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注意事項 
 1．試験開始の合図があるまでこの問題冊子を開いてはいけません。 
 2．解答には必ず黒色鉛筆（または黒色シャープペンシル）を使用すること。 
 3．問題用紙は４０頁です。 
 4．「共通の選択問題」が１１問、「博士後期課程専用問題」が３問（医学、獣医学、歯

学が各１問）あります。修士課程受験者は、「共通の選択問題」から、３問を選び

解答しなさい。６年制学部（医学科、獣医学科、歯学科）を卒業・卒業見込みで、

博士後期課程を受験する者は、「共通の選択問題」から２問、「博士後期課程専用問

題」のうち在学学部学科に応じて１問を選び、解答しなさい。 
 5． 解答用紙は、１問題について１枚、計３枚配られます。３枚あるか確認しなさい。 
 6．各解答用紙の所定欄に受験番号を必ず記入しなさい。また、問題冊子にも受験番号
を記入しなさい。 

 7．各問題の解答には解答用紙各 1枚を使用しなさい。 
 8．解答用紙の右上には問題番号欄があります。問題番号欄に、問題番号を記入しなさ
い。 

 9．解答用紙は、裏を使ってもかまいませんが、図や化学式などを含め、罫線の枠の中
に収めなさい。なお、各問題において、字数、図や化学式などの使用についての指

示がある場合は、それに従いなさい。 
10．解答用紙に解答に関係のない文字、記号、図、式などを記入してはいけません。 
11．解答できない場合でも、解答用紙すべてに受験番号を記入して提出しなさい。 
12．解答用紙を草稿用に使用してはいけません。草稿用には問題冊子の中の草稿用紙欄
を使用しなさい。 

13．問題冊子・解答用紙は持ち帰ってはいけません。 
14．試験時間は２時間です。ただし試験開始後1時間を経過した後は、問題冊子・解答
用紙を試験監督に提出した上で退室してもかまいません。 
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共通の選択問題 問題１~問題１１ 

 
選択問題１  
 
ある転写因子の DNA結合配列を 10例集めたところ、下の表のようになった。これにつ
いて、以下の問いに答えなさい。導出過程も記すこと。参考 210 = 1024。 
 

ID     i 123456 
#1 TACAAT 
#2 TATGCT 
#3 TTAAAT 
#4 TATAAT 
#5 TATTCT 
#6 TATAGT 
#7 TAAAAT 
#8 AATAAT 
#9 TACACT 
#10 TAAACT 

 

  

問１．結合配列内の各位置 i (i = 1,..,6) における４種類の塩基の出現頻度表を完成さ
せなさい（値はパーセント値）。 

 
塩基   i 1 2 3 4 5 6 

A 10      
T 90      
C 0      
G 0      

 
問２．各位置において最も頻出する塩基からなる６塩基長の文字列（コンセンサス配

列）を求めなさい。 
 
問３．問２で求めたコンセンサス配列は上の観察例の何パーセントに完全マッチする

か。 
 
問４．以下、４種類の塩基が完全にランダムに出現すると仮定する（また、端の効果

は考えないものとする）。この時、上記のコンセンサス配列は平均して約何塩

基に一回の割合でマッチするか。 
 
問５．上記のコンセンサス配列に１個までのミスマッチを許したとき、問３と４で求

めた値をそれぞれ求めなさい。 
＜つづく＞ 
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問６．問５で２個までのミスマッチを許すとどうなるか。問５と同様に問３と４で求

めた値をそれぞれ求めなさい。 
 
問７．より実態に即したコンセンサス配列として、TA(T|A|C)A(A|C)T（括弧内はどれ

にマッチしてもよい）を用いたとき、上の 10例にマッチする割合と、1000塩
基長のランダム配列にこのパターンが現れる個数の期待値を求めなさい。 

 
問８．問７のコンセンサス配列に対して１個までのミスマッチを許したとき、問７で

求めた二つの値はどうなるか。 
 
問９．細菌の転写制御領域の大きさは 200 塩基長程度、高等真核生物のそれは 1000

塩基長程度であるとすると、上の計算結果から生体内での転写制御シグナルの

認識にはどのような困難が予想されるか。簡潔に述べなさい。 
 
問10．問９の状況に実際の生物はどのようにして対処していると考えられるかを100
字から200字程度で考察しなさい。 
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選択問題２ 次の文章を読んで、以下の問いに答えなさい。導出過程も記すこと。 

 
 下図は質量分析計の仕組みを示したものである。イオン化室で電荷を帯びたペ

プチドは、まず真空中を電位差 Vによって加速され、紙面平面上斜め 45度の角度
で点 Oに入射する。そこから紙面手前向きの磁束密度 Bの真空磁場（電磁石の空

隙）内を飛行し、観測点 P において磁場から出たところを検出される。ペプチド

イオンは質点とみなせるものとし、磁場は点 O を含む境界付近においても一定で

あるとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問１．初速度 0、質量 mのペプチドが電荷 q を帯びたイオンとなったとき、このペ

プチドイオンが点 Oに到達したときの速さ 0
v
r
を求めなさい。 

 
問２．ペプチドイオンの位置ベクトルを x

v
、速度ベクトル v

v  = d xv /dt とする。磁場

内でこのイオンが受ける力をベクトル表示しなさい。また、陽イオンの場合

にこの力の点 Oにおける向きを示しなさい。 

 
問３．図のように Oを原点とする右手系の直交座標系をとり、vv  = (vx, vy, vz)とおく

とき、このイオンの運動方程式をベクトル表示、座標表示でそれぞれ記しな

さい。 

 
問４．上の方程式を解いて、このイオンの磁場内での運動の軌道を求めなさい。 

 
＜つづく＞ 

y 

出射観測点 P 

イオン化室 

O   

電位差 V 

x 

B 

45o

゜ 
0
v
r  

l 



  

 4 

問５．このペプチドイオンが分子量Mで、z価のイオンであり、出射点 Pで観測さ

れたとするとき、O から P までの距離 l から、このペプチドイオンの単位荷

電あたりの分子量 (M/z)を求める式を記しなさい。ただし、電気素量を e、ア

ボガドロ数をNAとする。 

 
問６．加速電圧 V = 40 kV、磁束密度 B = 1.0 Wb/m2のとき、それぞれプロトン化さ

れた分子量 1936のペプチドと 1932のペプチドの間の分離距離Δlを有効数字

１桁まで求めなさい。ただし、e = 1.6 × 10-19 C、NA  = 6.0 × 1023 mol-1

とする。 
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選択問題３ 次の抗がん剤に関する文を読んで、以下の問いに答えなさい。 
 
切除不能ながんの治療には、抗がん剤による薬物療法が主に行なわれている。現在まで

に多くの抗がん剤が開発されてきており、臨床でも使用されているが、①その多くは、

ネズミ等に移植可能な実験腫瘍や培養がん細胞の増殖を遅延・阻止するという指標を基

に、スクリーニングされてきたものである。したがって、抗がん剤の多くは、DNA合成・
タンパク質合成・細胞周期進行など細胞の生存・増殖に関わる基本的な機能を抑制する。

そのため、がん細胞だけでなく正常細胞への毒性も強く、強い副作用が起きてしまう。

近年の分子生物学・ゲノム研究の発展により、がん細胞特異的に発現・活性化している

分子が次々に明らかになり、これら特定分子に対する薬剤のスクリーニングにより、が

ん細胞に対する特異性が高く副作用の少ない薬剤（分子標的治療薬）を開発することが

可能になってきた。②例えば慢性骨髄性白血病（CML）の多くに特異的に発現している
Bcr-Abl というキメラタンパク質を標的にした分子標的治療薬であるイマチニブ（商品
名：グリベック）は、画期的な治療成績を示した。③現在様々な分子に対する分子標的

治療薬が臨床試験中であり、がんの治療成績向上につながるものと期待されている。 
 
問１：下線①に記すスクリーニングにより得られた抗がん剤として、微小管作用薬が挙

げられる。微小管に関する以下の文章の（ア）~（ウ）に正しい言葉を入れなさ

い。 
微小管は（ア）と（イ）からなるヘテロ二量体を構成単位とする。また、微小管

は方向性を有し、その（ウ）端は中心体に接している。 
   
問２：下線①に記すスクリーニングにより微小管作用薬が選ばれてきた理由を説明する

以下の文章の（エ）~（カ）に正しい言葉を入れなさい。 
細胞分裂において、微小管は分裂装置である（エ）や星状体を形成し、染色体を

分離させるが、微小管作用薬は、微小管の（オ）または（カ）を阻害して分裂装

置の形成を阻害し、細胞増殖を抑制するから。 
 
問３：下線②に記すキメラタンパク質 Bcr-Ablは、abl遺伝子がある９番染色体と bcr遺

伝子がある２２番染色体の相互転座により発現するようになる。いま、別々の染

色体上にある架空の遺伝子 pと qを想定する。図１に示すように、p遺伝子は３
つのエキソン（p1, p2, p3）、q遺伝子は４つのエキソン（q1, q2, q3, q4）で構成さ
れている。図の矢印で示す位置を切断点として染色体の相互転座が起こった場合

に生ずる異常染色体の対応する部分の構造を図示しなさい。ただし、エキソンは、

図１にならって白抜きの四角形、イントロンは実線で描くこと。エキソンやイン

トロンの長さは、おおよそで良いが、エキソンには p1 等の名前を四角形の中に
記すこと。 

 
                             ＜つづく＞ 
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図１：p遺伝子及び q遺伝子の構造 
 
 
問４：正常細胞における Ablタンパク質は、チロシンキナーゼドメインを持つにもかか

わらす、その活性はほとんど認められない。なぜ、チロシンキナーゼ阻害活性を

もつイマニチブが CML の治療に有効なのだろうか。その理由を５０字程度で説
明しなさい。 

 
問５：キメラタンパク質 Bcr-Abl が、白血病発症の原因であることをマウスを使った実

験で示したい。どのような実験が考えられるか。その実験を３０字程度で説明し

なさい。 
 
問６： CML における Bcr-Abl の場合とは異なり、キメラタンパク質の産生を伴わない

染色体相互転座により腫瘍が形成される例として Burkittリンパ腫における c-myc
遺伝子が関与する転座が知られている。この転座により c-myc遺伝子の近傍にも
う一方の染色体上の抗体遺伝子のエンハンサーが位置するようになる。Burkittリ
ンパ腫が B細胞の腫瘍であることを考慮して、この転座によって起こる c-myc遺
伝子の変化を２０字程度で説明しなさい。 

 
                             ＜つづく＞ 
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問７：下線③の例として上皮増殖因子受容体（EGFR）のチロシンキナーゼ活性を阻害
するゲフィチニブ（商品名：イレッサ）がある。EGFR は正常細胞でも発現して
いるが、がん細胞においては EGFRの遺伝子に何らかの変異が起こりそのチロシ
ンキナーゼ活性が亢進することが、がん化に関与すると考えられている。さて、

架空の受容体Rの遺伝子 rに起こった何らかの変異によりRの酵素活性が亢進し、
それが原因で発生したヒトの腫瘍が存在するとする。r 遺伝子に起こった変異を
明らかにするため、その腫瘍及び同一患者由来の正常組織の両方から抽出したゲ

ノム DNAを各々制限酵素 EcoRIまたは HindIIIで完全消化した後、アガロースゲ
ル電気泳動し、サザンブロッティングを行なった。さらに、Rの全長 cDNAを鋳
型に作成した 32P標識プローブを用いてハイブリダイゼーションを行い、洗浄後、
オートラジオグラフィーにより結果を得た。正常な r遺伝子の構造と制限酵素地
図を図２に、またハイブリダイゼーションの結果を図３に示す。以下に示す条件

を考慮の上、がん細胞で起こった r遺伝子の変異について５０字程度で説明しな
さい。 

 
１）r 遺伝子は、５つのエキソン（I~V）からなり、各エキソンの長さは等しく

0.7 kbpである。 
２）r遺伝子は、常染色体上に存在する。 
３）DNA の抽出に用いた正常細胞およびがん細胞の染色体数はともに正常であ
る。 

４）アガロースゲル電気泳動に用いた DNA量は各レーン等しい。 
５）ブロッティングにおけるメンブレンへの DNA のトランスファーの効率は

DNAの大きさによらず一定である。 
６）図３におけるバンドの太さは、その位置に泳動された DNA 断片にハイブリ
ダイズしたプローブの量を表している。 

７）DNA断片にハイブリダイズしたプローブの量は、その DNA断片上に存在す
るプローブに相補的な領域の長さに比例し、プローブやそれに相補的な DNA
断片の塩基配列の違いに依存しない。 

 

        

図２：r遺伝子の構造と制限酵素地図 
                                 ＜つづく＞  
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図３：受容体 Rの全長 cDNAをプローブにした 
サザンハイブリダイゼーションの結果 
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選択問題４ 次の＜文章Ｉ＞＜文章ＩＩ＞を読んで、以下の問に答えなさい。 
 
＜文章Ｉ＞ 
 染色体由来の DNA断片や PCR（ポリメラーゼチェインリアクション）により増幅し
た DNA断片をプラスミドベクターに組み込む組換え DNA実験が日々行われている。本
実験は一般的に、外来 DNA断片とベクターを制限酵素で切断し、DNAリガーゼにより
連結する。続いてライゲーション反応溶液で大腸菌を形質転換し、寒天プレート上で生

育させる。次にいくつかの形質転換体から組換え体プラスミドを精製し、ベクターに対

し外来 DNA 断片が正しく挿入されているか否かをチェックする。実際に組換え体プラ
スミドをチェックしてみると、目的の組換え体プラスミド以外に、ベクターのみが自己

環状化しインサートを含まないプラスミドも数多く出現する。そこで、インサートを含

む組換え体プラスミドと含まないものとを簡便に区別できるよう、さまざまな実験的な

工夫が凝らされている。大腸菌の β-ガラクトシダーゼを選択マーカーとしたシステムは
その代表例である。本システムでは、β-ガラクトシダーゼ遺伝子の N末端領域をコード
する遺伝子断片（α 断片と呼ぶ）に外来遺伝子を挿入する。宿主大腸菌としては、α 断
片領域を欠いた非活性型 β-ガラクトシダーゼ遺伝子を含むものを利用し、二つの断片が
相補することで初めて β-ガラクトシダーゼ活性が発揮される。β-ガラクトシダーゼの遺
伝子発現誘導剤としてイソプロピル-β-D-チオガラクトピラノシド（IPTG）を、β-ガラク
トシダーゼの基質として 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドキシル-β-D-ガラクトピラノシド
（X-Gal）を添加した寒天プレート上に、組換え体プラスミドにより形質転換された大
腸菌にコロニーを生育させると、外来遺伝子が挿入された場合にはコロニーは白色とな

り、挿入されなかった場合には青色となるため、挿入の有無を容易に判定できる。 
 
問１． β-ガラクトシダーゼ遺伝子の遺伝子発現に関する下記文章の、（イ）~（ニ）に

最も適当な言葉を、下記の語群より選びなさい。 
 
 β-ガラクトシダーゼ遺伝子の発現は、（ イ ）により活性化され、その分解産物であ
る（ ロ ）により抑制される。通常の組換え DNA実験では（ イ ）の代わりに IPTG
を用いるが、これは IPTGが β-ガラクトシダーゼにより（ ハ ）されないが、（ ニ ）
への結合能を有しており、持続的な遺伝子発現を行えるためである。 
 
【語群】 
キシロース、ラクトース、アラビノース、グルコース、フルクトース、クロラムフェニ

コール、アンピシリン、cAMP、転写、翻訳、加水分解、阻害、Lac プロモーター、Lac
リプレッサー、Lacターミネーター、mRNA 
 
 
 
                               ＜つづく＞ 
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問２． β-ガラクトシダーゼ遺伝子の N 末端領域をコードする遺伝子断片に外来遺伝子
が挿入されても、まれに青色コロニーが得られる場合がある。どのような場合が

考えられるか。100字以内で簡潔に答えなさい。 
 
 
＜文章ＩＩ＞ 
 P さんは１才になる子をもつ母親であり、バイオテクノロジーの研究者でもあるが、
最近、子供の食べこぼしに手を焼いている。とくにご飯粒のこびりつきが大変で、服に

付着したものは“バイオ洗剤”で洗ってもなかなかきれいには落ちない。「この洗剤、(1)X
酵素の活性が弱いのかしら。」P さんは文句を言いつつ強力な活性を持つ X 酵素の開発
を決心した。翌朝出勤すると、P さんはまず寒天培地を作成した。培地にはご飯粒の代
わりに試薬棚にあった(2)Yを添加した。「これを強力に分解する酵素を見つけて、あのバ
イオ洗剤の会社に売り込もう。まぁ、うまくいったころには子供も大きくなっているけ

どね。」P さんは独り言を言いながら、滅菌した Y 入りの寒天培地をシャーレに注ぐと
裏庭に出た。土を一さじすくいにきたのである。研究室に戻った Pさんは採取した土を
生理食塩水に懸濁し、懸濁液の一部を寒天培地に塗布した。「土には色々な微生物がい

るのだから、強力なご飯粒分解菌もいるかもしれない。」Pさんは期待に胸をふくらませ
ながら、プレートをインキュベータに並べた。数日後、プレートにはさまざまな微生物

がコロニーを形成していた。次にプレート上にヨウ素液を注ぐと、全体が赤紫色に染ま

る中、（３）コロニー周辺に透明なゾーンをもつ菌が見つかった。X 酵素の生産菌である。
次に Pさんは最も大きな透明ゾーンを示したコロニーを拾い上げ、微生物の系統分類と
酵素の大量調製を行うことにした。酵素調製の方は、菌を液体培養し、一定時間ごとに

培養液の一部をとり、酵素の生産過程をモニターしながら行った。数日間培養を続け、

酵素の生産量がピークに達したのを確認すると、P さんは培養液を低速遠心して菌体を
回収し、その抽出液の活性を測定したのだが、（４）期待した収量をはるかに下回る活性し

か検出されなかった。培養終了後は酵素の失活が起きないよう十分注意を払って実験を

行ったにもかかわらず。。。一方、微生物の系統分類は 16S rRNA遺伝子の塩基配列解析
により行った。染色体DNAを鋳型に 16S rRNAをコードする遺伝子を PCR増幅すると、
約 1.5 kbpの DNA断片が得られた。本 DNA断片の塩基配列を解析し、他の生物種由来
の 16S rRNA配列と比較した。 
 
【試薬棚】 オリーブオイル、サツマイモ粉、カゼイン、リグニン、DNA、RNA 
 
問３．Pさんが探し求めている酵素 Xを一般名で述べなさい。 
 
問４．Pさんが寒天培地に加えた試薬 Yを【試薬棚】から選びなさい。 
 
                              ＜つづく＞ 
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問５．上記実験でコロニー周辺に透明なゾーンが生じたのはなぜか。80字以内で簡潔に
答えなさい。 

 
問６．Pさんが活性を検出できなかった原因を 50字以内で簡潔に述べなさい。 
 
問７．ミルク汚れを強力に落としたい。 

（１）どのような酵素を探せばよいか。一般名で記しなさい。 
（２）また、寒天培地上で簡便に活性を検出するためにはどのような実験系が考

えられるか。【試薬棚】から試薬を一つ選択し、活性の検出方法を記しなさい。 
 
問８．16S rRNAの塩基配列をもとに行う微生物の系統分類について、下線部(a)-(c)の記

述の正誤を○×で答えよ。 
 

16S rRNA は(a)リボソームの大サブユニットを構成する RNA であり、あらゆる微
生物に普遍的に存在する約 1,500塩基対からなる RNAである。リボソームは生物
の本質に関わる機能を担うため、16S rRNAの配列は生物種間を超えて保存性が高
く、系統分類に適している。この分類法は(b)形態的分類ともよい一致を示し、球菌

と桿菌は進化系統樹上、明確に異なる場所に位置する。しかし、(c)グラム陰性菌と

陽性菌とでは両者が別々のグループをなすわけではない。そのため、微生物分類

法の他の方法と全ての点で適合性があるわけではない点に留意しなければならな

い。 
 
問９．進化系統分類は 5S rRNA配列(約 120塩基対)を用いて行うこともできる。しかし

近縁な微生物の識別が困難なことから、現在では 16Sが主として利用されている。
近縁な微生物の識別が困難となる最も重要な理由を 50字以内で記せ。 
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選択問題５ 次の文を読み、以下の問いに答えなさい。 
 
 
赤血球表面にある抗原によって決められる血液型には、ABO型、Rh型、MN型など約 300
種が知られている。そのうち MN 型を決定する（ ① ）は第 4 番染色体に存在し、
（ ② ）としては mと nの２種類が知られている。ただし、mと nとの間には、優性
劣性の関係は無い。このため、MN型の血液型は、M型、N型、MN型の 3種類に分か
れる。 
 
 
問１．①②に入る最も適当な語句を下から選んで記号で答えなさい（同じ記号を選んで

もかまわない）。 
 
ア）snoDNA、イ）セントロメア、ウ）エクソン、エ）miRNA、オ）ヘテロクロマチン、 
カ）テロメア、キ）遺伝子座、ク）RNA、ケ）偽遺伝子、コ）、対立遺伝子、 
サ）タンパク質、シ）変異体 
 
 
 
問２．M型、N型、MN型それぞれの遺伝子型（genotype）を（ ③ ）、（ ④ ）、（ ⑤ ）
に mと nを用いて書きなさい。 
 
 
 
問３．血液型の MN 型に関して、ハーディ・ワインバーグの法則が成り立つと、M 型、
N型、MN型の相対頻度と、mと nの相対頻度は、世代を経ても変化しないことが知ら
れている。M型、N型、MN型の集団内での頻度をそれぞれ、P、Q、Rとする（P + Q + 
R = 1、P ≧ 0、Q ≧ 0、R ≧ 0）。P、Q、Rを、その集団内での、mの頻度 aと nの頻度
b（a + b = 1、a ≧ 0、b ≧ 0）で、表しなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ＜つづく＞ 
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問４．下の表は、大きな人口を持つアジアの島国 A国におけるM型、N型、MN型の頻
度である。A国はMN型に関して、ハーディ・ワインバーグの法則が成立すると言って
良いか？ 
 良いと考える場合は、mの頻度 aと nの頻度 bを書きなさい。導出過程も記すこと。
悪いと考える場合は、ハーディ・ワインバーグの法則が成り立たない原因について推理

し３０字以内で簡潔に説明しなさい。 
 
 
血液型 M型 N型 MN型 
頻度（％） ６４ ９ ２７ 
 
 
 
 
問５．大きな人口を持つアジアの別の島国 B国は、血液型の ABO型に関して、ハーデ
ィ・ワインバーグの法則が成り立つことがわかっている。血液型が O 型の人が２５％、
B型の人が２４％であるとき、A型の人の頻度（％）はいくらであるか。導出過程を含
めて答えなさい。 
 
血液型 Ａ型 Ｂ型 ＡＢ型 Ｏ型 
頻度（％） ？ ２４ ？ ２５ 
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選択問題６ 次の文を読み、以下の問いに答えなさい。 
 
ヒトゲノムの解明により、ヒトの遺伝子は(a)当初予想された数とは大いに異なっている

ことがわかった。(b)ひとつの遺伝子から複数のタンパク質が作られ、機能していること

も多いと考えられている。一方、発生工学的手法の確立により、マウス生体内における

遺伝子機能を解析することが可能になってきた。(c)一方は個体に遺伝子を導入、発現さ

せ（gain of function）、その影響を生体内で解析するものであり、他方はその逆である loss 
of functionの手法である。後者では(d)胚性幹細胞（ES細胞：Embryonic stem cell）で 1つ
の遺伝子が改変された(e)相同組換え体を選別、(f)キメラマウスを経て作成される。また発

生工学的手法の発達により、(g)体細胞の核移植によるクローン動物の作出も可能になっ

てきた。 
 
 
問1. 下線(a)について、ヒトのタンパク質をコードする遺伝子数はどの程度と思われる

か、下記の中から該当するものを選択して番号で答えなさい。 
  
   （1）約 3千  （2）約 3万  （3）約 30万 
   （4）約 300万  （5）約 3,000万 
 
 
問2. 下線(b)について、どのような機構によりこのようなことが可能となるか 

考えられることを一つ記し、さらにそれについて 100字以内で簡単に説明しなさ
い。 

 
問3. 下線(c)について、発生工学的手法を用いて作成されたこのようなマウスは、それ

ぞれ何マウスと呼ばれているか、記載しなさい。 
 
 
問4. 下線(d)について、ES 細胞は受精後何日目の胎生期胚から樹立できる細胞か、下

記の中から正しいものを選び番号で答えなさい。 
 
   （1）1.5日目  （2）3.5日目  （3）10日目 
   （4）15日目  （5）20日目 
 
 
 
 
 
                             ＜つづく＞ 
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問5. 下線(e)について、下記のうち正しいものを選び番号で答えなさい。 
 
（1）相同染色体の遺伝子間で組換えが生じたもの 
（2）相同遺伝子の両方が遺伝子組換えされたもの 
（3）導入遺伝子と相同性のある DNA部分で組換えが生じたもの 

 
 
問6. 下線(f)について。 

キメラはもともとギリシャ神話に出てくる怪獣であるが、キメラと似たものに

雑種といわれるものが存在する。キメラと雑種の相違点を述べなさい。 
 
 
問7. 下線(f)について。 

1. 毛色が黒いマウス由来の ES 細胞を白いマウス由来の胚に注入して作成され
たキメラマウスの毛色はどのようになるかを述べなさい。ただし、毛色を決定す

る遺伝子座は 1つであり、また黒色マウスと白色マウスの正常交配では、子供の
毛色は茶色になると仮定する。 
2. 上記のキメラマウスと白色マウスを交配した場合、生まれた子供の毛色は何
色になると考えられるか。ただしキメラ率は 50％とし、それがそのまま子孫に反
映されると仮定する。 
3.  上記のキメラマウスの子供が 20 匹得られた場合、遺伝子改変が検出し得る
マウスは理論上何匹いることになるか、述べなさい。 

 
 
問8. 下線(g)について。 

動物の臭覚受容体は多種類の臭いに反応するため、リンパ球における抗原受容体

のように遺伝子の再構成が生じて多様性を獲得しているのではないか、と長い間

議論になっていた。クローンマウス技術を用いることにより、最終的にその可能

性が否定されて解決を見たが、どのような結果があれば、そのような結論を導き

出すことができるか、200字以内で簡潔に述べなさい。 
 
 
問9. 下線(g)について。 

体細胞核移植により個体が誕生し、さらにその子孫が得られるという事実は、分

化した体細胞でも個体を形成するのに必要なすべての遺伝情報を保持している

ことを示している。しかし、これらの核移植動物の中には発生途中、あるいは誕

生後に異常を示して死亡する個体も多い。核移植の技術的な問題を除くとすれば、

このような異常を生じる原因としてどのようなことが考えられるか、200字以内
で考察しなさい。 



  

 17 

選択問題７ 遺伝子導入にはさまざまな方法があるが、主に DNAをトランスフェクシ
ョンする方法とウイルスベクターを感染させる方法に分けられる。以下の問Ａ～Ｉ、に

答えなさい。 
 
 
問Ａ～Ｃ：ウイルスベクターにはさまざまなものがあるが、研究や遺伝子治療で良く利

用されるのはレトロウイルスベクター（マウス白血病ウイルスベクターと HIV ベクタ
ー）、アデノウイルスベクター、アデノ随伴ウイルスベクターである。これらのベクタ

ーの特徴について正しいものを、以下の文章の括弧内から選び番号で答えなさい。 
 
 レトロウイルスベクター、アデノウイルスベクターのうち感染後ゲノムへ挿入される

のは、（A: 1. レトロウイルスベクター 2. アデノウイルスベクター）である。（B: 1. HIV 
2. アデノ随伴ウイルス 3. マウス白血病ウイルス）は特定の染色体部位に組み込まれる
ことが知られており安全性の点から注目されたが、ベクターとして使用すると組み込み

部位がランダムになる。現在、特定部位への組み込み機構が研究されている。また HIV
ベクターとアデノウイルスベクターは増殖していない細胞にも感染するが、このうち

（C: 1. HIVベクター 2. アデノウイルスベクタ−）は、細胞が増殖すると導入した遺伝
子の細胞あたりのコピー数が減少するため遺伝子を持続的に発現させたい場合には向

かない。 
 
 
問Ｄ，問Ｅ：プラスミドベクターに関する以下の記載において適当なものを括弧内から

選び番号で答えなさい。 
 
 トランスフェクションを利用した方法には、カルシウムフォスフェート法、

DEAE-dextran法、リポフェクション法、エレクトロポレーション法など様々な方法があ
る。このうち（D: 1. カルシウムフォスフェート法 2. DEAE-dextran法 3. リポフェク
ション法 4. エレクトロポレーション法）は、細胞膜に無数の孔をあけることによって
強制的に遺伝子を導入するという原理に基づいている。一方、他の３つの方法には細胞

が能動的に DNA を取り込むことを利用するという共通点がある。これらの方法は、試
薬と混合することによって DNAの（E: 1. 陽電荷 2. 陰電荷 3. タンパク質混入）を打
ち消し、DNA試薬複合体を細胞が取り込みやすくするという共通の原理に基づいている。 
 
 
 
 
 
 
 
                              ＜つづく＞ 
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問Ｆ～Ｉ：以下の学生と教員のやりとりを読んで、問いに答えなさい。 
 
教員 安定形質転換株（ここではトランスフェクタントと呼ぶことにします） 
      を得る場合には、エレクトロポレーション法ではプラスミドを直線化 
     （linearize）して導入することが多いが、カルシウムフォスフェート法 
      や DEAE-dextran法では環状プラスミドのまま導入することが多いのは、 
   なぜかわかりますか？ 
学生 直線化した DNAをトランスフェクションすることの利点は直線化した DNA 
      の方が（F: 1. エレクトロポレーションにおいて安定性が高い 2. 挿入 
      される時に発現ユニットが保たれやすい）からだと思います。一方、カ 
      ルシウムフォスフェート法や DEAE-dextran法では、長い時間細胞と DNA 
      をインキュベートする必要があり、（G: 1. 不安定な 2. DNaseに抵抗性 
      の 3. 細胞内で増幅可能な）環状プラスミドを利用するからだと思いま 
      す。 
教員 正解です。 
学生 そういえば、このあいだエレクトロポレーションで樹立したトランスフ 
      ェクタントで不思議な結果が出ました。あるレセプターの αサブユニッ 
      トと βサブユニットを発現するトランスフェクタントを作成しようとし 
      たときに２つのプラスミドを同じ酵素で直線化して使用しました。αサ 
      ブユニットの発現プラスミドは、この酵素で直線化すると、薬剤耐性遺 
      伝子（ネオマイシン耐性）はインタクトでしたが、αサブユニット遺伝 
      子の真ん中付近で切ってしまうことに後で気がつきました。βサブユニ 
      ットのプラスミドは、同じ酵素で直線化しても、βサブユニット遺伝子 
      と薬剤耐性遺伝子（ハイグロマイシン耐性）はインタクトでした。 
教員 それでは、ネオマイシン耐性になったトランスフェクタントでは αサブ 
      ユニットは発現しなかったのですか？ 
学生 僕もそう思ったのですが、不思議なことに αサブユニットのプラスミド 
      を導入してネオマイシン選択した１０クローンのトランスフェクタント 
      のうち、６クローンではちゃんと αサブユニットが発現していました。 
      また αサブユニットと βサブユニットを両方発現しようとした、ネオマ 
      イシンとハイグロマイシンに耐性のトランスフェクタントでは、１０ク 
     ローンのうち１クローンで αサブユニットの発現が認められました。ウェ 
     スタンブロット法で両タンパク質の大きさを調べたところ、予想通りの大きさ 
     なので、融合タンパク質ができた訳でもなさそうです。coding領域がインタク 
     トなプラスミドを導入した βサブユニットの発現は１０クローンすべて 
     で確認できたのは分かるのですが、どうして coding領域を途中で切って 
     しまった αサブユニットも一部のクローンではちゃんと発現したのか不 
     思議です。 
                          ＜つづく＞ 
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教員 それは面白い経験をしましたね。大体の理由は予想がつきました。月曜 
      日までの宿題ということにしましょう。 
                           
 
問Ｆ，問Ｇ：学生の答えとして適当なものを、文章の括弧内から選び番号で答えなさい。 
 
問Ｈ：この学生の実験で、間違えて coding領域を途中で切ってしまった αサブユニット

が一部のクローンで発現したことを説明しうる理由を１００字以内で簡潔に述

べなさい。その他に図を使っても良い。 
 
問Ｉ： この学生は DNAの直線化は注意深くオーバーナイトで行いました。混入してい

る環状プラスミドが発現した可能性を可能な限り否定するためには、どのよう

な実験を行えば良いか、２００字程度で述べなさい。 
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選択問題８ 以下の問いに答えなさい。 

 

問１．原子の構造に関する次の文を読み、下の問いに答えなさい。 

 

原子は ① と ② によって構成されている。さらに、 ① は陽子と ③ に

よって構成されている。 ① 内の陽子の数を ④ という。たとえば、酸素の ④ 

は（Ａ）である。 ④ が同じで質量数が異なる原子が存在する場合、それらは、

たがいに ⑤ と呼ばれる。 ⑤ の質量数が異なるのは、 ③ の数が異なるか

らで、たとえば、質量数 17 および質量数 18 の酸素原子の ③ の数は、それぞれ

（Ｂ）と（Ｃ）である。 

 

（１）①～⑤にあてはめるのに、もっとも適切な語は次のうちどれか。 

 

ア．プロトン、イ．変異体、ウ．同位体、エ．原子量、オ．素粒子、カ．質量数、 

キ．電子、ク．元素、ケ．原子、コ．中性子、サ．中間子、シ．原子番号、ス．原

子核、セ．分子、ソ．同素体 

 

（２）（Ａ）～（Ｃ）に適切な数字を記入しなさい。 

 

問２．物質の状態に関する以下の問いに答えなさい。 

 

（１）次のア～クの記述の中から正しくないものを選び、記号で答えなさい。 

 

ア．液体は気体よりも拡散が遅い。 

イ．液体が蒸発するときエネルギーは放出される。 

ウ．液体が蒸発するとエントロピーは減少する。 

エ．充分に冷却すれば気体は液化する。 

オ．絶対温度 0 K では気体は存在しない。 

カ．100 ℃よりも低い温度で水を沸騰させることができる。 

キ．100 ℃よりも高い温度で水を沸騰させることができる。 

ク．沸点は地球上の場所によって異なる。 

 

（２）理想気体の標準モル体積(1 気圧、0 ℃における１モルあたりの体積)を答えなさ

い(有効数字３桁)。ただし、気体定数 8.31 J K-1 mol-1、1 atm = 101000 Pa とし、これ

らの定数および関係式を用いて算出すること。解答に加えて、その導出過程も簡潔に記

すこと。 

 

                          ＜つづく＞ 
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（３）ドライアイス(固体の CO2)が標準状態(1気圧、0 ℃)で気化したとき、その密度は

何倍になるか求めなさい(有効数字２桁)。ただし、ドライアイスの密度は、1.6 g/cm3

とする。解答に加えて、その導出過程も簡潔に記すこと。 

 

（４）ドライアイスの昇華点は、-79 ℃である。１気圧のもとで 22 g の CO2ガスを-79 ℃

から 21 ℃に熱した際のエンタルピー変化を求めなさい(有効数字２桁)。ただし、CO2ガ

スは理想気体であるとし、その定容モル熱容量は 20 J K-1 mol-1とする。解答に加えて、

その導出過程も簡潔に記すこと。 

 

（５）下の図は、ある温度（T）と圧力（p）で純粋な水が熱平衡状態にあるときにはど

のような相で存在するかを示す相図である。この図に含まれる情報から、なぜ氷上でス

ケートができるかについて、一つの説明が可能である。この説明を 100 字以内で述べな

さい。 

 

 

問３．分子量 320 の化合物を 160 mg はかりとり、これに水を加えて溶解して 100mℓ

の水溶液を調製した。この水溶液を 80 μℓはかりとり、水を加えて全体積が

2 mℓになるように希釈した。この水溶液を光路長１㎝のセルに入れて 260 nm

における吸光度を測定したところ、その値は 2.0 であった。この化合物の 260 

nm におけるモル吸光係数ε（M-1･cm-1）を求めなさい。解答に加えて、その導

出過程を必ず記すこと。 
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選択問題９ 以下の問いに答えなさい。 

 

問１．炭素数≤８の有機化合物及びあらゆる無機試薬を利用できるとの条件の下で、次  

の化合物を効率よく合成する反応を考え、反応式で示しなさい。但し、用いた無

機試薬については、反応後の構造式を示さなくてもよい。 

 

1)  C6H5CH2CHCH3 3)  C6H5CH2NH22)  (CH3CH2)2CHCH2CH2OH

!"#$%&'(

!"#$%&'(

4)  C6H5CH=CHCOOH 5)  C6H5CH2CH2CH2COOH 6) Br F

!"%)*"+,-
./012345(

Br

6789 C6H5OCH2CH3!-:;!<=>%?@&'(

CH3CH2OH  +  Na CH3CH2ONa  +  1/2 H2

C6H5OH  +  CH3CH2ONa
–CH3CH2OH

C6H5ONa

C6H5OH  +  NaH C6H5ONa  +  H2

AB

C6H5ONa  +  CH3CH2Br C6H5OCH2CH3   +   NaBr

!"#CDE&'( !<=>%?@&'(

!F%G%&'(  
 

問２．次の反応の主生成物（有機化合物）を示し、それに至るまでの反応機構について 

  電子の動きを矢印（→）で明確に示しなさい。 

+  (CH3CO)2O
2) AlCl3

1)  CH3CH2CH2CH2CHO  +  CH2(COCH3)2

NH

 
 

問３．下記の反応Ａでは求核置換反応が起こり、反応Ｂでは脱離反応が起こる。これら 

  の反応の違いを「求核性と塩基性」の視点から簡潔に説明しなさい。 

 

A)  C6H5CH2CH2CH-Br

CH3

+   CH3CH2OK

CH3

C6H5CH2CH2CH-OCH2CH3

!"#$%&

B)  C6H5CH2CH2CH-Br

CH3

+   CH3COK

CH3

CH3

C6H5CH2CH=CHCH3 +   CH3COH

CH3

CH3

–KBr

–KBr

!"#$%&  
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草稿用紙 
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選択問題１０ アミノ酸に関する以下の問いに答えなさい。 

 

問１．次の文を読み、①～⑤にはあてはめるのがもっとも適切な語を下の語句群から選

んで記号で答えよ。また、（Ａ）～（Ｃ）に適切な字句を答えなさい。 

 

アミノ酸は、分子内にアミノ基と ① をもつ化合物の総称である。水溶液中

において、 ② としてはたらくアミノ基と、 ③ としてはたらく ① をと

もに有することから ④ 電解質と呼ばれる。水溶液中の ④ 電解質の電荷の

代数和が０となるときの pHの値を等電点という。タンパク質に含まれるアミノ酸

は約２０種類あるが、これらはおのおのの等電点に基づいて、グリシンなどの中

性アミノ酸、グルタミン酸などの ③ 性アミノ酸、アルギニンなどの ② 性

アミノ酸に分類することもできる。これらのアミノ酸は、基本的に、水素原子、（Ａ）

原子、（Ｂ）原子、（Ｃ）原子で構成されているが、システインやメチオニンのよ

うに ⑤ 原子を含むものもある。 

 

語句群：ア．イオン、イ．塩基、ウ．カルボキシル基、エ．双極性、オ．カルシ

ウム、カ．両性、キ．酸、ク．ナトリウム、ケ．塩、コ．中性、サ．鉄、シ．カ

ルバミル基、ス．硫黄、セ．リン、ソ．カルボニル基 

 

問２．近紫外波長に吸収を持つアミノ酸として L-チロシンがある。このようなアミノ酸

を L-チロシン以外に 2 つ挙げ、その名称ならびに pH 7 付近における構造式を書

きなさい。 

 

問３．L-チロシンのエチルエステル体の UV吸収スペクトルは pH 7 以下と pH 13 以上で

は大きく異なる。おのおのは主としてどのような状態を持つ分子種に由来するも

のと考えられるか。それぞれの pHにおける構造式を書いて簡潔に説明しなさい。 

 

問４．L-チロシンは、タンパク質の立体構造形成ならびにタンパク質リガンド相互作用

においてどのような非共有結合を形成して安定性に貢献しているか、その名称を

４種類挙げなさい。 

 

問５．ペプチド結合は平面性を持つ。その理由を、構造式を用いて簡潔に説明しなさい。 

 

問６．グリシンについて、等電点を有効数字一桁で求めなさい。ただし、カルボキシル

基の解離定数を K1=5.0×10
-4(mol/ℓ),アミノ基の解離定数を K2=2.0x10

-10(mol/ℓ)

とする。解答に加えて、その導出過程を必ず記すこと。 

 

＜つづく＞ 
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問７．生理活性物質として Tyr-Gly-Gly-Phe-Met がある。この化合物の不斉炭素原子の

数を答えなさい。また、この化合物と同一の示性式で表現されるエナンチオマー

とジアステレオマーが、この化合物を除いていくつあるか。2 種を合わせた数を

答えなさい。 
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選択問題１１ 以下の文を読んで問１－４に答えなさい。 

 

  大学院生 B君はヒト培養細胞の核抽出液から、ATPを加水分解するタンパク質（分子

量 35kDa、P35 と命名）を精製した。B 君は精製されたタンパク質をタンパク質分解酵

素（トリプシン）で完全分解して、そのペプチドを質量分析装置、アミノ酸配列解析装

置で解析し、幾つかのペプチドの配列を決定した。B 君はそれらのペプチド配列をコー

ドする cDNA配列をヒト cDNAデーターベース上に見つけた。その cDNAには約 35kDa

のタンパク質をコードするオープンリーディングフレーム（ORF）が含まれていた。B

君は、そのデータを用いてヒト全 RNAから RT-PCRでその ORFを含む cDNAを増幅し

て、大腸菌での P35 の大量発現系を作製した。ヘキサヒスチジン(Hisx6)̶タグを融合さ

せた形で P35を大腸菌で発現させ、粗抽出液をアフィニティーカラム（ニッケルカラム）

に吸着させて精製した。イミダゾールを含まない緩衝液で透析後、SDS-PAGEで確認し

たところ、９５％の精製度であった。透析後のサンプルを分光光度計を用いて測定した

ところ （波長 240-320 nm）、最大吸収波長は 260 nmであった。さらに、P35をイオン

交換カラムに吸着させ精製した。B君は、この精製した組換え体 P35を用いて、ATP加

水分解の反応パラメーターを決定した。 

 

問１.   

（１）ATP のア) 正式名を記しなさい。またイ) 構造式を下の a から f の中から
選び、記号で答えなさい。 

N

N
N

N

NH2

O

HOH

HH

HH

OP

O
-

O

OPO

O
-

O

PHO

O
-

O
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O
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O

HOH

HH

HH
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O
-

O

OPO

O
-

O

PHO

O
-

O
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O
-

O

PHO

O
-

O

NH

O
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O

HOH
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O
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P

O
-

O

OPO

O
-

O

PHO

O
-

O

NH

N

N

O

NH2
N

O

OH
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OH

O
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PO

O
-

O

PHO

O
-

O

NH

N

N

O

NH2
N

O

H

HH

HH
OH

OPO

O

O
-

f

P

O
-

O

OPO

O
-

O

PHO

O
-

O

N

N
N

N

NH2

O

OHOH

HH

HH

O

e

 
＜つづく＞ 



  

 28 

 

(２) RT-PCR を用いて ORF を含む cDNA を合成する際の手順について、以下の

文章の（ア）から（ウ）に適切な酵素名を記せ。 

RNA の 3’末端領域に相補的な合成 DNA(プライマー)から、（ア）を用いて、目

的の RNAに相補的な一本鎖 cDNAを合成する。次に、RNA-cDNAの二本鎖のう

ち RNA鎖を(イ)を用いて分解する。最後に ORFの上流と下流に相補的なプライ

マー対で、耐熱性（ウ）を用いて PCRを行なう。 

 

問２.   

(１) P35を等電点電気泳動で分析したところ、pHが 8.5の位置に P35が濃縮され

ていた。P35タンパク質をイオン交換カラムクロマトグラフィーで精製するときに

用いたカラムは陽イオン交換カラムか、あるいは陰イオン交換カラムか。理由も

含めて 80字以内で説明せよ。なお、用いた緩衝液の pHは 6.8であった。 

 

(２) P35をニッケルカラムでの精製後、透析したにもかかわらず、分光光度計を

用いて測定したところ（波長 240 ‒ 320 nm）、260 nm付近に吸収ピークをもつ物質

が混在していることがわかった。この物質は何であると考えられるか。 

 

問３.  下記の（ア）から（カ）の空白に適当な式、あるいは数値を答えよ。 

 

 
 

 

 

 

 上記の酵素反応において、酵素を E、基質を S、中間複合体を ES、反応産物を P、

k1、k-1、k2をそれぞれの反応の速度定数としたとき、反応の初期で ESが増減しない

定常状態では 

 

 

 

 E の初期濃度を[E0] とすると  

 

 

  

であるので、 

 

 

 

 

 

となる。Kmを Michaelis 定数という。 

 

!"#$%&$'& ( )!*"$%'&)+ ),-.  

 

!"#$ % !"$ & '()  

 

!  E + S ES    E P + 
k  
k 

k 
  2 
 

1 

 

-1 
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定常初速度 v0は P の生成速度であるから、 

 

 

 

 

 

 

となる。 

 

基質飽和時（[S] ≫ Km）の最大速度を Vmax とすればVmax = （オ）となるので、 

 

 

 

 

となる。 

 

この式を Michaelis-Menten の式という。この式から基質濃度[S]が Km に等しいときの反

応速度はVmax の（カ）倍であることがわかる。 

 

問４.   

   （１）Km値の意味および Km値が小さいことの意味をあわせて５０文字以内で説

明しなさい。 

（２）Vmax=k2[E0] であるが、k2は別名 kcatともよばれる。kcat値の意味するところ

を４５文字以内で説明せよ。 

（３）P35タンパク質の ATPの加水分解反応速度 v0 [μM/sec]を ATPの濃度[μM]

を変えて測定したところ左下表のようになった。これらのデータから ATP の Km

および Vmaxをそれぞれ求め、その値を右下の(a) ‒ (n)より選べ。 

 

  (a) 80μM (b) 60μM (c) 50μM  

  (d) 40μM (e) 30μM (f) 20μM  

  (g) 5μM (h) 100μM/sec 

  (i) 80μM/sec (j) 60μM/sec 

  (k) 40μM /sec (l) 10μM/sec 

  (m) 5μM/sec (n) 2μM/sec 

 

（４）ある化合物をこの反応に加えたところ、ATPの Km値は上昇したが、Vmax

値は変化しなかった。したがって、この化合物は（    ）的阻害剤といえる。

（ ）内に適切な語句を入れなさい。 

 

（５）（４）の化合物の構造と機能についてどのようなことが推測されるか。２０

０字以内で述べなさい。 

ATP [μM] v0 [μM/sec] 

10 2 

25 3.8 

40 5 

50 5.6 

100 7.1 
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博士後期課程専用問題（医学、獣医学、歯学：各１問） 
 

博士後期課程専用問題：医学 
 
医－問１ 血圧調節因子に関して説明した以下の文章の空欄へ入れるのに最も適したも

のを下の選択肢から選びなさい。 
 血圧調節の最も重要な機能は血圧と末梢組織への血流を調節して身体全体と末梢組

織の機能を共に正常に保つ事である。様々な環境変化に適応出来る様に循環系の調節が

行われている。 
血圧は、「血圧」＝（１）×（２）で表される。 
生体内に存在する血圧維持機構には多数の血圧調節因子が複雑に関与している。大別す

ると（３）、（４）、（５）の３つに分けられ、それぞれの血圧調節作用の時間的な関係に

ついては以下のように考えられる。 
 まず、突然の血圧変化に対して秒の単位で作動し始める緊急的血圧調節機構としては

（６）があり、数分以上の時間がかかって作動する血圧調節機構としては（７）がある。

数時間から数日経ってからその作用が認められる調節機構としては（８）がある。 
＜選択肢＞ 
a心拍出量、b腎・体液性調節、c神経性調節因子、d化学受容器と神経性調節 
e腎・体液量調節因子、f末梢総抵抗、gレニンーアンギオテンシン系の液性調節、h液
性（ホルモン性）調節因子 
 
医－問２  高血圧症の診断と治療に関して正しいものには◯、誤っているものには×を
記しなさい。 
 
① 高血圧患者の治療の目標は合併症の予防や進展阻止である。 
② 降圧治療を行う際、臓器循環の下限値以下に降圧すると循環障害を来たし 
  心血管疾患の罹患率や死亡率がむしろ増加する。 
③ 高血圧症の治療に当たっては、高血圧以外の心血管病のリスクファクター 
  を考慮して、リスクに応じた層別化に基づいて治療方針を決める。 
④ 糖尿病を合併する患者には糖代謝を悪化させる恐れがあるのでα遮断薬の 
  使用は避けるようにする。 
⑤ 血清クレアチニン 3mg/dℓ未満であれば ACE阻害薬を用いてよい。 
⑥ α阻害剤を使用すると約 10%の患者で咳嗽が見られ、ときには他剤への変更 
  が必要になることがある。 
⑦ Ca阻害剤を使用すると頭痛や顔面紅潮などの副作用がある。 
⑧ サイアザイド剤は、現在では本態生高血圧治療の第一選択薬には含まれて 
  いない。 

 
 

＜つづく＞ 
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医－問３ 以下は１９６０年に発表された LK Dahl の論文(Cottier P, Bock KD: 
Essential Hypertension-an International Symposium. Berlin: Springer, 1960, pp. 
53-65)に示されたデータの一部である。これらのデータに基づいて以下の問いに答えな
さい。 
 
（１）下の表は、５つの地域における食塩摂取量（尿中排泄量で評価）と高血圧症の罹

患率の比較である。このデータから以下の結論を導いた場合の問題点を３点挙げなさい。 
 結論：「世界各地の５つの人口集団におけるデータから、食塩摂取量と高血圧症が関

連する事が示唆された」 

 
 
（２） 下図は日本の各地域における脳出血による死亡率（３０歳から５９歳の男性人

口１０万人あたり）を示したものである(TAKAHASHI et al., Human Biol. (U.S.A.) 29, 
139 (1957.をもとに Dahlが一部改変)。このデータに基づいて以下の結論を導く場合に、
ここにある情報に加えて、少なくとも必要とされる情報の項目を３つ挙げなさい。 
結論：「日本における脳出血による死亡率の地域差は食塩摂取量に相関する可能性があ

る」 
図（食塩摂取量は一日尿中排泄量） 

 
＜つづく＞ 
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医－問４ 下に示すグラフは1988年にBMJに発表されたIntersaltのデータを見直した

論文から引用したものである。a の回帰曲線は全部で５２の人口集団全体をもとにした

もの、b の回帰曲線はこのうち特殊な環境の人口集団を除き、工業化した地域に住む４

８人口集団のデータを元にしたものである。このデータについての解釈で正しいものに

は◯、誤っているものには×を記しなさい。 

 ① 全世界５２の人口集団のデータは、食塩摂取量と血圧が相関する事を示 

   している。 

 ② 工業化された人口集団４８のデータは、食塩摂取量と血圧が逆相関する 

   事を示している。 

 ③ 恣意的に対象集団の選別を行わず、全体のデータから結論を出すべきで 

   あり、この場合、食塩摂取量が高血圧の原因である事が示唆される。 

 ④ Na 排泄量の少ない４つの人口集団は、他と比べ明らかに性格の異なるグ 

   ループである可能性があることから、これらを含めて一般的な結論を導 

   く事は適切ではない。 

 ⑤ 同様の食塩摂取量を示す人口集団の中での血圧の値のばらつきが大きい 

   事は、食塩以外で血圧に影響する要因の存在を示唆する。 

 

 

 
 
 
 
医－問５ 以下に２報の論文のデータの一部を示す。データを見て以下の問いに答えな

さい。 

 

① Aldermanらの論文(Hypertension. 1995;25:1144-1152.)に示されているデータの一

部。 

 
＜つづく＞ 
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Table. Incidence of Myocardial Infarction per 1000 Person-Years in Men With Hypertension 

According to Quartile of 24-Hour Urinary Sodium Excretion at Baseline 

 

CI indicates confidence interval.
1 

Adjusted for race and age. 
Urinary sodium excretion:I (<66 mmol), II (66-97 mmol), III (98-138mmol),IV (>139 mmol) 

 

② Graudalらの論文(JAMA 279, 1383-1391, 1998)の表の一部。この論文は過去の５
８報の論文のデータについてMeta-analysisを行ったものである。 
 

 
 
 

＜つづく＞ 
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（１）以下の文章がこれらのデータの解釈として正しければ◯、間違っていれば×を記

しなさい。 
 ① 高血圧の患者の場合、食塩摂取量が多いほど心筋梗塞を発症する確率 
   が高い。 
 ② 高血圧のある人は食塩摂取を制限する事で血圧が低下する。 
 ③ 正常血圧の人では食塩摂取の制限による血圧低下はわずかである。 
 ④ 食塩制限をすると、レニンやアルドステロンの値が低下する。 
 ⑤ 食塩摂取制限による高レニン血症が心筋梗塞の発症に関係する可能性が 
   ある。 
 ⑥ 高血圧症の患者において食塩摂取制限で得られる血圧低下効果は、降圧 
   剤を使用した場合に比べて小さい。 
 
（２） これらのデータの解釈として間違っているものを一つ選びなさい。 
 ① 高血圧症を有する人に対して食塩制限を指導する事は有効な対策である。 
 ② 高血圧症を有する人に対しての食塩制限の効果は 5mmHg程度と少ない 
   ので、他の降圧手段を考える方が実際的である。 
 ③ 正常血圧の集団に対しての食塩制限は高々2mmHg程度の低下をもたら 
   す可能性があるだけである。 
 ④ 食塩制限によって明らかに高レニン・高アルドステロン血症が誘導され 
   ると考えられる。 
 ⑤ 高レニン・高アルドステロン血症と心筋梗塞の発症に関連があるかどう 
   かを検討すべきだ。 
 ⑥ 食塩制限による心臓血管障害の予防効果に関しては介入試験を行ってエ 
   ビデンスを得る必要がある。 
 
 



  

 36 

草稿用紙 



  

 37 

博士後期課程専用問題：獣医学 
 
獣医－問１ 次の記述のうち、正しいものには○、間違っているものには×を記しなさ

い。 
（１）牛海綿脳症の診断には PCR(polymerase chain reaction)が用いられる。 
（２）我が国で口蹄疫の発生は、1908 年以来全く報告されていない。 
（３）鶏痘や狂犬病では、感染細胞に封入体形成が観察されるが、封入体形成 
   は、鉛中毒等、重金属中毒の際にも観察される。 
（４）正常な動物細胞において、DNAは核にのみ存在する。 
（５）くる病は発育中の若い動物に発生する疾患で、原因はビタミン Eの欠乏 
   とその活性化に必要な紫外線不足などがある。 
（６）哺乳類、鳥類において、Tリンパ球は胸腺、Bリンパ球は骨髄由来であ 
   る。 
 
獣医－問２ 以下の問いに答えなさい。 
（１）細菌とウイルスの違いを２００字以内で答えなさい。  
（２）細菌とリケッチアの違いを５０字以内で答えなさい。  
 
獣医－問３ 代表的な抗ウイルス剤として、インフルエンザに対するオセルタミビル

(oseltamivir)およびヘルペスウイルスに対するアシクロビル(acyclovir)が挙げられるが、
それぞれの薬剤の各ウイルスに対する作用機序を、それぞれ３００字以内で答えなさい。 
 
獣医－問４ 以下の問いにそれぞれ答えなさい。 
 
（１）以下の塩基配列に相補的な DNA鎖の塩基配列を示し、二本鎖における各 DNA 分
子の融解温度の低いものから高いものへ順序をつけよ。 
 
① ATTGCTAATG ② GCGGTTAGTC ③ ATCTCGGTAG 
④ GGCCTTAGCG 
 
（２）一本鎖 DNA分子配列をMaxam-Gilbert法で決定した。この分子は長いので、全
てのバンドを１枚のゲルで分析することができない。そこで、試料を２つに分け、電気

泳動の時間を変えてそれぞれ分析し、下図に示す結果を得た（短時間泳動および長時間

泳動）。この DNAの塩基配列（３０塩基）を示せ。 
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博士後期課程専用問題：歯学 
 

歯－問１ 次の文章が正しい場合には○を、誤っている場合には×を記しなさい。 

（１）Streptococcus mutansはショ糖からから不溶性グルカンを形成するが、唾液か

らは検出されない。 

（２）HIV ウイルスはヒト B 細胞に特異的に感染して、HBs 抗原はこのウイルスの感

染予防ワクチンとなる。 

（３）成人の偏縁性歯周炎の局所細菌叢では運動性を示す菌とグラム陰性の嫌気性菌

の割合が高い。 

（４）免疫グロブリンの主体をなし、胎盤透過性があるのは IgG である。 

（５）アレルギーを４型に分類すると、ツベルクリン反応は即時型過敏症に分類され

る。 

 

歯－問２ 歯周病は細菌感染症であり、多くのプラーク中の細菌が関与しているが、歯

周炎から歯周病への進行過程でプラーク中の細菌叢はどのような変化を遂げるか、以下

のキーワードを用いて 400 字程度で簡単に説明しなさい。 

 

歯肉縁上プラーク  歯肉縁下プラーク  グラム陽性菌  グラム陰性菌  バ

イオフィルム 

 

歯－問３ 以下の問いに答えなさい。 

（１）歯周病の発症に関わっていると考えられている主要な細菌を 2種 学名で挙げな

さい。 

（２）上で挙げた歯周病原性細菌それぞれの病原因子について 200 字以内で記しなさ

い。 

 

歯－問４ 以下の文章を読んで下の問いに答えなさい。 

 

 右下顎大臼歯部の疼痛を主訴とする 16 才女性の患者が来院した。口腔内を観察した

ところ、当該臼歯にはう触を思わせる病変は観察されなかった。そこで、X 線撮影を行

ったところ、下顎第一大臼歯の近心面に限局した垂直的な骨欠損像が観察された。そこ

で、第一大臼歯近心部に滅菌プローブを用いて掻爬し、培養を行って原因となる病原性

細菌の分離を試みた。グラム染色ではグラム陰性の短桿菌が多数観察された。血液寒天

培地を用いて嫌気培養をおこなったところ、コロニーは観察されなかったが、5 % CO2

存在下で培養を行ったところ、溶血能は示さず透明感のある乳白色のラフ型の小さなコ

ロニーが観察された。 
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（１）上記の臨床症状および形態的な観察からどのような菌が本疾患の発症に関わっ

ていると考えられるか。菌名を学名で挙げた後に理由を 200 字程度で簡単に記しな

さい。 

 

（２）歯周病原性細菌としては、成人性歯周病の場合は偏性嫌気性菌が高頻度で分離

されるが、本菌とは生化学的に大きな違いを持つ。その違いについて 100 字程度で

簡単に述べなさい。 

 


