
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（原虫）

寄生虫（原虫）
種類 名称 種 備考
原虫類 バベシア・カニス Babesia canis
原虫類 バベシア・ディバージエンス Babesia divergens
原虫類 バベシア・ギブソニ Babesia gibsoni
原虫類 バベシア・ヤキモビ Babesia jakimovi
原虫類 バベシア・マジョール Babesia major
原虫類 バベシア・オカルタンス Babesia occultans
原虫類 バベシア・オバタ Babesia ovata
原虫類 バランチジウム・コリ Balantidium coli
原虫類 クリプトスポリジウム・ベイレイ Cryptosporidium baileyi
原虫類 クリプトスポリジウム・メレアグリディス Cryptosporidium meleagridis
原虫類 クリプトスポリジウム・ムリス Cryptosporidium muris
原虫類 クリプトスポリジウム・パルバム Cryptosporidium parvum
原虫類 アイメリア・アセルブリナ Eimeria acervulina
原虫類 アイメリア・アデノイデス Eimeria adenoeides
原虫類 アイメリア・アーサーター Eimeria ahsata
原虫類 アイメリア・アンセリス Eimeria anseris
原虫類 アイメリア・アルロインギ Eimeria arloingi
原虫類 アイメリア・アウブルネンシス Eimeria auburnensis
原虫類 アイメリア・バタリ Eimeria bateri
原虫類 アイメリア・ボビス Eimeria bovis
原虫類 アイメリア・クリステンセニイ Eimeria christenseni
原虫類 アイメリア・ダナイローバ Eimeria danailova
原虫類 アイメリア・デブリエッキ Eimeria debliecki
原虫類 アイメリア・ディスパーサ Eimeria dispersa
原虫類 アイメリア・エリプソイダリス Eimeria ellipsoidalis
原虫類 アイメリア・ガロパボニス Eimeria gallopavonis
原虫類 アイメリア・イレシドゥア Eimeria irresidua
原虫類 アイメリア・コトラニ Eimeria kotlani
原虫類 アイメリア・マグナ Eimeria magna
原虫類 アイメリア・マツバヤシ Eimeria matsubayashi



原虫類 アイメリア・マキシマ Eimeria maxima
原虫類 アイメリア・メディア Eimeria media
原虫類 アイメリア・メレアグリミティス Eimeria meleagrimitis
原虫類 アイメリア・ナグプレンシス Eimeria nagpurensis
原虫類 アイメリア・ネカトリックス Eimeria necatrix
原虫類 アイメリア・ネオレポリス Eimeria neoleporis
原虫類 アイメリア・ニナコリアヤキモバエ Eimeria ninakohlyakimovae
原虫類 アイメリア・ノセンス Eimeria nocens
原虫類 アイメリア・オビノイダリス Eimeria ovinoidalis
原虫類 アイメリア・パーフォランス Eimeria perforans
原虫類 アイメリア・ピリフォルミス Eimeria piriformis
原虫類 アイメリア・ポリータ Eimeria polita
原虫類 アイメリア・サイタマエ Eimeria saitamae
原虫類 アイメリア・スカブラ Eimeria scabra
原虫類 アイメリア・スピノーサ Eimeria spinosa
原虫類 アイメリア・スティダイ Eimeria stiedai
原虫類 アイメリア・テネラ Eimeria tenella
原虫類 アイメリア・ツノダイ Eimeria tsunodai
原虫類 アイメリア・トランカータ Eimeria truncata
原虫類 アイメリア・ウズラ Eimeria uzura
原虫類 アイメリア・ワイオミングエンシス Eimeria wyomingensis
原虫類 アイメリア・ツェルニィ Eimeria zuernii
原虫類 エンセファリトゾーン・クニクリ Encephalitozoon cuniculi
原虫類 ジアルジア・カニス Giardia canis
原虫類 ジアルジア・デュオデナリス Giardia duodenalis
原虫類 ヘキサミタ・メレアグリディス Hexamita meleagridis シチメンチョウヘキサミタ
原虫類 ヒストモナス・メレアグリディス Histomonas meleagridis ヒストモナス
原虫類 イソスポラ・アラマタエンシス Isospora alamataensis
原虫類 イソスポラ・スイス Isospora suis
原虫類 レイシュマニア・ブラジリエンシス Leishmania braziliensis
原虫類 レイシュマニア・ドノバニ Leishmania donovani



原虫類 レイシュマニア・トロピカ Leishmania tropica
原虫類 ロイコチトゾーン・アンドリューシ Leucocytozoon andrewsi
原虫類 ロイコチトゾーン・ガリィ Leucocytozoon galli
原虫類 ロイコチトゾーン・サブラゼシィ Leucocytozoon sabrazesi
原虫類 ロイコチトゾーン・ショウテデニィ Leucocytozoon schoutedeni
原虫類 ロイコチトゾーン・シモンディ Leucocytozoon simondi
原虫類 ロイコチトゾーン・スミシ Leucocytozoon smithi
原虫類 ペンタトリコモナス・ホミニス Pentatrichomonas hominis
原虫類 プラスモディウム・サーカムフレクサム Plasmodium circumflexum
原虫類 プラスモディウム・エロンガタム Plasmodium elongatum
原虫類 プラスモディウム・ガリナセウム Plasmodium gallinaceum
原虫類 プラスモディウム・ジュクスタヌクレアエ Plasmodium juxtanucleare
原虫類 プラスモディウム・ロフラエ Plasmodium lophurae
原虫類 プラスモディウム・レリクタム Plasmodium relictum
原虫類 ザルコシスティス・クルージ Sarcocystis cruzi
原虫類 ザルコシスティス・クニクリ Sarcocystis cuniculi
原虫類 ザルコシスティス・ミーシェリアーナ Sarcocystis miescheriana
原虫類 ザルコシスティス・ポリシフェリス Sarcocystis porcifelis
原虫類 ザルコシスティス・スイホミニス Sarcocystis suihominis
原虫類 ザルコシスティス・テネラ Sarcocystis tenella
原虫類 ザルコシスティス・ミエスケリアナ Sarcocystis miescheriana
原虫類 タイレリア・ミュータンス Theileria mutans
原虫類 タイレリア・セルゲンティ Theileria sergenti
原虫類 トリコモナス・ガリナエ Trichomonas gallinae 鳥トリコモナス
原虫類 トリコモナス・ガリナルム Trichomonas gallinarum 鶏トリコモナス
原虫類 ティゼリア・ペルニシオーサ Tyzzeria perniciosa
原虫類 ウェニョネラ・フィリプレビネイ Wenyonella philliplevinei




