
高知東ロータリークラブ週報
第2478号

030月30日.2022

本日　３月30日㈬ 18：30  得月樓 

　　　 　花　　見　　夜　　間　　例　　会

次週　４月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「オリンピックレフェリーの流儀」
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第2524回　例会報告／令和４年３月９日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今の歌もウクライナのこ
とを考えるとちょっと胸
にぐっとくるものがあり
ます。
　３月に入って既に２回

目の例会です。そろそろ次期の行事も始まっ
ています。今期もあと４ヵ月足らずとなりま
したが、運営方針である「奉仕の理想の理解
を深めるためにさらなる親睦を」というテー
マがコロナ禍でなかなか進んでいないことを
感じています。ご家族との親睦も、水曜会の
バザーや観梅夜間例会がなかったことで、以
前に比べると随分縮小してしまっています
が、何とか花見夜間例会が安心してできるよ
うに願っています。
　マイロータリーにウクライナ情勢に関する
国際ロータリーからの声明が出ています。要
約すると「世界最大の人道支援団体の一つと
して、ロータリーは平和を世界的使命の礎と
してきました。私たちは国際社会とともに即
座の停戦、ロシア軍の撤退及び対話を通じた
対立解決のための外交努力の再開を求めます。
過去10年間、ウクライナ、ロシア及び近隣諸
国のロータリークラブは、国の違いを越えて
親善を推進し、戦争や暴力の被害者への支援
を先導する平和構築プロジェクトに積極的に

取り組んできました。国際ロータリーは、救
援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に平
和をもたらすために全力を尽くします」これ
は、今年の２月25日に出されたものです。
　また、ロータリー財団は現在、ロータリー
地区が実践している救援活動を支える資金を、
世界中のロータリー会員が寄付することので
きる正式な窓口として、災害救援基金を指定
しました。それに伴い、ウクライナと国境を
接する指定ロータリー地区と、ウクライナ国
内のロータリー地区への対応をいくつか承認
しています。また、ウクライナでの救援活動
を支援するための災害救援基金への寄付は、
2022年４月30日までに行う必要があるようで
す。
　これらは全て、マイロータリーからの情報
で地区からは何も届いているわけではありま
せんが、難民が200万人に達しようとしてい
る状況なので、当クラブとしても早めに何ら
かの対応をしたいと思います。皆さまのご理
解をよろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　花見例会は実行の方向で準備しています。
出欠の返事は３月18日㈮までです。
　当日、オークションを行いたいと思います
ので、３月23日か当日に、袋に入れてお持ち
いただくようお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

うことです。
　では、これまでどうやって鳥の巣からダニ
を検出していたかというと、数日間、鳥の巣
にティッシュペーパーを丸めて入れて、それ
を取り出して顕微鏡で観察するという方法が
取られていたようです。ただ、この方法の欠
点は、ティッシュペーパーに付いたダニが、
研究者の皮膚に付いて自分が患者になること
です。私は自分が患者になるのは嫌だと思っ
ていたところ、鳥の巣から容易にダニを検出
できるツルグレン装置というものがあること
を知りました。ツルグレン装置というのは、
スウェーデンの生物学者ツルグレンが考案し
たもので、鳥の巣などの上から白熱灯を照射
すると、熱や光、乾燥を嫌うダニなどが網の
目を通り抜け、下の容器に落ちる仕組みです。
一つ、留意点はひと晩中、白熱灯を点けてい
ると火事になる恐れがあることです。ツルグ
レン装置は、ネットなどでも販売しています
が、私は自分で作りました。
　愛媛県の宮内先生が巣立ったツバメの巣の
内部と壁をティッシュペーパーで擦過して調
べて、ススメサシダニとトリサシダニを検出

しますが、その夜、自分のお腹に痒みが出て、
自分でトリダニ症と診断したと本に書いてい
ます。今度、お会いしたらツルグレン装置を
教えてあげようと思っています。
　昨年５月、84歳の女性の方が受診されまし
た。最初はイエダニを疑ったのですが、詳し
く聞いていると車庫にツバメが巣を作って、
それをホウキで払い落としたら数日後から痒
みが出てきたというので、ツバメの巣を患者
さんに持ってきてもらいました。おかげでツ
バメの巣から多くのダニを捕獲することがで
きて本当に感激しました。サンプルはたくさ
んありましたので、兵庫医大の夏秋先生に送
って、ダニの形態からスズメサシダニである
ことが同定されました。
　結論として、ダニによって発疹が疑われる
場合は、鳥の巣の有無を問診することが重要
であること。鳥の巣などからダニを採取する
には、ツルグレン装置を使用することによっ
て、多くのダニを検出することができて、今
後のダニと皮膚炎との関係を調べる研究が進
むものと期待しています。
（写真により、ダニの鑑別の方法などを説明）

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

◇岡本裕史会員退会挨拶
　この度、埼玉東部に異
動になりました。高知で
４年間仕事をさせていた
だきましたし、ロータリ
ーも３年９ヵ月お世話に
なりました。ありがとう

ございます。ロータリーの会員としては出席
状況も良くなくて申し訳なく思っています。
　私個人としては、会社人生も終盤になりま
すが、次も支社長ということで、本社部長と
支社長を２場所やるという目標は達成できた
かなと思っています。次回で14回目の転勤、
単身赴任も16年目になり、さすがに、そろそ

ろ大阪の自宅に戻してほしいと思っていまし
たが、今回の埼玉は20歳になる息子が池袋に
いますので、男同士の付き合いができるかな
と楽しみにしています。
　高知での仕事は、思い通りとまでは言えま
せんが、それなりの合格実績が出せたことは、
高知のお客様並びに皆さまには感謝していま
す。４年間どうもありがとうございました。
◇幹　事　報　告
・来週はロータリー休日です。また、情報集
会は延期をします。
・４月４日開催予定の８ロータリー合同夜間
例会は中止。６日は通常例会を行います。

　私は平成６年から20年までの14年間、高知
大学医学部寄生虫学教室の非常勤講師として
学生に講義をしました。平成16年から31年ま
では、高知大学医学部臨床教授として寄生虫
学講座との関わりを持ち続け、寄生虫学の橋
口教授の退官まで続いています。寄生虫学の
学生の講義をしているうちに、不思議なこと
にダニの患者さんが増えていきました。
　皮膚科で見られる虫による皮膚疾患として
は、蚊、毛虫、イラザ、ハチ、ムカデ、ブユ、
アブ、イエダニ、マダニ、カメムシ、アリ
等々。ダニの足は最初は６本ですが、脱皮を
繰り返すうちに８本になり、昆虫ではなくク
モの一種です。ダニの種類は世界で１万種ぐ
らいだと言われており、卵から幼ダニ、若虫、
成ダニとなり、寿命は２、３ヵ月。日本国内
で、屋内において皮膚疾患を起こすダニ類の
うち、動物を自然宿主とする吸血性のダニは
イエダニ、トリサシダニ、ワクモ、スズメサ
シダニの４種が知られています。このうちイ
エダニはネズミに寄生して、他の３種は鳥に

寄生しています。この４種は形態的には類似
しています。スズメサシダニは体長0.6～0.8
ミリ、ツバメ、スズメ、イワスズメ、ムクド
リなど、吸血後２日で産卵し、１、２日後に
幼虫、羽化して幼虫は１週間ぐらいで成虫に
なります。
　私は昨年10月スズメサシダニの症例を論文
にして学会で発表しました。その論文を書く
とき、高知大学農学部の虫博士で天敵を用い
て害虫を退治することで有名な荒川先生と日
本全国で虫について一番詳しいと言われる兵
庫医大の夏秋先生にお世話になりました。
　このとき文献を調べて初めて分かったこと
は、学会に報告された数が極めて少ないこと
です。ネットで見るとたくさん出てくるのに、
学会報告は本当に少ない。その理由を考える
と、現場の状況や皮膚の症状から鳥の巣のダ
ニが原因と疑わしいと分かっても、鳥の巣か
らダニを検出することや同定が難しいこと。
そして、鳥の巣のダニから皮膚炎を起こす人
が、実際にはあまりいないんじゃないかとい

ビーチバレーボール国際審判員
（一社）日本ビーチバレーボール連盟 審判委員長
高知県ビーチバレーボール連盟 会長

•中平真理子　早咲き桜が満開になっていま
す。世界中に春が来てほしいです。猿田会員、
久しぶりの卓話ありがとうございました。
•西内俊介　猿田先生、今日のスピーチあり
がとうございます。松本さん、お帰りなさい。
すっきりした体型で何よりです。岡本さん、
残念ですが退会ですね。埼玉でも頑張ってく
ださい。
•西森やよい　昔、ウクライナにエカテリー
ナ・セレブリアンスカヤ、エレーナ・ビトリ
チェンコというすごい新体操選手がいました。
彼女たちはどうしているんだろうと心配です。
岡本裕史会員、ご家族のことなどいろいろお
話くださりありがとうございました。ご栄転
先でのご活躍を祈念申し上げます。松本隆之
さん、ご復帰おめでとうございます。お待ち
しておりました。

•鬼田知明　岡本裕史会員さん、在籍中は大
変お世話になりありがとうございました。ま
た、先日はまん防明けでさんさんテレビさん
に取材いただき、ご覧いただいた方から励ま
しのお言葉をいただきありがとうございまし
た。
•福岡満喜子　30日の花見夜間例会に多数の
ご出席をお願いいたします。娘に荷物を送っ
たら、ヨーロッパ行きの飛行機はロシア上空
を飛ぶので、荷物は送ることができないと言
われました。平和な世界に早くなりますよう
に願います。
•岡本淳一　誕生日のお祝いありがとうござ
います。53歳になりました。
•松本隆之　結婚記念日お祝いのお礼です。
長らくお休みをいただきましたが、無事帰っ
てまいりました。今後ともよろしくお願いい
たします。
◇遅刻・早退　１件
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と、現場の状況や皮膚の症状から鳥の巣のダ
ニが原因と疑わしいと分かっても、鳥の巣か
らダニを検出することや同定が難しいこと。
そして、鳥の巣のダニから皮膚炎を起こす人
が、実際にはあまりいないんじゃないかとい

•中平真理子　早咲き桜が満開になっていま
す。世界中に春が来てほしいです。猿田会員、
久しぶりの卓話ありがとうございました。
•西内俊介　猿田先生、今日のスピーチあり
がとうございます。松本さん、お帰りなさい。
すっきりした体型で何よりです。岡本さん、
残念ですが退会ですね。埼玉でも頑張ってく
ださい。
•西森やよい　昔、ウクライナにエカテリー
ナ・セレブリアンスカヤ、エレーナ・ビトリ
チェンコというすごい新体操選手がいました。
彼女たちはどうしているんだろうと心配です。
岡本裕史会員、ご家族のことなどいろいろお
話くださりありがとうございました。ご栄転
先でのご活躍を祈念申し上げます。松本隆之
さん、ご復帰おめでとうございます。お待ち
しておりました。

•鬼田知明　岡本裕史会員さん、在籍中は大
変お世話になりありがとうございました。ま
た、先日はまん防明けでさんさんテレビさん
に取材いただき、ご覧いただいた方から励ま
しのお言葉をいただきありがとうございまし
た。
•福岡満喜子　30日の花見夜間例会に多数の
ご出席をお願いいたします。娘に荷物を送っ
たら、ヨーロッパ行きの飛行機はロシア上空
を飛ぶので、荷物は送ることができないと言
われました。平和な世界に早くなりますよう
に願います。
•岡本淳一　誕生日のお祝いありがとうござ
います。53歳になりました。
•松本隆之　結婚記念日お祝いのお礼です。
長らくお休みをいただきましたが、無事帰っ
てまいりました。今後ともよろしくお願いい
たします。
◇遅刻・早退　１件



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今の歌もウクライナのこ
とを考えるとちょっと胸
にぐっとくるものがあり
ます。
　３月に入って既に２回

目の例会です。そろそろ次期の行事も始まっ
ています。今期もあと４ヵ月足らずとなりま
したが、運営方針である「奉仕の理想の理解
を深めるためにさらなる親睦を」というテー
マがコロナ禍でなかなか進んでいないことを
感じています。ご家族との親睦も、水曜会の
バザーや観梅夜間例会がなかったことで、以
前に比べると随分縮小してしまっています
が、何とか花見夜間例会が安心してできるよ
うに願っています。
　マイロータリーにウクライナ情勢に関する
国際ロータリーからの声明が出ています。要
約すると「世界最大の人道支援団体の一つと
して、ロータリーは平和を世界的使命の礎と
してきました。私たちは国際社会とともに即
座の停戦、ロシア軍の撤退及び対話を通じた
対立解決のための外交努力の再開を求めます。
過去10年間、ウクライナ、ロシア及び近隣諸
国のロータリークラブは、国の違いを越えて
親善を推進し、戦争や暴力の被害者への支援
を先導する平和構築プロジェクトに積極的に

取り組んできました。国際ロータリーは、救
援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に平
和をもたらすために全力を尽くします」これ
は、今年の２月25日に出されたものです。
　また、ロータリー財団は現在、ロータリー
地区が実践している救援活動を支える資金を、
世界中のロータリー会員が寄付することので
きる正式な窓口として、災害救援基金を指定
しました。それに伴い、ウクライナと国境を
接する指定ロータリー地区と、ウクライナ国
内のロータリー地区への対応をいくつか承認
しています。また、ウクライナでの救援活動
を支援するための災害救援基金への寄付は、
2022年４月30日までに行う必要があるようで
す。
　これらは全て、マイロータリーからの情報
で地区からは何も届いているわけではありま
せんが、難民が200万人に達しようとしてい
る状況なので、当クラブとしても早めに何ら
かの対応をしたいと思います。皆さまのご理
解をよろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　花見例会は実行の方向で準備しています。
出欠の返事は３月18日㈮までです。
　当日、オークションを行いたいと思います
ので、３月23日か当日に、袋に入れてお持ち
いただくようお願いします。
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うことです。
　では、これまでどうやって鳥の巣からダニ
を検出していたかというと、数日間、鳥の巣
にティッシュペーパーを丸めて入れて、それ
を取り出して顕微鏡で観察するという方法が
取られていたようです。ただ、この方法の欠
点は、ティッシュペーパーに付いたダニが、
研究者の皮膚に付いて自分が患者になること
です。私は自分が患者になるのは嫌だと思っ
ていたところ、鳥の巣から容易にダニを検出
できるツルグレン装置というものがあること
を知りました。ツルグレン装置というのは、
スウェーデンの生物学者ツルグレンが考案し
たもので、鳥の巣などの上から白熱灯を照射
すると、熱や光、乾燥を嫌うダニなどが網の
目を通り抜け、下の容器に落ちる仕組みです。
一つ、留意点はひと晩中、白熱灯を点けてい
ると火事になる恐れがあることです。ツルグ
レン装置は、ネットなどでも販売しています
が、私は自分で作りました。
　愛媛県の宮内先生が巣立ったツバメの巣の
内部と壁をティッシュペーパーで擦過して調
べて、ススメサシダニとトリサシダニを検出

しますが、その夜、自分のお腹に痒みが出て、
自分でトリダニ症と診断したと本に書いてい
ます。今度、お会いしたらツルグレン装置を
教えてあげようと思っています。
　昨年５月、84歳の女性の方が受診されまし
た。最初はイエダニを疑ったのですが、詳し
く聞いていると車庫にツバメが巣を作って、
それをホウキで払い落としたら数日後から痒
みが出てきたというので、ツバメの巣を患者
さんに持ってきてもらいました。おかげでツ
バメの巣から多くのダニを捕獲することがで
きて本当に感激しました。サンプルはたくさ
んありましたので、兵庫医大の夏秋先生に送
って、ダニの形態からスズメサシダニである
ことが同定されました。
　結論として、ダニによって発疹が疑われる
場合は、鳥の巣の有無を問診することが重要
であること。鳥の巣などからダニを採取する
には、ツルグレン装置を使用することによっ
て、多くのダニを検出することができて、今
後のダニと皮膚炎との関係を調べる研究が進
むものと期待しています。
（写真により、ダニの鑑別の方法などを説明）

◇岡本裕史会員退会挨拶
　この度、埼玉東部に異
動になりました。高知で
４年間仕事をさせていた
だきましたし、ロータリ
ーも３年９ヵ月お世話に
なりました。ありがとう

ございます。ロータリーの会員としては出席
状況も良くなくて申し訳なく思っています。
　私個人としては、会社人生も終盤になりま
すが、次も支社長ということで、本社部長と
支社長を２場所やるという目標は達成できた
かなと思っています。次回で14回目の転勤、
単身赴任も16年目になり、さすがに、そろそ
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は、学会に報告された数が極めて少ないこと
です。ネットで見るとたくさん出てくるのに、
学会報告は本当に少ない。その理由を考える
と、現場の状況や皮膚の症状から鳥の巣のダ
ニが原因と疑わしいと分かっても、鳥の巣か
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•鬼田知明　岡本裕史会員さん、在籍中は大
変お世話になりありがとうございました。ま
た、先日はまん防明けでさんさんテレビさん
に取材いただき、ご覧いただいた方から励ま
しのお言葉をいただきありがとうございまし
た。
•福岡満喜子　30日の花見夜間例会に多数の
ご出席をお願いいたします。娘に荷物を送っ
たら、ヨーロッパ行きの飛行機はロシア上空
を飛ぶので、荷物は送ることができないと言
われました。平和な世界に早くなりますよう
に願います。
•岡本淳一　誕生日のお祝いありがとうござ
います。53歳になりました。
•松本隆之　結婚記念日お祝いのお礼です。
長らくお休みをいただきましたが、無事帰っ
てまいりました。今後ともよろしくお願いい
たします。
◇遅刻・早退　１件
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　皆さま、こんにちは。
今の歌もウクライナのこ
とを考えるとちょっと胸
にぐっとくるものがあり
ます。
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目の例会です。そろそろ次期の行事も始まっ
ています。今期もあと４ヵ月足らずとなりま
したが、運営方針である「奉仕の理想の理解
を深めるためにさらなる親睦を」というテー
マがコロナ禍でなかなか進んでいないことを
感じています。ご家族との親睦も、水曜会の
バザーや観梅夜間例会がなかったことで、以
前に比べると随分縮小してしまっています
が、何とか花見夜間例会が安心してできるよ
うに願っています。
　マイロータリーにウクライナ情勢に関する
国際ロータリーからの声明が出ています。要
約すると「世界最大の人道支援団体の一つと
して、ロータリーは平和を世界的使命の礎と
してきました。私たちは国際社会とともに即
座の停戦、ロシア軍の撤退及び対話を通じた
対立解決のための外交努力の再開を求めます。
過去10年間、ウクライナ、ロシア及び近隣諸
国のロータリークラブは、国の違いを越えて
親善を推進し、戦争や暴力の被害者への支援
を先導する平和構築プロジェクトに積極的に

取り組んできました。国際ロータリーは、救
援物資や支援を提供し、ウクライナ地域に平
和をもたらすために全力を尽くします」これ
は、今年の２月25日に出されたものです。
　また、ロータリー財団は現在、ロータリー
地区が実践している救援活動を支える資金を、
世界中のロータリー会員が寄付することので
きる正式な窓口として、災害救援基金を指定
しました。それに伴い、ウクライナと国境を
接する指定ロータリー地区と、ウクライナ国
内のロータリー地区への対応をいくつか承認
しています。また、ウクライナでの救援活動
を支援するための災害救援基金への寄付は、
2022年４月30日までに行う必要があるようで
す。
　これらは全て、マイロータリーからの情報
で地区からは何も届いているわけではありま
せんが、難民が200万人に達しようとしてい
る状況なので、当クラブとしても早めに何ら
かの対応をしたいと思います。皆さまのご理
解をよろしくお願いいたします。
◇親睦委員会より
　花見例会は実行の方向で準備しています。
出欠の返事は３月18日㈮までです。
　当日、オークションを行いたいと思います
ので、３月23日か当日に、袋に入れてお持ち
いただくようお願いします。
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うことです。
　では、これまでどうやって鳥の巣からダニ
を検出していたかというと、数日間、鳥の巣
にティッシュペーパーを丸めて入れて、それ
を取り出して顕微鏡で観察するという方法が
取られていたようです。ただ、この方法の欠
点は、ティッシュペーパーに付いたダニが、
研究者の皮膚に付いて自分が患者になること
です。私は自分が患者になるのは嫌だと思っ
ていたところ、鳥の巣から容易にダニを検出
できるツルグレン装置というものがあること
を知りました。ツルグレン装置というのは、
スウェーデンの生物学者ツルグレンが考案し
たもので、鳥の巣などの上から白熱灯を照射
すると、熱や光、乾燥を嫌うダニなどが網の
目を通り抜け、下の容器に落ちる仕組みです。
一つ、留意点はひと晩中、白熱灯を点けてい
ると火事になる恐れがあることです。ツルグ
レン装置は、ネットなどでも販売しています
が、私は自分で作りました。
　愛媛県の宮内先生が巣立ったツバメの巣の
内部と壁をティッシュペーパーで擦過して調
べて、ススメサシダニとトリサシダニを検出

しますが、その夜、自分のお腹に痒みが出て、
自分でトリダニ症と診断したと本に書いてい
ます。今度、お会いしたらツルグレン装置を
教えてあげようと思っています。
　昨年５月、84歳の女性の方が受診されまし
た。最初はイエダニを疑ったのですが、詳し
く聞いていると車庫にツバメが巣を作って、
それをホウキで払い落としたら数日後から痒
みが出てきたというので、ツバメの巣を患者
さんに持ってきてもらいました。おかげでツ
バメの巣から多くのダニを捕獲することがで
きて本当に感激しました。サンプルはたくさ
んありましたので、兵庫医大の夏秋先生に送
って、ダニの形態からスズメサシダニである
ことが同定されました。
　結論として、ダニによって発疹が疑われる
場合は、鳥の巣の有無を問診することが重要
であること。鳥の巣などからダニを採取する
には、ツルグレン装置を使用することによっ
て、多くのダニを検出することができて、今
後のダニと皮膚炎との関係を調べる研究が進
むものと期待しています。
（写真により、ダニの鑑別の方法などを説明）
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３月９日
今期の累計
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■高知東ＲＣ当面の日程
４月６日㈬　８ＲＣ合同夜間例会が中止に伴
　　　　　　い、通常例会
４月13日㈬　定例理事会
　　　　　　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　　　　　　　　　　（得月樓）
４月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　３月31日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　３月31日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月25日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月26日㈫　創立夜間例会
高知中央ＲＣ　４月28日㈭　休会

◇岡本裕史会員退会挨拶
　この度、埼玉東部に異
動になりました。高知で
４年間仕事をさせていた
だきましたし、ロータリ
ーも３年９ヵ月お世話に
なりました。ありがとう

ございます。ロータリーの会員としては出席
状況も良くなくて申し訳なく思っています。
　私個人としては、会社人生も終盤になりま
すが、次も支社長ということで、本社部長と
支社長を２場所やるという目標は達成できた
かなと思っています。次回で14回目の転勤、
単身赴任も16年目になり、さすがに、そろそ

ろ大阪の自宅に戻してほしいと思っていまし
たが、今回の埼玉は20歳になる息子が池袋に
いますので、男同士の付き合いができるかな
と楽しみにしています。
　高知での仕事は、思い通りとまでは言えま
せんが、それなりの合格実績が出せたことは、
高知のお客様並びに皆さまには感謝していま
す。４年間どうもありがとうございました。
◇幹　事　報　告
・来週はロータリー休日です。また、情報集
会は延期をします。
・４月４日開催予定の８ロータリー合同夜間
例会は中止。６日は通常例会を行います。

　私は平成６年から20年までの14年間、高知
大学医学部寄生虫学教室の非常勤講師として
学生に講義をしました。平成16年から31年ま
では、高知大学医学部臨床教授として寄生虫
学講座との関わりを持ち続け、寄生虫学の橋
口教授の退官まで続いています。寄生虫学の
学生の講義をしているうちに、不思議なこと
にダニの患者さんが増えていきました。
　皮膚科で見られる虫による皮膚疾患として
は、蚊、毛虫、イラザ、ハチ、ムカデ、ブユ、
アブ、イエダニ、マダニ、カメムシ、アリ
等々。ダニの足は最初は６本ですが、脱皮を
繰り返すうちに８本になり、昆虫ではなくク
モの一種です。ダニの種類は世界で１万種ぐ
らいだと言われており、卵から幼ダニ、若虫、
成ダニとなり、寿命は２、３ヵ月。日本国内
で、屋内において皮膚疾患を起こすダニ類の
うち、動物を自然宿主とする吸血性のダニは
イエダニ、トリサシダニ、ワクモ、スズメサ
シダニの４種が知られています。このうちイ
エダニはネズミに寄生して、他の３種は鳥に

寄生しています。この４種は形態的には類似
しています。スズメサシダニは体長0.6～0.8
ミリ、ツバメ、スズメ、イワスズメ、ムクド
リなど、吸血後２日で産卵し、１、２日後に
幼虫、羽化して幼虫は１週間ぐらいで成虫に
なります。
　私は昨年10月スズメサシダニの症例を論文
にして学会で発表しました。その論文を書く
とき、高知大学農学部の虫博士で天敵を用い
て害虫を退治することで有名な荒川先生と日
本全国で虫について一番詳しいと言われる兵
庫医大の夏秋先生にお世話になりました。
　このとき文献を調べて初めて分かったこと
は、学会に報告された数が極めて少ないこと
です。ネットで見るとたくさん出てくるのに、
学会報告は本当に少ない。その理由を考える
と、現場の状況や皮膚の症状から鳥の巣のダ
ニが原因と疑わしいと分かっても、鳥の巣か
らダニを検出することや同定が難しいこと。
そして、鳥の巣のダニから皮膚炎を起こす人
が、実際にはあまりいないんじゃないかとい

•中平真理子　早咲き桜が満開になっていま
す。世界中に春が来てほしいです。猿田会員、
久しぶりの卓話ありがとうございました。
•西内俊介　猿田先生、今日のスピーチあり
がとうございます。松本さん、お帰りなさい。
すっきりした体型で何よりです。岡本さん、
残念ですが退会ですね。埼玉でも頑張ってく
ださい。
•西森やよい　昔、ウクライナにエカテリー
ナ・セレブリアンスカヤ、エレーナ・ビトリ
チェンコというすごい新体操選手がいました。
彼女たちはどうしているんだろうと心配です。
岡本裕史会員、ご家族のことなどいろいろお
話くださりありがとうございました。ご栄転
先でのご活躍を祈念申し上げます。松本隆之
さん、ご復帰おめでとうございます。お待ち
しておりました。

•鬼田知明　岡本裕史会員さん、在籍中は大
変お世話になりありがとうございました。ま
た、先日はまん防明けでさんさんテレビさん
に取材いただき、ご覧いただいた方から励ま
しのお言葉をいただきありがとうございまし
た。
•福岡満喜子　30日の花見夜間例会に多数の
ご出席をお願いいたします。娘に荷物を送っ
たら、ヨーロッパ行きの飛行機はロシア上空
を飛ぶので、荷物は送ることができないと言
われました。平和な世界に早くなりますよう
に願います。
•岡本淳一　誕生日のお祝いありがとうござ
います。53歳になりました。
•松本隆之　結婚記念日お祝いのお礼です。
長らくお休みをいただきましたが、無事帰っ
てまいりました。今後ともよろしくお願いい
たします。
◇遅刻・早退　１件

● 出席率報告 ●

３月９日
２月23日

総数
－7 53

出席
37

欠席
6
祭日のため休会
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アップ HC出席率

69.81％
出席率
86.96％3
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