年（明治11年）に日本
を訪れた旅行家、イザベラ・バードは著書
『日本奥地紀行』（Unbeaten Tracks in Japan）
で、行く先々の宿で南京虫による被害に遭っ
たことを記述しており、当時すでに一般家
庭や旅籠などに蔓延していたことが推測さ
れる。終戦後も不衛生な地域や古い木造の
建物、特に公衆の出入りする安ホテルや警
察の留置場などにはきわめて普遍的に見ら
れた害虫である。江戸川乱歩が回想記『わ
が青春記』（1957年（昭和32年）11月）の中
で、上京後住み込みで働いた印刷工場の寮
で南京虫に悩まされたことを記している。
だが1965年（昭和40年）頃より使用されだ
した有機リン系の殺虫剤がよく効き、1975
年（昭和50年）頃にはほとんど目にするこ
とはなくなった。
▷現在の状況
　現在の日本では普通は目にすることのな
くなったトコジラミだが、今でも被害がと

きおり発生している。神戸市内の寺の住職
が鳥取県の三朝温泉にある旅館に宿泊した
際、ダニに刺され、かゆみで葬式などの仕
事ができなかったとして、旅館を相手に休
業損害など計157万円の損害賠償を求めた訴
訟の判決が2004年（平成16年）6月29日に神
戸地裁であった。裁判長はシラミ（保健所
の鑑定により正しくはトコジラミと判明し
た）がいたことを認め、旅館に慰謝料10万
円の支払を命じた。訴えによると住職は三
朝町内の旅館に宿泊した際全身にかゆみを
感じ、その治療に約2か月かかり、1か月以
上休業したという。
　また近年では、近隣国の経済成長やビザ
の免除などによって外国人観光客が増加し
たことによって、東京や大阪など都市部の
宿泊施設を中心に発生例が相次ぎ、旅館経
営者は頭を悩ませている。
　オーストラリアやアメリカでも、近年に
なって再びトコジラミが大発生し、観光業
界に大打撃を与えている。アメリカでは21
世紀に入り、トコジラミの大発生が問題と
なっている。例えばサンフランシスコの衛
生局では2006年にトコジラミの感染につい
て、2年前の倍以上の回数の報告を受けた。
約50年前にDDTの使用によりほぼ根絶やし
にされたトコジラミが新たに殺虫剤への薬
剤耐性を身につけたこと、害虫の防除に使
われる殺虫剤が毒性の弱いものへと移行し
たことが再来の原因ではないかと報道され
ている。アメリカで近年に採取されたトコ
ジラミについて薬剤感染性が調べられたが、
ピレスロイド剤に対し非常に強い抵抗性を
示した。
▷駆除方法
　住居では、畳の隙間やコンセントの隙間、
壁の隙間、ベッドの裏、絨毯の裏などに隠れ
ていることが多いので重点的に点検する。
ベッドの縁や壁の隙間などに半透明楕円形
の卵を産むが、卵を全て発見し除去しない
と再発生を繰り返す。
　薬剤の使用、エアゾール状の薬剤を通り
道に散布する。絨毯や畳の裏などにはピレ
スロイド系のフェノトリン（商品名スミス
リンなど。粉末状の薬剤）を散布すること
が有効である。パラジクロロベンゼンなど
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の防虫剤を嫌うため、旅行先などで付着さ
れないためには荷物へ防虫剤を入れる。
　薬剤に耐性をもったトコジラミの駆除は、
加熱乾燥車など熱風を利用した駆除が効果
的である。

◆卓話
「臓器提供意思表示カード」
　　　　　　　　　　　大西　利哉　会員

　臓器提供は、脳死後あるいは心臓が停止
した死後にできます。
　2010年7月17日に改正臓器移植法が全面施
行され、生前に書面で臓器を提供する意思
を表示している場合に加え、ご本人の臓器
提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾
があれば臓器提供できるようになりました。
これにより、15歳未満の方からの脳死後の
臓器提供も可能になります。
　自分が最期を迎えたときに、誰かの命を
救うことができます。あなたの意思で救え
る命があります。自分の意思を尊重するた
めにも、臓器移植について考え、家族と話
し合い、「提供する」「提供しない」どちら
かの意思を表示しておくことが大切です。
　臓器提供の意思は、インターネットで意
思登録をするか意思表示カード・シール、
被保険者証や運転免許証の意思表示欄など
で示すことができます。
　これまでの意思表示カードなどは、今後
も有効ですが、なるべく新しい意思表示カ
ードなどに書き直して、ご家族にもご自分
の意思を伝えておきましょう。

　　本日合計　　　　　　　　0円
　　本日までの累計　　126,000円
　　　　　　　　　（細川　洋一　記）

◆本日のソング
　「君が代」「我等日本のロータリアンの歌」
　　　　　　　　　　　野木　久子　会員
◆出席報告

◆スポット
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
▷先週竹原会員より元留学生の胡志武さん
が教授に昇進されたと伺い、早速お祝いメ
ールをしましたら、返信メールが参りまし
たので、お知らせいたします。相変わらず
日本人より日本語の文章が上手です

◇
一子お母様へ
　昨日、故郷の湖南省から上海に帰ってき
ました。
　2002年4月、宝塚中RCの例会で初めてお
目にかかった時、一子お母様はとても温か
く、私に微笑みかけて下さったことは、今
でも鮮明に覚えています。
　微笑みを絶やすことなく、その微笑みは
周りの人を夏花が咲くように感化させる能
力を持つお母様も入院されたとは、本当に
思いもよらなかったことです。
　ここはひとつ、天が授けてくれた長期休
暇と思って、ゆっくりと療養されるのがよ
ろしいかと存じます。ご無理をせず、体の
ことは先生にお任せして治療に専念され、
ご快癒されますようお祈り申し上げます。
　早くお元気になって、またクラブを明る
くしてください。
　そして、上海蟹の季節に、またクラブの

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率
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皆様とご一緒に来てください。首を長～く
して待っています。
　どうか、お大事に。

◆理事・役員会議事録
日　程　平成24年８月１日（水）
時　間　20時00分～
場　所　宝塚ホテル
出席者　蓮尾・槇野・栗田・大西・阪上・
　　　　大門・中村・細川・坂上・田辺
・本年度予算案。細川会計より出された案
　に全員同意。
・田中、森脇会員は6月30日付で退会。例会
　出席会費を検討後、田中会員に通知、再
　入会の検討。
・ニコニコの意義を話し合う。
・社会奉仕委員会主催の講演会ポスターの
　枚数その他を決定。 ホームページ

http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

　マイクロソフトが、従来のWindows 
から Windows 8へのアップグレードプ
ログラムを発表しました。Windows XP 
/Vista/7から上位版 Windows 8 Pro 
へのアップグレードは、2013年1月末日
まで39.99ドル（約3200円）です。世界
131か国が対象になります。前回の
Windows 7へのアップグレードが1万
6,590円以上していたことを考えると、
Windows 8 Pro へのアップグレードは
相当に安くなりました。iPadの人気に
押されるマイクロソフトのあせりがわ
かりますね。

ひとくち

花火見物家族例会花火見物家族例会花火見物家族例会 ８月４日８月４日８月４日
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