
家畜伝染病予防法第３６条の２の規定により農林水産大臣に届け出る病原体
届出する病原体（蠕虫）

寄生虫(蠕虫）

種類 名称 種 備考

吸虫類 アンフィメルス・グアヤクイレンシス Amphimerus guayaquilensis
吸虫類 アンフィメルス・ノベルカ Amphimerus noverca
吸虫類 クロノルキス・シネンシス Clonorchis sinensis
吸虫類 ディクロコエリウム・キネンシス Dicrocoelium chinensis
吸虫類 ディクロコウニウム・デンドリティクム Dicrocoelium dendriticum
吸虫類 ディクロコエリウム・ホスペス Dicrocoelium hospes
吸虫類 エヒノストーマ・シネトルキス Echinostoma cinetorchis 移睾棘口吸虫
吸虫類 エヒノストーマ・ホルテンス Echinostoma hortense 浅田棘口吸虫
吸虫類 ユウトレーマ・コエロマティクム Eurytrema coelomaticum
吸虫類 ユウトレーマ・パンクレアティクム Eurytrema pancreaticum
吸虫類 ファスチオラ・ギガンティカ Fasciola gigantica
吸虫類 ファスチオラ・ヘパティカ Fasciola hepatica
吸虫類 メタメトロキス・マニトベンシス Metametorchis manitobensis
吸虫類 メトロキス・アルビダス Metorchis albidus
吸虫類 メトロキス・コンジャンクタス Metorchis conjunctus
吸虫類 メトロキス・オリエンタリス Metorchis orientalis
吸虫類 ミクロトレーマ・トランカツム Microtrema truncatum
吸虫類 オピストルキス・フェリニウス Opistorchis felineus
吸虫類 オピストルキス・トンカエ Opistorchis tonkae
吸虫類 オピストルキス・ビベリーニ Opistorchis viverrini
吸虫類 パラゴニムス・ミヤザキイ Paragonimus miyazakii 宮崎肺吸虫
吸虫類 パラゴニムス・オヒライ Paragonimus ohirai 大平肺吸虫
吸虫類 パラゴニウム・ウェステルマニー Paragonimus westermani ウェステルマン肺吸虫
吸虫類 パラメトロキス・ノベボラセンシス Parametorchis noveboracensis
吸虫類 パラピストロキス・カニナム Paropisthorchis caninus
吸虫類 シュードアンフィストーマム・トランカツ Pseudamphistomum truncatum
吸虫類 ピギディオプシス・スンマ Pygidiopsis summa 前腸異形吸虫
吸虫類 シストソーマ・ジャポニクム Schistosoma japonicum 日本住血吸虫



吸虫類 双口吸虫属（双口吸虫目）

Zygocotylidae,Gastrothlacidae,           
Paramphistomidae,Blanorchiidae,   
Brumptiidae,Cladorchiidae,            
Gastrodiscidae

条虫類 アメボタニア・スフィノイデス Amoebotaenia sphenoides 楔状条虫
条虫類 アノプロセファーラ・マグナ Anoplocephala magna 大条虫
条虫類 アノプロセファーラ・ペルフォリアータ Anoplocephala perfoliata 葉状条虫
条虫類 アビテリナ・セントリパンクタータ Avitellina centripunctata
条虫類 チョワノテニア・インファンディブルム Choanotaenia infundibulum 漏斗状条虫

条虫類 コエヌルス・セレブラリス Coenurus cerebralis
脳共尾虫：Taenia multiceps
の幼虫

条虫類 システィセルクス・ボビス Cysticercus bovis
牛嚢虫：人の無鉤条虫
Taenia saginataの幼虫

条虫類 システィセルクス・セルローサ Cysticercus cellulosae 有鉤嚢虫（豚嚢虫）
条虫類 システィセルクス・テニュイコリス Cysticercus tenuicollis 細頸嚢虫
条虫類 ディフィリディウム・カニナム Diphyllobothrium caninum 瓜実条虫犬条虫
条虫類 ディフィリディウム・ラツム Diphyllobothrium latum 広節裂頭条虫
条虫類 エヒノコッカス・グラニュローサス Echinococcus granulosus 単包条
条虫類 エヒノコッカス・マルチロクラリス Echinococcus multilocularis 多包条虫
条虫類 メソセストイデス・コルティ Mesocestoides corti
条虫類 メソセストイデス・リテラータス Mesocestoides litteratus
条虫類 メソセストイデス・パカシテスティクルス Mesocestoides paucitesticulus
条虫類 メトロリアステス・コトルニクス Metroliasthes coturnix ウズラ条虫
条虫類 モニティア・ベネデニィ Moniezia benedeni ベネデン条虫
条虫類 モニティア・エクスパンサ Moniezia expansa 拡張条虫
条虫類 パラノプロセファーラ・マミラーナ Paranoplocephala mamillana 乳頭条虫
条虫類 ライリエティナ・セスティシルス Raillietina cesticillus 有輪条虫
条虫類 ライリエティナ・エヒノボトリダ Raillietina echinobothrida 棘溝条虫
条虫類 ライリエティナ・カシワレンシス Raillietina kashiwarensis 橿原条虫
条虫類 ライリエティナ・テトラゴーナ Raillietina tetragona 方形条虫
条虫類 スピロメトラ・エリナセイ Spirometra erinacei マンソン裂頭条虫



条虫類 スティレシア・グロビパンクタータ Stilesia globipunctata
条虫類 スティレシア・ヘパティカ Stilesia hepatica
条虫類 テニア・アジアティカ Taenia asiatica テニア科条虫
条虫類 テニア・バラニセプス Taenia balaniceps
条虫類 テニア・ブラキソーマ Taenia brachysoma
条虫類 テニア・セルビ Taenia cervi
条虫類 テニア・クラシセプス Taenia crassiceps
条虫類 テニア・ガイゲリ Taenia gaigeri
条虫類 テニア・ハイダチジナ Taenia hydatigena 胞状条虫（辺縁条虫）
条虫類 テニア・マルチセプス Taenia multiceps 多頭条虫
条虫類 テニア・オビス Taenia ovis 羊条虫
条虫類 テニア・パキイ Taenia packi
条虫類 テニア・ピシフォルミス Taenia pisiformis 豆状条虫（鋸歯条虫）
条虫類 テニア・プニカ Taenia punica
条虫類 テニア・シリアリス Taenia serialis 連節条虫
条虫類 テニア・テニファルミス Taenia taeniaeformis 猫条虫
条虫類 ササニエジア・ジアルジ Thysaniezia giardi
条虫類 ササノソーマ・アクチニオイデス Thysanosoma actinioides
線虫類 アンキロストーマ・ブラジリエンス Ancylostoma braziliense ブラジル鉤虫
線虫類 アンキロストーマ・カニナム Ancylostoma caninum 犬鉤虫
線虫類 アンキロストーマ・デュオデナーレ Ancylostoma duodenale ズビニ鉤虫
線虫類 アンギオストロンギルス・バソーラム Angiostrongylus vasorum 住血線虫
線虫類 アスカリジア・ガリ Ascaridia galli 鶏回虫
線虫類 アスカリス・スーム Ascaris suum 豚回虫（Ascaris suilla)
線虫類 アスカロプス・ストロンギリナ Ascarops strongylina 類円豚胃虫
線虫類 ブルギア・マレイ Brugia malayi
線虫類 ブルギア・パハンギィ Brugia pahangi
線虫類 ブルギア・パティ Brugia patei
線虫類 ブノストーム・フレボトーマム Bunostomum phlebotomum 牛鉤虫
線虫類 ブノストーム・トリゴノセファラム Bunostomum trigonocephalum 羊鉤虫
線虫類 キャピラリア・アヌラタ Capillaria annulata 有環毛細線虫



線虫類 キャピラリア・コントラータ Capillaria contorta 捻転毛細線虫
線虫類 キャピラリア・ヘパティカ Capillaria hepatica 肝毛細線虫
線虫類 キャピラリア・パーフォランス Capillaria perforans 穿通毛細線虫
線虫類 キャピラリア・プリカ Capillaria plica
線虫類 キャピラリア・スイス Capillaria suis 豚毛細線虫
線虫類 シャベルティア・オビーナ Chabertia ovina
線虫類 クレノソーマ・アエロフィーラ Crenosoma aerophila 肺毛細線虫
線虫類 クレノソーマ・ブルピス Crenosoma vulpis
線虫類 シアトストーマ・ブロンキアリス Cyathostoma bronchialis
線虫類 ディクティオカウルス・フィラリア Dictyocaulus filaria 糸状肺虫
線虫類 ディクティオカウルス・ビビパルス Dictyocaulus viviparus 牛肺虫
線虫類 ディオクトフィーマ・レナーレ Dioctophyma renale 腎虫
線虫類 ディペタロネーマ・リコンディトゥム Dipetalonema reconditum
線虫類 ディロフィラリア・イミティス Dirofilaria immitis 犬糸状虫
線虫類 ドラスキア・メガストーマ Draschia megastoma 大口馬胃虫
線虫類 フィラリア・オクリィ Filaria oculi
線虫類 フィラロイデス・ヒルティ Filaroides hirthi
線虫類 フィラロイデス・オスレリ Filaroides osleri
線虫類 グナトストーマ・ドロレシィ Gnathostoma doloresi ドロレス顎口虫
線虫類 グナトストーマ・スピニゲルム Gnathostoma spinigerum 有棘顎口虫
線虫類 ゴンギロネーマ・パルクラム Gongylonema pulchrum

線虫類 ハブロネーマ・メイジャス Habronema majus 
小口胃虫(Habronema 
microstoma)

線虫類 ハブロネーマ・ムスカエ Habronema muscae 蠅馬胃虫
線虫類 ヘモンクス・コントルタス Haemonchus contortus 捻転胃虫
線虫類 ヘテラキス・ベラムポリア Heterakis beramporia
線虫類 ヘテラキス・ブレビスピクルム Heterakis brevispiculum
線虫類 ヘテラキス・ガリナールム Heterakis gallinarum 鶏盲腸虫
線虫類 ヘテラキス・プシーラ Heterakis pusilla
線虫類 ヘテラキス・プトオーストラリス Heterakis putaustralis
線虫類 ヒオストロンギルス・ルビダス Hyostrongylus rubidus 紅色毛様線虫



線虫類 メチストチルス・ディギィタータス Mecistocirrus digitatus 牛捻転胃虫
線虫類 メタストロンギルス・アプリー Metastrongylus apri 豚肺虫
線虫類 メタストロンギルス・アシムメトリクス Metastrongylus asymmetricus
線虫類 メタストロンギルス・プデンドテクタス Metastrongylus pudendotectus
線虫類 メタストロンギルス・サルミィ Metastrongylus salmi
線虫類 ムスカ・オータムナリス Musca autumnalis
線虫類 ムスカ・ルソリア Musca lusoria
線虫類 ムスカ・キサントメラス Musca xanthomelas
線虫類 ネマトジルス・フィリコリス Nematodirus filicollis 細頸毛円虫
線虫類 ネマトジルス・スパティガー Nematodirus spathiger
線虫類 オベリスコイデス・クニクリ Obeliscoides cuniculi
線虫類 エソファゴストーマム・ブレビカウダツム Oesophagostomum brevicaudatum 腸結節虫（豚）
線虫類 エソファゴストーマム・コロンビアナム Oesophagostomum columbianum コロンビア腸結節虫
線虫類 エソファゴストーマム・デンタータム Oesophagostomum dentatum 豚腸結節虫
線虫類 エソファゴストーマム・ジオルジアーナム Oesophagostomum georgianum 腸結節虫（豚）
線虫類 エソファゴストーマム・マプレストネイ Oesophagostomum maplestonei 腸結節虫
線虫類 エソファゴストーマム・クォドリスピネラ Oesophagostomum quadrispinulatum 腸結節虫（豚）
線虫類 エソファゴストーマム・ラディアタム Oesophagostomum radiatum 牛腸結節虫
線虫類 エソファゴストーマム・ベヌローサム Oesophagostomum venulosum 山羊腸結節虫
線虫類 エゾファゴストーマム・ワタナベイ Oesophagostomum watanabei 腸結節虫（イノシシ）
線虫類 オンコセルカ・セレビカリス Onchocerca cervicalis 頸部糸状虫
線虫類 オンコセルカ・ギブソニィ Onchocerca gibsoni ギブソン糸状虫
線虫類 オンコセルカ・グットローサ Onchocerca gutturosa 咽頭糸状虫
線虫類 オステルタギア・オステルタギー Ostertagia ostertagi オステルターグ胃虫
線虫類 オキシルス・エクイ Oxyuris equi 馬蟯虫
線虫類 パラフィラリア・マルチパピローサ Parafilaria multipapillosa 多乳頭糸状虫
線虫類 パラスカリア・エクオラム Parascaris equorum 馬回虫
線虫類 パサルルス・アンビグース Passalurus ambiguus
線虫類 フィサロプテラ・カニス Physaloptera canis
線虫類 フィサロプテラ・セスティシラータ Physaloptera cesticillata
線虫類 フィサロプテラ・エルドシオーナ Physaloptera erdocyona



線虫類 フィサロプテラ・フェリディス Physaloptera felidis
線虫類 フィサロプテラ・ゲミナ Physaloptera gemina
線虫類 フィサロプテラ・パピロラディラータ Physaloptera papilloradiata
線虫類 フィサロプテラ・プラプティアリス Physaloptera praeputialis
線虫類 フィサロプテラ・シュードプラエルティアリス Physaloptera pseudopraerutialis
線虫類 フィサロプテラ・ラーラ Physaloptera rara
線虫類 フィサロプテラ・シビリカ Physaloptera sibirica
線虫類 フィサロプテラ・ブルピニウス Physaloptera vulpineus
線虫類 セタリア・ディギタータ Setaria digitata 指状糸状虫
線虫類 セタリア・エクイナ Setaria equina 馬糸条虫
線虫類 セタリア・ラビアトパピローサ Setaria labiatopapillosa 唇乳頭糸状虫
線虫類 セタリア・マーシャリー Setaria marshalli マーシャル糸状虫
線虫類 ステファノフィラリア・アッサムエンシス Stephanofilaria assamensis
線虫類 ステファノフィラリア・デドエシー Stephanofilaria dedoesi
線虫類 ステファノフィラリア・カエリー Stephanofilaria kaeli
線虫類 ステファノフィラリア・オキナワエンシス Stephanofilaria okinawaensis 沖縄糸状虫
線虫類 ステファノフィラリア・スティレシー Stephanofilaria stilesi
線虫類 ステファヌラス・デンタータス Stephanurus dentatus 豚腎虫
線虫類 ストロンギロイデス・パピローサス Strongyloides papillosus 乳頭糞線虫
線虫類 ストロンギロイデス・プラニセプス Strongyloides planiceps 猫糞線虫
線虫類 ストロンギロイデス・ランソミー Strongyloides ransomi 豚糞線虫（Strongyloides suis)
線虫類 ストロンギロイデス・ステルコラリス Strongyloides stercoralis 糞線虫
線虫類 ストロンギロイデス・テュメファシエンス Strongyloides tumefaciens
線虫類 ストロンギルス・アシニー Strongylus asini ロバ円虫
線虫類 ストロンギルス・エデンタータス Strongylus edentatus 無歯円虫
線虫類 ストロンギルス・エクイナス Strongylus equinus 馬円虫
線虫類 ストロンギルス・ウルガリス Strongylus vulgaris 普通円虫
線虫類 シンガムス・スクリジャビノモルファ Syngamus skrjabinomorpha スクリジャビン開嘴虫
線虫類 シンガムス・トレイキア Syngamus trachea 鶏開嘴虫
線虫類 テラジア・カリピーダ Thelazia callipaeda 東洋眼虫
線虫類 テラジア・グローサ Thelazia gulosa



線虫類 テラジア・ラクリマリス Thelazia lacrymalis
線虫類 テラジア・ロデシー Thelazia rhodesi
線虫類 テラジア・スクリジャビニー Thelazia skrjabini
線虫類 トキソカーラ・カニス Toxocara canis 犬回虫
線虫類 トキソカーラ・レオニーナ Toxocara leonina 犬小回虫
線虫類 トキソカーラ・スーム Toxocara suum 豚回虫
線虫類 トキソカーラ・ビツローラム Toxocara vitulorum 牛回虫
線虫類 トリキネラ・スピラリス Trichinella spiralis 旋毛虫
線虫類 トリコストロンギルス・アクセイ Trichostrongylus axei トリコストロンギルス
線虫類 トリコストロンギルス・コラブリフォルミス Trichostrongylus colubriformis 蛇状毛様線虫
線虫類 トリキュリス・ブルピス Trichuris vulpis 犬鞭虫
線虫類 トリキュリス・ディスカラー Trichuris discolor 牛鞭虫
線虫類 トリキュリス・オビス Trichuris ovis 羊鞭虫
線虫類 トリキュリス・スクリジャビニー Trichuｒis skrjabini
線虫類 トリキュリス・スイス Trichuris suis 豚鞭虫
線虫類 ウンシナリア・ステノセファーラ Uncinaria stenocephala 狭頭鉤虫




