
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季節の虫便り 

 

 

       フリーダイヤル 0120-64-7575 
                          

◆福知山本社  京都府福知山市篠尾新町 2-66     ◆丹後支店 京都府京丹後市大宮町河辺 3751-1  

       ＴＥＬ 0773-23-1800              ＴＥＬ 0772-64-5480 

◆舞鶴支店  京都府舞鶴市南田辺 72-4       ◆南但支店 兵庫県朝来市和田山町枚田 591－2  

       ＴＥＬ 0773-75-1800              ＴＥＬ 079-672-1800 

◆京都支店  京都府南丹市八木町八木野條 17-2   ◆広島支店 広島市安佐南区八木 6-5-9 

      ＴＥＬ 0771-43-1800              ＴＥＬ 082-830-2811 

◆エステック 兵庫県朝来市和田山町枚田 794-1 

 衛生検査所 ＴＥＬ 079-670-1700 

平素皆様には大変お世話になり、ありがとうござ

います。 

さて、お客様に良質なサービスを提供できるよ

う、日夜研鑽に努めているところですが、現在一部

の業務について、ＩＳＯ９００１認証の取得に向け

て取り組みを進めています。 

「品質の標準化と継続的な改善によって、顧客満足

及び信頼関係を向上させること」、「技術レベルをよ

り明確にし、見える化によって技術向上を図るこ

と」などを大きな目的としています。 

ＩＳＯの仕組みを理解するのに時間が掛かり苦

労もしましたが、進めていくうちに、細かなルール

作りや整理が大切だという事が分かり出し、恥ずか

しながら改善しなければならない点も多く見られ

ました。 

今まで、お客様のためを第一に考え、業務を遂行

する進め方については、大きな問題はなかったと思

うのですが、計画性及び進め方のルールが明確に示

されていないことに気づかされたことが一番大き

な収穫だったように思います。 

気持ちだけでは、サービスの品質が統一されてい 

◆春の訪れ 

暖冬とは言え、冬の寒い時期が終わり、新しく

スタートを切る方々が多い春がやってきました。

人間と同じく、虫たちも新しくスタートを切る季

節でもあります。 

その代表的な例と 

して、シロアリも新 

しい生活を始めるた 

めに、活動が活発に 

なるのです。 

ヤマトシロアリは 4～5 月、イエシロアリは 6

～7 月にかけて、巣から羽アリが飛び立つ「群飛」

が発生します。それらが地上におりて羽を落とし、

オス・メス１対が交尾をし、新しい巣を作り始め

ます。そこから産卵を繰り返して、１つのコロニ

ー（群れ）が出来上がるのです。コロニーと言っ

ていますが、家族のようなものです。しかし、そ

の家族の中には、シロアリではないよそ者が住み

つくことがあります。 

 

◆居候イエシロアリハネカクシとの共存 

イエシロアリハネカクシという虫は、シロアリ

とは全く違う虫ですが、当たり前のように一緒に

暮らしています。図々しいことに、シロアリから

餌をもらい、グルーミング（体の衛生や機能維持

などを目的として行う行動）までしてもらってい

ます。働きもせず何でもしてもらうなんて、厚か 

ＩＳＯ取得に向けた社内会議の様子 

ないとお客様に判断されても仕方がありません。今

までは、慣例や前任者からの引き継ぎ事項だけを頼

りに、担当者の経験値で業務を進めているケースも

あり、お客様が求める品質としては不十分だったよ

うに思います。また、会社を挙げて、品質方針や品

質目標を掲げることもしていなかったと反省して

います。 

何を根拠に業務を行うのか、担当者の力量は十分

か、責任の所在が明確にされているか、お客様に最

良なサービスを提供するにあたり、改めてルールを

決める重要性が認識できました。 

決められたルールに従って業務を行うことは当

然大切なことですが、最も重要なのはお客様に最良

のサービスをお届けすることだと考えています。 

お客様に最良のサービスをお届けし、ご満足して

いただけるよう、また、より一層ご安心してお取引

していただけるよう、この機会を契機に更に尽力し

てまいる所存です。 

近日中に、ＩＳＯ９００１の認証を取得できるも

のと思いますが、取得後も引き続き、研鑽し業務に

精励してまいりますので、ご鞭撻賜れば幸甚に存じ

ます。 

 

 

株式会社 昭和リーブス 

代表取締役 藤岡良彦 

ましい虫です。シロアリがわざわざハネカクシの世

話までするなんてと思う方もいるかもしれません

が、シロアリ自身、シロアリとハネカクシの区別が

ついていないそうです。ハネカクシの腹部は柔らか

く、シロアリと質感がよく似ています。シロアリが

近づくと体を丸めて腹部を向けます。シロアリはハ

ネカクシの腹部の質感で騙されているのです。シロ

アリは騙されやすい虫ですね。 

実際にイエシロアリハ 

ネカクシのような虫は他 

にも数種類存在し、シロ 

アリと共存しています。 

シロアリがわからずに 

一生懸命に自分の子供で 

もない他の虫の世話もしていると聞くと、なにかか

わいそうに思えてきませんか？ 

 

◆それでも要注意 

そんなシロアリですが、増殖して家を食い尽くす

となると、人間にとっては困った虫とも言えます。

人間の住処（マイホーム）が食べられ、安心して暮

らせない可能性があります。 

冒頭でも申し上げましたが、シロアリなど多くの

虫は春から活動が活発になりますので、虫を見かけ

る機会も多くなると思います。虫についてお困りご

とがありましたら、お気軽にご相談下さい。         

＜研究室・田村朋輝＞ 

 

 

巻頭ご挨拶 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

され血管が詰まる恐れがある」と言われた。それと同

時に、「左心房に入るためには右心房と左心房の壁面

に穴をあけそこを通す」と説明された。 

一瞬「心臓の壁に穴をあけても大丈夫なん？」と不

安がよぎったが、説明書を見ると自然と閉じると書い

てあったので、任せても 

良いだろうと判断した。 

家族はセカンドオピニオン 

を希望したが、毎年検診を 

受けるわけだし、ずっと同じ 

先生に相談出来ることのほうが重要と思い、判断は変

えなかった。 

 事前検査を受ける時、なんとこのカテーテルの処置

をする患者の多さにびっくり。頻繁にやられているこ

とが解り不安もさらに遠のいた。 

本番の治療（手術）は 12 月中旬に行った。静脈麻

酔を打ってもらい、全て記憶に残っていない。 

 結果は、成功したと告げられ、処置前後の血液の流

れを見せてもらい滞りのないのを確認した。本当にや

ってもらって良かったと思っている。 

さまざまな医療現場に出くわしたが、医療技術は格

段に進んでいると思えた、3 泊 4 日の貴重な経験でし

た。                ＜安橋精作＞ 

 

 

◆定期健康診断は大事ですよ！ 

 歳を重ねてきたので、年一回人間ドックを行なって

います。 

昨年 11 月の検診で、心電図の再検査の指示。その

後、画面を見せていただきながら「突発性不整脈です」

と説明された。「でも、自覚症状が全くないのですが」

と問うと「それがさらに問題です」との答え。 

「カテーテルアブレーションで心臓の組織（内壁）の

一部を焼き切ると治る治療（手術）をやりましょう」

と勧められた。カテーテルそのものは、4、5 年前に

「血管が詰まっているかもしれない」と左腕静脈から

投入検査され、問題なかったという経緯があったので

恐怖感はなかった。ただ、「心臓は静脈から右心房に

血液が戻って、右心室に降りて肺へ行き、左心房に戻

り、左心室に降りて全身に流れていく。 

左心房が微動する 

（ドクンドクンと脈 

を打ってくれない） 

から、送りきれない 

血液が硬化しやすく、 

ある時ドクンと大きな 

脈を打った場合、硬化 

しかけた血液が送り出 

◆食品表示について 

4 月１日より食品表示 

が新表示に完全移行と 

なりました。既に変更 

されているかと思いま 

すが、今一度ご確認し 

ていただければと思います。 

2021 年 6 月 1 日からは、製品の自主回収を行っ

た場合（例えば、大腸菌による汚染や異物混入、ア

レルゲンや消費期限の欠落又は誤表示など、食品表

示違反となるような場合）、消費者の健康被害防止

のため行政機関への届出が義務化されます。そし

て、届出だけではなく消費者に公表されてしまいま

す。原料原産地表示も 2022 年 4 月 1 日より完全

施行となり、必ず表示しなければなりません。（例

外あり） 

遺伝子組み換え食品についても、2023 年 4 月 1

日より表示の仕方が変更となります。これは移行期

間なしで施行されますので注意が必要です。 

このように食品表示は随時変更されていきます

ので、消費者庁からの通知など定期的に確認してお

く必要があります。エステックでは、食品表示診断

も行っておりますのでご相談ください。 

 

◆貝毒食中毒にご注意 

潮干狩りのシーズンとなりました。毎年どこかの

沿岸域では、貝毒のため潮干狩りが規制されていま

す。二枚貝は海水中の藻やプランクトンなどを餌と 

していますが、一部の有毒藻類や有毒プランクト

ンを摂取することによって、貝自体が毒素を中腸

線（肝すい臓）に蓄積し、 

毒化した貝を人間が食べ 

ることで食中毒を起こし 

ます。また、症状によっ 

て麻痺性貝毒と下痢性貝 

毒に大きくわけられます。 

麻痺性貝毒はふぐ毒に似ており、筋肉の麻痺な

ど神経性の食中毒です。食べてすぐに異常を感じ

早ければ２時間以内に亡くなることもあります。

このような症状が出れば胃中のものを吐き出さ

せ、すぐに救急車を呼び、病院に行きましょう。 

下痢性貝毒は嘔吐、下痢、腹痛を伴う急性胃腸

炎を起こします。通常食べる量では死亡しませ

ん。 

どちらの毒性も家庭 

料理程度の加熱処理では 

分解しませんので、毒化 

した貝を食べると食中毒 

になってしまいます。 

毒化する貝の種類は、 

アサリ、カキ、ムラサキイガイなどで、アワビや

サザエは毒化しませんので、安心して食べること

ができます。規制のある場所での潮干狩りはしな

いと思いますが、万が一このような症状が出たら

迷わず病院に行きましょう。 

＜エステック衛生検査所・西谷朋巳＞ 

 

エステック衛生検査所より 

◆日本ペストロジー学会で発表しました！ 

舞鶴支店 PCO 事業部の冨室です。去る令和元年 11

月 14、15 日の両日、第 35 回日本ペストロジー学会富

山大会に研究室の吉田と２名で参加させていただきま

した。 

ペストロジー学会とは私達の様な害虫駆除業者をは

じめ、薬剤・機器メーカー、教育・研究機関などが一堂

に会し研究発表を行う場です。業界の技術向上・情報交

流を図る目的で毎年、開催されています。弊社としては

一昨年から参加しています。今回は参加するだけでな

く、「蔓製品からのフルホンシバンムシ Gastrallus  

immarginatus(Muller)発生事例」というタイトル

でポスターセッションによる発表も行ってきまし

た。次回は今年 11 月に京都市で開催されます。

弊社から是非一般講演で発表出来るように取り組

んでいきます。 

あらゆる要望にお応えするため、こんな業務もやっています！ 

◎シロアリ駆除、床下換気扇取り付け、調湿材（炭）敷設などの床下改善業務 

◎ペストコントロール業務（昆虫モニタリング調査、害虫害獣の駆除や防除） 

◎検便検査（ノロウイルス検査含む）、食品検査など幅広い微生物検査 

◎殺菌施工、殺菌剤等の販売 ◎異物同定検査  ◎食品表示診断 

◎空気環境測定業務  ◎貯水槽清掃サービス  ◎文化財の燻蒸業務 など 

 

支店の窓から（支店便り） 


