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α湾総後縦約

資料
。縦潟縦約

午コロナウイルス国内流行株の抗原性比較解析と病原性試験

菅野 徹 1)* 石原涼子 t) 品問真一[) FJ'l日l郁夫 l¥ iJ-IJ$:麻衣子 2) 石川義春 l¥ J"JEH耕一 1)

(平成 22年7月27日受付)

Antigenic variation among recent ]apanese isolates of bovine coronaviruses and experimental 

infection for the verification of their pathogenicity 

Toru Ki¥NNO 1)*， Ryoko ISHlHARA 1)， Shinichi I-IATAMA 1)， Ikuo UCHIDA 1)， Maiko YAt-.!IAGISHI21， 

Yoshiharu ISIlIKAWA 1) & Koichi KADOTA 1) 

よ|二コロナウイルスの国内流行株の抗原性比較解析を行った。4つのi述l註I伝子型に属す

ウイルス株11問1日刈i可jにはlベ1-'味哨手梢|日I}抗JIι，'L)原E京氏則(!け'1性|
かつた。遺伝子担 1に』股府属患烹茂?;Jす桂掛卜川株に対する 1-1-'岬晴干和|日Iモノクロ一ナル抗体 41-1弘4は， 2，3お

よび4型ウイルスに対する 1-1哨l能が大きく低|ごしていた。4H4に対する q:J手n抵抗性変

興株の解析により 1-1-'手LI抗原古1¥1立がS蛋!とiの 284番目のアミノ椴であることを特定した。

崎川株および熊本株をLIーに経口接離し病原性再現試験を行った。熊本株を綴種した

よ|ニには発熱， -rご剰などの典型的な症状が認められ， Jfll紫.・-911汁，糞使からウイルス遺

伝下が検出された。病理11組織学的解析により，巨l腸を主に腸管全域における病変が認

められたが，ウイルス遺伝子および抗原検出の結果は.その他にもよ手 IfI介 *1~î )J見 気管

:Wi)J見Jliliおよび第 1-4胃においてもウイルスが地殖することを示 した。
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背景

午コロナウイルス (BCoV) 感染症は• hレ|ニや新 ~t子

よ|二に下痢を引き 起 こす疾病として知られ， また，病状と

して i陸度ではあるが発熱や|度などの呼吸器病にも関与す

ることが認識されるようになった。発生は全国各地で認

められ，農水省の監視・危機管理体制3装備対策において

毎年多くの発生件・頭数が報告されている。典型的な痕

状は 20~ 72 H寺問の潜伏期の後，突然に元気消失，食欲

不振，水様性下痢やJflli更を呈 し搾乳よ|ニでは産乳量が激

減するため.経済的損失が著しい。通常.予後は良好で

数週間内で回復するが，新生子牛の場合，ストレスや二

次感染そして初乳の摂取不足などにより死亡率は上昇す

る。本病は農場ー内に容易に常在化し同-農家での再発

生も認められる。 このように 日本全国に浸潤・ 蔓延して

いる疾病であるが，その病原体である BCoV株聞の遺伝

子性状，抗原性ならびに病原性に関しては，ウイルスが

!fUJj!ii1ûf研究幸l{ f~l' 第 117サ. 19-25 (平成 23年2月)
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分離しにくいこともあり，流行株をj目いた詳剤11な解析が

行われていなかった。そこで，我々は近年(1999~ 2009 

年)の国内流行株を分離しウイルスの抗原性.病原性

および宿主域に関与すると 考えられるエンベロープ精タ

ンパク S遺伝子 をrFJいた解析を行い， 本ウイルスの遺伝

子型が 4つに分類され，遺伝学的系統が短期間で推移す

ることをIYJらかにしてきた日}。 本ウイルスの抗原性はli1

ー と報告されているが， J-.記の結果より現在わが国にお

いて流行しているウイルスの抗即位状も変化しているこ

とがtftiJ!iJできることから， 1主11)'，/で使)IJしているワクチン

株との比較を含めて，遺伝子性状と抗原性の十El関を解析

することが本病の防疫対策をとる」二で、111:投ーとなっている。

また，病untl:に関しでも. 1主11大~ì武行株を川いたWío析が行

われておらず， 詳細11な病原性状は不明で、ある o 本研究は.

これら抗}Jlltl:および病原性について解析することを|一IFls

とし 平成 20~ 21 年度に動物í!rj ~I:.研究所1TI~ /)~強化研究

官 「初|ヲEE問題名・ LI二コロナウイルスのわE以性および、1，i.jK(

性解析Jにより 実施された。

試験研究方法

1. 4つの遺伝子型ウイルスに対するウサギ抗血清の作製

分子系統樹Wio析において 4つに分類された遺伝子型か

ら各々代表株を選択しウサギに接融すること により免

疫Ifll消を作製した。

2.抗原性比較解析

ウイルス株と免疫Jflln!;-をmいた蛍光抗体法や交差J.j一I平LI試

lrfを行い.株間のわ'LJJ;l性;1犬の比較!昨析を行った。 さらに，

日本初発例からの分離株で、本病の1iなIg:既定に多く使JiJされ

る掛川株 11に対ーする中手11モノクローナル抗体4H4i1
を汀jい

た仁|功11試験を行い，各株に対する 仁1"平11能のより!疫を行った。

3. ウイルス粒子上の中和抗原部位の特定

プ ラック法により t1トJ11株のウイルス プ)1illiを測定後.

4H4培養上清の'.11手J]抗体1illiを50%ブラック阻止J去により

算出した096穴プレート上ーにて掛川株を 10倍階段希釈し

50%プラック阻止を示 した希釈の 1001;!ii農度の 4H4を等

霊力11え 5%CO2存夜下で 37
0

C. 111寺間の反応後. HRT-

18G細胞に接種しI音養を続けた。 ウイルス噌殖の認めら

れた最高希釈穴から府養上前を 回収し.ブラック純化を

21IT1行い，エスケー プ ミュータントウイルス(~I"和抵抗

性変共株)とした。作，'+'1したエスケープミュータントウ

イルスのゲノム RNAを抽出後. :J:JLlh(性に関与する Sお

よび HE蛋白 をコードする遺伝子 をRT-PCRにより哨l間

Bu/l. Natl. Inst. Anim. Health No. 117. 19.25 (February 2011) 

lKakegawa (掛JlJ)株 l

試験 NO.227牛(10ヶ月齢)培養上清 60mlを経口投与

試験2 NO.230牛 (13ヶ月齢):培養上清 111を経口投与

[ Kumamoto/1/07 (熊本)株 l
試験 NO.231牛(15ヶ月齢):培養上清 1.2'i正を経口投与

試験2 NO.248牛(3日齢):NO.231牛糞便 5t7乳剤を経口投与

NO.249牛(3日齢):NO.231牛糞便 10~7乳剤を経口投与

試験3 NO.251牛(8日齢):NO.249牛糞便 20~ラ乳剤を経口投与

臨床症状の変化および血紫、鼻?十、糞便中のウイルス遺伝子の

有無、そして抗体の応答を検証

1~ll 動物試験

した。 このよ鼠恭配列をj火定することにより，変呉市¥1立，

すなわち仁|叶11抗原市位であるアミノ般を特定 した。

4.動物接種試験

掛川株および現在の流行遺伝子型である 4引から熊本

株 (KumamotoI1l07)を}1']し、た動物試験を行った (1!Zll)。

使}.IJLI二は試験日目立台前に BCoV抗体陰性を{J'M認した。接種

後. 1臨床 ，/j'l~状の変化および líll紫.鼻汁，糞便 'l' のウイル

ス遺伝子の有力!fi. そして抗体の応答を検ITiEした。 ウイル

スj立伝子は材料から RNAをtllll:l'，後， 恒光ら 8)による N

遺伝子を増幅するプライマーセットを用いた RT-PCRを

行い.さらに著者の設定 したプライマーセット(未発表)

をJIJいた nestedPCRを行 った。I瓜Ill'中11}おM抗)'1日l

抗イ体本官仰仙仙11川lii)測J[則!羽1定は. それぞれのウイルスに対する 中和試験に

より 行った。

'1'.体内でのウイルスl';gIpR¥課税で、の遺伝子変異を検証す

るため，糞使ならびに鼻汁からの分南If~ウイルスの s;宣伝

子の~t~ Ji~配列を決定し熊本株と比較した。

発症例の各組織からウイルス遺伝子 の検出をよ記のブj

法で行い. また.病理組織学的解析を HE染色および抗

熊本株ウサギIfll清をmいた免疫染色にて行った。

結果

1 .抗原性比較解析

遺伝子型 1からfl卜川株および 661日(ワクチン)株.

2から石川株(Ishikawa/2/99)， 3から北海道株

(Hokkaido/12/03)， 4から熊本株 (KumamotoI1l07)

を選択しこれらのウサギ免疫血清を作製した。これら

免疫JflU青を用いた蛍光抗体法ではウイルス株間の差は認

められなかった。一方.交差仁1"手n試験においては.抗原
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表 1 各遺伝子型ウイルスとウサギ免疫Jfll清の交差中手11試験

ウイルス株
ウサギ免疫Jfllm

αKakegawa α66/日

Kak巴gawa z155 (100)' z1'1.5 

(遺伝子型 1) 

66/H 
2155 (84) 21元 (100)

(遺伝子型 1)

Ishika wa/2/99 
215 (50) 2135 (35) 

(遺伝子型 2) 

Hokkaido/12/03 
216 (60) 2155 (50) 

(j宣伝子， ~I! 3) 

K umamoto/l/07 z1'J (42) 2135 (35) 
(遺伝子

1:11手LI抗体制liはウイルス明殖を抑えた最高希釈の逆数で示した。

* +I~'ij，瓜内は抗j京性の相|期!支を表す R 1rUを示 した。

R=100行士す万

αIshikawa αHokkaido αKumamoto 

21<1 215 
2
13 

21'1 21'1.5 21:1 

z155 (100) z1'1 2
14 

2川 (25) 21i (100) 21'J 

2135 (42) 2H5 (35) 21<15 (100) 

rl=ヘテロ抗体制li(2株)1ホモ抗体1illi(1株)， r2=ヘテロ抗体価(1株)1ホモ抗体制li(2株)

表 2，1'1可11モノクローナル抗体4H4の各遺伝子出ウイルスに対する 11"布l抗体制li

遺伝子型 1 遺伝了型2 遺伝子出3 遺伝子型4

Kakegawa 66/1-1 Ishikawa/2/99 1-1okkaido/12/03 Kumamoto/l/07 

4H4 培養」二 jj~f
2
12 z1J 

(4，096) (2，048) 

4I-I4マウスJJ主7j(
2
185 

2
175 

(370，728) (185，364) 

1，1，1和抗体1illiはウイルス地殖を抑えた最市希釈の逆数で示 した。

性相IUjljtを示すR1r~(では株nnの抗原性に差が認められた

(表 1)。さらに， .J'Jr }II株に対する III和モノクローナル抗

体 4H4は， 2， 3および4l[;I!ウイルスに対する中手11能が

大きく低下していた(表 2)。

2.中和抗原部位の特定

4H4の存不I:Tでι川|株を:hg養することにより，エスケー

プミュータントウイルスを刊汁L¥した。このうち， 151'*の

S遺伝子牛(約 4.lkb)を決定 したところ， 全ての株の 851

番 l二|のj-jI[ ~aとに T から C への変異が認められ， これは S蛋

白の 284番目のアミノ般をパリンからアラニンへ変興さ

せるものであった。一方，HE遺伝子(約l.3kb) には変

異が認められなかった。

3.動物接種試験

1)掛JlI株

:tJト川株を接種したよ|二 2NJi (No， 227および230)には発熱. 

. ~~i\.i-I-，下痢等の症状は認められなかった。No，227ではlfll

<2 

2
55 

(45) 

<2 

2
85 

(362) 

<2 

2" 
(32) 

紫 (5日目)と鼻汁 (121::1 I~I )からウイルス遺伝子が nested

PCRで検出され， No，230では山汁 (9および 10日目)か

らウイルス遺伝子が検出された。抗体の陽;1正はNo，227

では試験則問1"1'1(20 H NIJ)認められず， No，230では最終

日 (111:11ヨ)に低ブJ1illi(x 4)ではあるが認められた。

40.0 

'C 

395 

385 

38.0 

Kumamoto/1 /07 (遺伝子型4)接種試験1

下痢+ + + 

鼻j十 o 0 0 

10 

r::;;-つご二1血祭一 一 一 一 一 一 ーー“ 一 一
行立伝子|肉 I

1-::::-::' 1Ll.汁+++++ +++  
川貴出 |押"
L二二Lー」糞便 ・ ・ ・ +(n)・+(n) +(n) +(n) + +(n) +(n) 

咽 60

50 

4~ 

10 

'" 
10 

.Cn): nested PCRで植出

@ 2 熊本株接種試験

[OJ1制日f研究報f~f t() 117庁 19-25(平!或 23{Io 2 )"J) 
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Kumamoto/l/07 (遺伝子型4)接種試験2

|+ 体温("c) __中和抗体価

ホルネ陶 248(3日齢) ホル牛 No.249(3日齢)

6c 

師

Jえ:
1 1.直睡，~守園田・・情，. 1 '30 

下鍋 + ++ ++ 
血便

血繋 +ln)" + 血眼 + + + + 

鼻汁 + +(n)" 鼻汁 + + + + 

茸恒 + 翼置 4 十 + + 

べn):nested PCRで摘出

図3.熊本株接種試験2

表3回分離ウイルスの S遺伝子におけるよ宣伝子変興

nt536 nt696 nt982 nt984 nt3157 

Kumamoto/1I07 A T C T C 

試験 2 糞使 GorA A C T C 

試験 2 -~~tt汁 A A C T C 
試験3 糞使 G A C T C 

試験3 出汁 G T T G TorC 

アンダーラインは同義世換

Ku mamoto/l/07 (遺伝子型4)後種誌験2

I~I 5. IO:J)助における病変とウイルス抗原

2)熊本株

熊本株を接種した.'-1二(No.231)は発熱および血液を含

む秋使を呈 した(図 2)0 "Ij~\. ~十と糞便からウイルス遺伝子

が検出され，接種 71:11ヰから抗体の陽転が認められた。

No. 231の発使材料の PBS懸溺液を接:布[した新生子!I二

2 ijf( (No. 248および249)のうち NO.248は2日日に秋使

を呈した後，死亡した(I~I 3 ) 0 No. 249は下痢(Jf!L)使を

呈した。両頭のIfIL柴，鼻汁，糞便からウイルス遺伝子が

検出されたが.抗体の陽qi~は試験期間 rll (5日間)認めら

Bull. Natl.Inst. Anim. Health No. 117. 19-25 (Fcbruary 2011) 

Kumamoto/l/07 (遺伝子裂4)接種試験3

NO.251牛 :4日目 鼻甲介粘膜

HE x6∞ 

粘膜上皮細胞の細胞質肉における

ウイルス抗原

線毛配列の苦しれ

粘膜上皮細胞聞ならびに固有賂における

好中涼浸潤

図 6. ~;，..rp介粘膜における病変とウイルス抗原

れなかった。

NO.249の糞便材料の PBS懸溺液を接種した新生子牛

1 YH (No. 251)は発熱お よび下痢 (JITL) イ更を 呈した ( I~I

4) 0 JfIL紫.五1汁二糞使からウイルス遺伝子が検出された

が.抗体の|湯転は試験期間1.11 (4 1:1間)認められなかった。

NO.249の鼻.汁および糞便.そ して No.251の鼻汁お よ

び糞便か ら分離したウイルスの S遺伝子rl:1にはのべ 5カ

所の変兵部位が認められた。この うち3カ所はア ミノ 酸

変異を伴う変異であったがいずれも polymorphicregion 
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表4目 No.251!/二 各臓器(組織)からのウイルス遺伝子およびウイルス抗原検出

臓器(組織) RT-PCR 病理(免染)

五，"-LF'介者lj)j莫 + ++ 

鼻腔粘膜 + 

気管粘膜 十 + 

JJni 右前葉 + n* 

11m 右中葉 + 

肺右後葉 + n 

日市 左前葉iiiJ部 + 

IJi/J 左前葉後部 十

日ilJ 1.i::後葉 十

十二指腸上部 + + 

ー|二指腸下部 + n + 

~~J揚 J-_~:I\ + 

空)助 1"1"部 + 

"~J助下音1\ + ++ 

回j路 上ml + 

巨I!協 "1"古11 +++ 

回腸下部 + +++ 

!日li主部 + +++ 
nestcd PCRで十余11'，

の待u或タトであった(王毛3)。

病理組織学的解析により， IITI腸を主に腸管全域におけ

る粘膜上皮細胞の剥離脱落と粘膜l占I ，{~Î習の毛細血管充JfLl，

水!J!ILリンパ管拡張および変性壊死が認められた CI>g15 )。

免疫染色では仁記の粘膜上皮にJJIIえ，身 L[=I介粘膜， 気管

おIj}j史.第 3-4'1司にも抗原が検出された (1)g16)。 さらに

RT-PCRにより，脇信;全域に力11え.第 1-4'1守，~f!cll-'介粘)j見

気管粘膜， lJi/iおよび腸管の付属リンパ節からウイルス遺

伝子が検出された (表 4)。

考察

各遺伝子型のウイルス株間には抗原性の差が認められ

た。 しかし，ロタやピコルナウイルスではtAミII¥]の1-1弓J]打L

休イIJfiがヘテロでそれぞれ 20倍以上の差があるlIiJ二に Ifll清型

が呉なるとするが.これは R他に換算すると 5に相当す

る210 よって， 今回の結果は.各遺伝子型ウイルス株間

の抗原性の差はJftl清型の相違を示す程度ではないことに

なる。|主l内流行中米の抗jJI'生比i/安Wf析に関しては. 岡山県

の 1995年から 97年にかけての発生例からの分離 6株に

ついて報告があるが， この成績においても笹川|株とは抗

原性が異なるが Jflli青型の十11違までは認められなかった

ことが示 されている 九 ただし系統樹Wio析ーからも 国内

流行株の S遺伝子の多様性が進行していることは明らか

であり，抗原性もこれに伴い変化することがtf(~ìJ!1jされる 。

臓器(組織) RT-PCR 病理(免染)

τl三主ご11)口M臼 + ++ 

結腸 -':部 + ++ 

結腸 r/-，部 + + 

結腸下部 + ++ 

直腸上部 + ++ 

直腸下部 + + 

肺門リンパ節 NT 

空}j場付属リンパ節 + n 

ITII }j場付属リンパ節 + + 

結腸付属リンパ節 NT + 

第一胃 + 

第二胃 + 

第三胃 + + 

第I!.Y胃 + + 

心臓 NT 

肝臓 + n 

!削減 + n 

よって. 今後も流行株の遺伝子性状とともに抗原性につ

いても剖査を継続する必要がある。事実.掛川株のqJ和

モノクローナル抗体4H4は，遺伝子型 2，3および4に

属すウイルスに対する 1-1-1手J]能が大きく低下していた。こ

のような変454の蓄積がJfll清型の相違に繋がることが予想

される。

4H4が認識する掛川株の l千!手[j抗原自1¥位は S蛋白の 284

寄目のアミノ|陪であることが特定された。 しかし 41-14

抵抗性を示 したウイルス複数株の 284番 目のアミノ酸は

.m川株と 同ーであった。これは 284番 目のアミノ酸と同

一エピ トー プを形成する他アミノ酸の変異が影響してい

るものとJ任測される。また， BCoVの11咋11抗原部位とし

ては.掛川株と同様に遺伝子型 1に属す，カナダのケベッ

ク株に対する仁|ヰ11モノクローナル抗イ本をj日いた解析により，

polymorphic region内に位置する S蛋白の 528番 目のア

ミノ般が1:1こl手lリJ'c原部位であることが報告されている 九

今回我々の成績の;:1ヰ11抗原告11位は polymorphicregion外

に位置していた。このことは polymorphicregion 以外に

も1:1斗11抗原に関与する領域があることを示し遺伝子比

較解析と抗原性の相違をリンクさせるには解析にJ:Jiいる

領域を広げる必要があるのではとJ住測される o

動物試験の結果から，掛川株の牛病原性が弱いことを

示唆する成績を得， 一方熊本株を用いた牛病原性の再現

が可能であり， )j場管以外においてもウイルスが増殖する

切Ui!ii仰|研究報告 第 ll7号，19・25(-'1'成 23"1二 2)-J) 
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ことが明らかとなった。掛}II株は.現存する'-1='で最も継

代)需の浅いものを使用したが. それでで、も情養綱紺制11川|り川)J胞j抱包でで、 9{-代t 
F阿lでで、あることカか、ら病)J原JE京jヌ(1什'1性l

また. .!.Iニf本内におけるウイルスll;gJtliも微弱であったこと

から.本株を ~I:病 )ii(住1:株としてmいた BCoV の病原告1: や

宿主域に関与する遺伝子 の解析が可能である。ただし

今阿は少数頭を}:Iい、たあi;呆であることから. 今後回数を

増やして確証を得る必要がある。

熊木株をJI]いた試験では，いずれも典担的な京状を示

した。 農場内における伝掃に近似させるために.また ~Iミ

休内におけるウイルス遺伝子の変呉と よ村i河原性の変化を

検証するために 2四日以降は糞便を経口投与 した。

試験 2および3の糞使および鼻汁から分自ji令したウイル

スから. 3カ所の非同義置換を検出したが，いずれも系

統樹解析にJHいた polymorphicregion外の領域にあっ

た。 また，その変à~~ も l宣17立されたものではないことから.

RNAウイルス特有の quasispecies 多種目:)を拾ってい

るかもしれない。polymorphicregionには遺伝子多様性

が問、められ，また.この領域をmいた系統樹解析におい

てここ 10iFで、遺伝子引が2-3 -4と1ft移したことか

ら，この領域内で、の遺伝子変異の速度が他より速いこと

が考えられた。 しかし牛体内-1，，-1のl'()IIJ~\ でこれら遺伝

子型が変興するほどの効芥があっては系統樹をJIJいた疫

学解析の有効性が焼われる。そこで¥ どのような変興が

生 じているかを線認 した。

今IITI得 られた)戊itftは.Ji卜}II株をルーツとして日本|さl内

における本ウイルスの遺伝午型が変化する過程には相当

数のウイルス増殖の機会がなければならないことを示 し

ている。もしくはそもそもルーツの異なる遺伝子引のウ

イルスが日本に侵入し 一時期に蔓延したのかもしれな

い。逃伝子型推移の牛体内における検証には.さらに継

続した動物試験が必要である。

病用組織学的解析によか本病の主徴から:jftil!lJされる

組織に病変が認められたが，ウイルス遺伝子および抗原

検 1+'，のあii栄は，その他にも鼻 l:p介午I'i)]児気管;hli)]~L JJi¥1お

よび第 1-4胃においてもウイルスが哨殖することを示 し

ていた。 Park らによる報告では ]jfff: 国 の成工|二ド痢 ~fi~例

(冬季赤痢)からの分自jí~ ウイルスを牛に経口接種し 下痢

症状を起こしたよ|二の呼吸器(J}i..1jI介粘膜. 気管粘膜. JJI/i) 

から免疫染色によりウイルス抗原が検出されたとしこ

の結果から.近年の BCoVが消化器に加え.呼吸器指向

性が高まったと抗測している 九 我々の結果も同様であ

り.消化器そして呼吸器のいずれもがウイルスの増殖場

所であると考えられる。また.本病はいったん農場内に

Bull. Natl. Inst. Anim. Health No. 117. 19-25 (F巳bruary2011) 

侵入すると.なかなか抜けない性質を持ち，これには牛

体内における持続感染を疑っているが， ラ|とだ検証されて

いない。今1IT1. 牛病原性再現試験に成功したことから，

今後は長期間の感染試験を行い.持続感染の検自Eを行う

予定である。
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Summary 

Antigenic variation among recent J apanese isolates of bovine coronaviruses and 

experimental infection for the verification of their pathogenicity 

Toru KANNO ])*， Ryoko ISHIHARA ])， Shinichi HATAMA Il， Ikuo UCHIDA 1)， Maiko YAMAGISI-n21
， 

Y oshiharu ISHIKA W A ]) & Koichi Kf¥DOT A 1) 
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Receni ]apanese field isolates o[ bovine coronaviruses. reference Kakegawa strain and vaccine strain， which 

belongs io 4 genoiypes by phylogeneiic analysis of the S glycoprotein gene， were analyzed for their antigenic 

properties by indirect immunofluorescent and neutralization tests. 1n the results of neutralization tests. there are 

antigenic differences among viruses， however it didn't show the degree of indication of distinct serotype. Monoclonal 

antibody. 4H4. against the Kakegawa strain. which belong to genotype 1. significantly lacked neutralizing aciivity for 

genotype 2， 3. and 4 viruses. Analysis of llsing escape mlltant virllses from 4H4 revealed that the antigenic site of 

Kakegawa strain was mapped to at amino acid position 284 of S glycoprotein. Experimental infection of Kakegawa 

and Kllmamoto strains were conducted for verification of thcir pathogenicity. The cattle and calves inoclllated with 

the Kllmamoto strain showed pyrexia and diarrhea. and viral gene was detected in plasma， nasal discharge and feces 

by RT-PCR. Histological examination showed lesions in small and large intestines mainly in ilellm. BCoV RNA and 

antigen were detecied in nasal iurbinaies守 trachea，lung. rllmen， reticulum， omaSllm and abomasllm as well as intestinal 

tract 
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