
養殖場におけるOIEリスト疾病発生状況　【魚類】
（○：感受性種、　ピンク色：発生あり）

標準和名 学　名

流行性造血器壊
死症

Epizootic
haematopoietic

necrosis

流行性潰瘍症候群
Infection with
Aphanomyces

invadans
 (Epizootic
ulcerative
syndrome)

ギロダクチルス・
サラリス感染症

Infection with
Gyrodactylus

salaris

伝染性サケ貧
血症

Infection with
infectious

salmon anaemia
virus

サケ科魚類の
アルファウイル

ス感染症
Infection with

salmonid
alphavirus

伝染性造血器壊死症
 Infectious haematopoietic

necrosis

ウイルス性出
血性敗血症

 Viral
haemarrhagic
septicaemia

コイヘルペス
ウイルス病

Koi
herpesvirus

disease

マダイイリドウイルス病
Red seabream iridoviral disease

コイ春ウイ
ルス血症

Spring
viraemia of

carp

ニジマス Oncorhynchus mykiss ○ ○ ○ ○ ○ ○

ギンザケ Oncorhynchus kisutch ○ ○ ○

ヒメマス Oncorhynchus nerka ○

サクラマス（ヤマメ） Oncorhynchus masou ○

アマゴ Oncorhynchus masou ishikawae ○

イワナ Salvelinus leucomaenis ○

ブラウントラウト Salmo trutta ○ ○ ○

コイ Cyprinus  calpio ○ ○

キンギョ Carassius auratus ○ ○

アユ Plecoglossus altivelis ○ ○

アメリカナマズ Ictalurus punctatus ○

ウナギ Anguilla japonica

マダイ Pagrus major ○ ○

クロダイ Acanthopagrus schlegeli ○

チダイ Evynnis japonica ○

ブリ Seriola quinqueradiata ○ ○

カンパチ Seriola dumerli ※ ○

ヒラマサ Seriola lalandi ○

クロマグロ Thunnus thunnus ○

シマアジ Caranx delicatissimus ○

マサバ Scomber japonicus ○ ○

マアジ trachurus japonicus ○

イシダイ Oplegnathus fasciatus ○

イシガキダイ Oplegnathus panctus ○

スギ Rachycentron canadum ○

イサキ Parapristipoma trilineatum ○

ハマフエフキ Lethrinus neblosus ○

クロソイ Sebastes schlegeli ○

キジハタ Epinephelus akaara ○

ヤイトハタ Epinephelus malabaricus ○

マハタ Epinephelus septemfasciatus ○

クエ Epinephelus bruneus ○

アオハタ Epinephelus awoara ○

スズキ Lateolabrax japonicus ○

ヒラメ Paralichthys olivaceus ○ ○

ホシガレイ Verasper variegutus ○

トラフグ Takifugu rubripes ○

養殖水産動物 OIEリスト疾病

※当該疾病の感受性種としてOIEに認められていないが、我が国で発生報告があったもの



養殖場におけるOIEリスト疾病発生状況　【甲殻類】
（○：感受性種、　ピンク色：発生あり）

標準和名 学　名
イエローヘッド病

Infection with yellow
head virus

伝染性皮下造血器壊
死症

Infectious hypodermal
and haematopoietic

necrosis

伝染性筋壊死症
Infectious

myonecrosis

壊死性肝膵炎
Necrotising

hepatopancreatitis

タウラ症候群
Taura syndrome

ホワイトスポット病
White spot disease

ホワイトテール病
white tail disease

急性肝膵臓壊死症
Acute

hepatopancreatic
necrosis disease

クルマエビ Marsupenaeus japonicus ○ ○

シロアシエビ
（バナメイエビ）

Litopenaeus vannamei ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

養殖水産動物 OIEリスト疾病



養殖場におけるOIEリスト疾病発生状況　【貝類】
（○：感受性種、　ピンク色：発生あり）

標準和名 学　名

アワビヘルペスウイルス
感染症

 Infection with abalone
herpesvirus

キセノハリオチス感染症
Infection with
Xenohaliotis
californiensis

ボナミア・イスクティオー
サ感染症

Infection with Bonamia
exitiosa

ボナミア・オストレエ感染
症

Infection with Bonamia
ostreae

マルテイリア・レフリンゲ
ンス感染症

Infection with Marteilia
refringens

パーキンサス・マリナス
感染症

Infection with Perkinsus
marinus

パーキンサス・オルセニ
感染症

Infection with Perkinsus
olseni

クロアワビ Hａｌｉｏｔｉｓ discus discus ○

エゾアワビ Haliotis discus hannai ○

メガイアワビ Haliotis gigantes ○

マダカアワビ Haliotis madaka ○

トコブシ
Haliotis diversicolor aquatilis/
Haliotis diversicolor supertexta

○ ○

フクトコブシ Haliotis diversicolor diversicolor ※ ○

マガキ Crassostrea gigas ○

スミノエガキ Crassostrea ariakesis ○ ○

ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis ○

アサリ Ruditapes philippinarum ○（天然のみ）

養殖水産動物 OIEリスト疾病

※当該疾病の感受性種としてOIEに認められていないが、我が国で発生報告があったもの




