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〈共通の選択問題〉 

 
選択問題１ 
 

以下の問いに答えなさい。 

 

0 から N –1までの数字列（Nは正整数）をランダムな順序に並び替えるアルゴリズムを

考える。ただし、正整数の引数 n より小さい非負整数値をランダムに与える関数

RAND(n)を使ってもよいものとする。また、以下で C言語風の表記を用いるが、適当に

説明をつければ、任意のプログラミング言語に準じた表記法で解答しても構わないもの

とする。 

 

問1. C の組み込み関数 rand()は、あらかじめ与えられた seed 値で決まる系列に従

って、非負整数の乱数値を返す。これと剰余演算子 % を使って RAND(n)を表

現しなさい。ただし自然数 m, nに対し、m % n は mを nで割ったときの剰余を

与えるものとする。 

 

 

問2. 以下で、数列 array[n], n=0..N-1は、 

for(i=0; i<N; i++) {array[i]=i} 

と初期化されているものとする。 

 

まず、単純なアイディアとして、任意に選んだこの配列中の２項の数字を入れ替える

操作を十分な回数（たとえば 3N 回）行えば、実用上は十分にシャッフルされる。 

そのために、まず二つの変数の値を入れ替える手続き関数 swap を定義しよう。

swap(&array[m], &array[n]) を実行すると、array[m]に array[n]の値が入り、

array[n]には array[m]の値が入る手続きを記しなさい（ただし & はアドレス演算子

を表す）。 

 

問3. swap を用いると、上のアルゴリズムの核心部分は次のように書ける。 

for(i = 0; i < 3N; i++){ 

 (a) 

 (b) 

 swap(&array[m], &array[n]); 

} 

 

   (a), (b) に入る式を記しなさい。 

 

        ＜つづく＞ 
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問 4． N = 10 とする。以下の順序で RAND(10)が値を出力するとき、上述のアルゴリズ

ムで最初のシャッフルを行った結果と、二度目のシャッフルを行った結果を示し

なさい。 

 

0, 4, 8, 3, 5, 0, 1, 9, 7, 3, 3, 5, 1, 0, 9, 1, 5, 2, 8, 1, … 

 

 

問 5． 実用上は上のアルゴリズムでも十分であるが、もう少し効率を良くするために、

以下のコードを考えた。 

for(i = 0; i < N - 1; i++){ 

 n = RAND(N – i);          /* (A) */ 

 swap(&array[i], &array[i + n]); /* (B) */ 

} 

  N = 3 のときのこのアルゴリズムの動作を簡単に説明しなさい。 

 

 

問 6. N = 3 のときに得られる可能性のある並べ替え結果をすべて列挙し、それぞれの

結果が得られる確率を求めなさい。 

また、(5) の  (A) を n = RAND (N);かつ  (B) を  swap(&array[i], 

&array[n]); としたときはどうなるか？ 
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選択問題２ 
 
 
以下の問いに答えなさい。 
 
 
問１．４つの選択肢がある択一式問題が５問出題されていた。メディカル太郎君はどれ

も正解がわからなかったため、あてずっぽうで選択肢を選び、全問に答えた。１

問のみに正解する確率を求めなさい。また、４問以上に正解する確率を求めなさ

い。 
 
 
 
問２．一般に、ある事象Ａの起こる確率が P(A)= pで与えられている時、n回の試行を

独立に行ってＡが x回おこる確率をあらわしなさい。 
 
 
 
問３． 問 2で求めた式を f(x)とするとこの式は q= 1-pとした時の(p+q)nの２項展開式

と密接に関係している。すなわち、 
 

                               
 

は(p+q) nそのものに等しい。式(1)を 
 

                                  
 

とすると、式(1)の両辺を pで微分した後に、p+q= 1を代入して、ある事象 Aの
おこる確率の期待値、 

                                          
 

を求めなさい。 
 
        ＜つづく＞ 



  

6 

問４．式(1)をpで２回微分した後にp+q= 1を代入してある事象Ａの起こる確率の分散、 
 

                                       
 

を求めなさい。 
 
 
問５．試行回数 nが非常に多い場合を考える。問 2で得られた式に問 3で得られた式を

代入して、p を消去した後に、n → の極限を考えることで、 を用いて f(x)を
あらわしなさい。 

 
ただし、 

                                       
を用いてよい。 

 
 
 
問６．ある生物のゲノム DNA をランダムに抽出してシークエンスを決定した。200 個

の遺伝子領域について、シークエンスが出現した数を調べたところ、以下の表に

示すような分布を示したという。この分布は問 5で求めた式によく従うが、仮に、
10回以上シークエンスがあらわれた遺伝子領域があった場合、どのような原因が
考えられるか。簡潔に述べなさい。 

 
 
シークエンスがあらわれた回数 0 1 2 3 4 >=5 計 

遺伝子数 109 65 22 3 1 0 200 

 
表  
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選択問題３ 
 
以下の問いに答えなさい。 

 

図１に示すように時刻 t=0 に孔径 aの金属板にあけた孔に平行に入射した電磁波が、距

離 Rだけ後方のスクリーン上に写し出す回折像について考える。 
 

 
 
 
問１. 入射する電磁波の波長λに対して、aがある程度小さな値の場合、回折による効果 
   により入射した電磁波は急速に減衰する。市販の電子レンジでは、この効果を利 
   用してマイクロ波の外部照射を防いでいるが、この場合、aは 1/2 λ以下に設定 
   されている。マイクロ波の振動数 fを 2.45GHz、光速 c= 3 x 109 km/sとし、 
   c= fλ より電磁波の波長λを求め、遮蔽に用いる孔径 1/2λの値を求めよ。 
 
 
以下に、どのようにしてこのような回折による減衰が起こるのか、その理論的背景を考

える。孔上の微小な領域に入射した電磁波が 
 

 
 

に従って拡散する時、以下の問いに答えよ。ただし、r は微小領域からの距離、k, ωは
それぞれ、電磁波の波数、角速度を表す。 
 
 
        ＜つづく＞ 
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問２．P点と Q点に入射した光がスクリーン上の点Ｘに到達する時、その行路差を a,θ

を用いてあらわせ。θは、孔の中心線と図中の OX のなす角である。また近似的に、

∠OX ≅∠OP ≅∠OQ ≅ θとしてよい。 

 

 

 

問３．P 点と Q 点に入射した２つの入射光が、互いに干渉してスクリーン上の光度が 0

になる点、あるいは逆に干渉により強め合いが最大になる点を求めよ。sinθ=X/R

としてよい。 

 

 

 

問４．孔上の点 xを通過した電磁波のスクリーン上の点 Xでの波動関数を求めよ。ただ

し、この点での光のエネルギーの最大値を Xの関数 I(X)としてよい。 

 

 

 

問５．問２で得られた式の(-a/2,a/2)の区間での積分として、スクリーン上の点 Xにお

ける波動関数をあらわせ。 

 

 

 

 

問６．問５で得られた式を積分して、スクリーン上の点 X における波動関数を求めよ。

cosZ の積分は、 の実数部分に等しいことを用いてよい。 

 

 

 

 

 

問７．点 Xでの光の強度は波動関数の振幅の 2乗に比例することが知られている。スク

リーン上 Xにおける光の強度をあらわせ。 

 

 

 

 

        ＜つづく＞ 
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問８．問７で求めた式は干渉による減衰項を含むために、電磁波は孔を通過後に減衰し、 

   a が波長に対して小さい値をとるほどこの効果は大きくなる。この原理は、近年 

   開発された１分子計測技術に応用されている。孔径 aを小さくすることにより、 

   透過する照射光を制御するものであるが、孔径 aが入射する電磁波の波長に比べ 

   て大きい場合、どのような問題が起こると考えられるか。簡単に述べよ。 
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選択問題４ 
 
以下の問いに答えなさい。 

 
一定の長さ  に保ったゴムの張力  を温度  を変えて測定したところ、 

                  
の結果を得たという。 
 
問１．以下の文章の    に適切な数式または語句を答えなさい。 
 
ヘルムホルツ自由エネルギー は内部エネルギーを 、エントロピーを としたときに 

① 
で定義される。内部エネルギー変化量 は系に与えられた仕事を とすると 

  １         ② 

と書ける。②を①に代入すると 

  ２          ③ 

となる。ここで、等温条件下で、伸長によりゴムの体積は変わらないものとすると、③

において  である。③式を変形すると、 

  ３           ④ 

ゴムを だけ伸長させたとき、体積が変わらないことから、仕事量 は と を用いて 

  ４           ⑤ 

と書けるから、④⑤より 

   ５            ⑥ 

を得る。⑥を①に代入し、微分形式で表すと、 

   ⑦ 

と書ける。 
 
⑦式において、実際のゴムの張力 においては、第 1 項の内部エネルギー項の寄与は小
さく、ほとんどは第 2 項のエントロピー項の寄与によっている。このような性質を 
 ６ という。一般に、 ６ を示す高分子鎖の形態は ７ によって変化し、 ８ の

小さい状態に保てるよう外力が必要となる。 
 
 
        ＜つづく＞ 
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問２．このゴムの内部エネルギーは温度だけの関数であり、エントロピーは長さ とと

もに減少することを示しなさい。 
 
 
 
問３．このゴムを断熱的に引き伸ばすと温度が上昇することを示しなさい。 
 
 
 
問４．このゴムの張力 を一定に保ってゆっくり引き伸ばすと、発熱することを示しな

さい。 
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選択問題５ 
 
次に示す反応に関して設問に答えなさい。但し、各反応ステップでは、反応に最適な溶

媒が使われているものとする。 
 

 
 
 
問１．出発物質のベンゼンについて、次の文章のうちで妥当なものに○、そうでないも

のに×を選び、「（１）－○」のように答えなさい。 
 

（１）0 ℃で固体である。 
（２）水よりも比重が大きい。 
（３）求電子剤との反応では、エチレンよりも反応性が高い。 
（４）炭素̶炭素結合の長さは、エタンのそれと比較して長い。 
（５）ベンゼン環に結合する水素原子は、磁場の中で誘起される局部磁場により

強く遮蔽される。 
 
 
 
問２．ベンゼンからブロモベンゼンを合成する反応１について、反応を促進させるため

には試薬Ａが必要である。試薬Ａとして適切なものを一つ挙げ、化学式を示しな

さい。また、なぜそれがこの反応を促進するのか、簡潔に説明しなさい。 
 
        ＜つづく＞ 
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問３．ブロモベンゼンから塩化ベンゾイルを合成する反応２~４について、試薬Ｂ、Ｃ

およびＤと化合物１の化学式または構造式を示しなさい。 
 
 
 
問４．ベンゼンと１－クロロプロパンの反応（反応５）に用いる試薬Ｅとして適切なも

のを１つ挙げ、その化学式を示しなさい。また、試薬Ｅがなぜこの反応に必要な

のか、理由を簡潔に説明しなさい。 
 
 
 
問５．反応５では、１－プロピルベンゼンよりも化合物２の方が多く生成した。化合物

２の構造式を示し、それが生成する反応機構を簡潔に説明しなさい。 
 
 
 
問６．反応５では、１－プロピルベンゼンよりも分子量の大きい化合物も生成した。考

えられる生成物の構造式を１つ示しなさい。また、このような化合物が生成し易

い理由と、その生成を抑えるための方法を、簡潔に説明しなさい。 
 
 
 
問７．反応６で生成する化合物３の構造式を示しなさい。 
 
 
 
問８．反応６では、反応５と同じ試薬Ｅを用いるが、反応を効率的に進行させるために

は、２当量以上用いる必要がある。その理由を簡潔に説明しなさい。 
 
 
 
問９．反応７で生成する化合物４の構造式を示し、なぜそれが主生成物として得られる

か、簡潔に説明しなさい。 
 
 
 
問１０．反応８で主生成物として得られる化合物５の構造式を、立体化学がわかるよう

に示し、なぜそれが主生成物として得られるか、簡潔に説明しなさい。 
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選択問題６ 
 
脂質に関する以下の設問に答えなさい。 

 

 

問１．一般に、有機化合物の融点は、分子の構造と集合状態（並び方、パッキング）に

大きく依存する。以下に天然に存在する脂肪酸（1—5）の構造式を示した。これ
らを融点の高い順に並べるとどうなるか、化合物番号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

問２．中性脂肪のトリアシルグリセリドは、以下に示すグリセロールの３つの水酸基が

すべて脂肪酸のエステルとなった化合物である。あるトリアシルグリセリドを水

酸化ナトリウム水溶液とともに加熱し、加水分解したところ、グリセロールと２

種類の脂肪酸（脂肪酸 1と 脂肪酸 2）がナトリウム塩として得られた。もとのト
リアシルグリセリドとして考えられる化合物の構造式をすべて書きなさい。その

なかで、不斉炭素を有するものを丸で囲みなさい。ただし、脂肪酸 1および 2を
それぞれ R1COOHと R2COOHと略すものとする。 

 

 

 
 

 

        ＜つづく＞ 



  

21 

 

問３．問２の反応で得られた脂肪酸 1のナトリウム塩（R1COONa）を水と混合し、し
ばらく静置すると、脂肪酸ナトリウム分子は水と空気の界面に並ぶ。脂肪酸ナト

リウムを下図のような模式図で示すと、どのように分子が界面に並ぶか、図を書

いて示しなさい。 

 

 

 

 

 

問４．液体の表面には液体の分子間に作用する力により、分子がお互いを引き合って凝

縮しようとする力が働いている。この力のことを表面張力と呼ぶ。脂肪酸 1のナ
トリウム塩を一定量の水と混合する実験を行った。脂肪酸 1のナトリウム塩の濃
度と水溶液の表面張力の関係を示すグラフは以下の Aから Dのうちのどれか，記
号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

問５．問４の実験で、水に混合する脂肪酸 1のナトリウム塩の量を増やしていくと、水
中にも分子が溶け込み、分子集合体を形成する。考えられる脂肪酸ナトリウム分

子の集合様式を分子の模式図を用いて図示しなさい。 
 

 

 

 

        ＜つづく＞ 

 



  

22 

 

 

 

問６．問５の水溶液とストローを用いてシャボン玉を作って遊んだ。シャボン玉の薄膜

中では脂肪酸ナトリウム分子はどのように並んでいると考えられるか、分子の模

式図を用いて図示しなさい。 

 

 

 

問７．問５の水溶液に希塩酸を加えて溶液を酸性にすると、固体が水面に浮かんできた。

このとき、脂肪酸 1はどのような状態で存在するか、構造式を用いて説明しなさ
い。 

 

 

 

問８．下図に生体膜の主要構成成分の一つであるホスファチジルコリンの構造を示した。

ホスファチジルコリンを一定量の水と混合する時、その濃度を変化させると、脂

肪酸 1のナトリウム塩の場合とは異なる挙動を示す。その理由を分子の形と分子
集合体の形状を関連づけて説明しなさい。 
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選択問題７ 

 

次の文章をよく読み、図も参照しながら、以下の問いに答えなさい。 

 

最近の日本は、がんによる死亡者数の増加が著し

く、死因の（ ① ）となっている。このため、

がんは日本の（ ② ）とも言われているが、こ

の主要な原因として、日本における（ ③ ）が

あげられる。なぜなら、１９８５年を基準とした

年齢調整死亡率では、日本におけるがんの死亡率

は、１９９０年代後半から男女共に、横ばいある

いは若干の減少傾向となっているからである。近

年の日本におけるがんの部位別年齢調整罹患率

の特徴として、右図の男性のグラフにあるように、

（ ④ ）がんの罹患率が緩やかに減少している

（１）ことが良く取り上げられる。しかし全体とし

ては、がんによる死亡者数の増加に歯止めがかか

っていない状況から、新たな抗がん剤開発が急務

となっている。 

近年の分子生物学の発展により、がんで活性化し

ているシグナルや変異している分子が徐々に明

らかにされており、これら分子を標的にした抗が

ん剤「（ ⑤ ）」の開発が世界中で進められてい

る。このような⑤の中には、不治の病と言われていた慢性骨髄性白血病の治癒率を大幅

に向上させた薬剤など（２）があり、⑤は今後のがん治療の中心的役割を担うものと思わ

れる。 

また、⑤の中には、乳がんなどを対象としたハーセプチン（Trastuzumab, Anti-Her2 抗

体）や大腸がん等を対象としたアバスチン（Bevacizumab,Anti-VEGF 抗体）など既に日

本でも臨床応用されている抗体医薬が含まれる。ハーセプチン、アバスチンは共にヒト

化モノクローナル抗体（３）であり、Her2 や VEGF を認識するマウス抗体の抗原認識部位

を遺伝子工学的にヒト抗体に組み入れて創製された。抗体医薬の元になるモノクローナ

ル抗体の作製技術（４）は、1984 年にノーベル生理学・医学賞を受賞したケーラー博士と

ミルスタイン博士により確立されたものである。抗体医薬は、標的分子に対する特異性

が高いこと、副作用が少ないことなどから、多くの製薬会社で⑤としての開発が進めら

れており、がん死亡率の減少につながる画期的な新薬が創製されるものと期待されてい

る。 

 

 

        ＜つづく＞ 
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問１． 上記文章の①~⑤にあてはまる最も適当な語句を、下記の語群（ア）~（ト）
よりそれぞれ選びなさい。 

[語群] 

   （ア）人口流出、（イ）人口減少、（ウ）抗菌剤、（エ）肺、（オ）甲状腺、 

（カ）胃、（キ）大腸、（ク）少子高齢化、（ケ）人口ピラミッド、 

（コ）支持療法薬、（サ）がん分子標的治療薬、（シ）幼児死亡率上昇、 

（ス）国民病、（セ）法令遵守、（ソ）都市化、（タ）抗炎症剤、（チ）スパイラル、

（ツ）第一位、（テ）第二位、（ト）第三位 

 

 

問２. 下線部（１）に関して、④のがんの死亡率は罹患率以上に減少していることも 

   知られている。④のがんの死亡率または罹患率が減少している理由としてふさわ 

   しくない説明を下記の（ア）~（カ）より１つ選びなさい。 

[語群] 

（ア）がん検診による早期発見、（イ）手術の技術の進歩、（ウ）移植技術の向上、

（エ）がん医療の地域格差の是正、（オ）禁煙指導の徹底、（カ）食生活の改善指

導 

 

 

問３. 下線部（２）に関して、慢性骨髄性白血病（CML）の治療薬として臨床で使用さ 

   れているグリベック（Glivec, Gleevec）が代表的な薬剤としてとりあげられる。 

   この薬剤は、CML の発症に関わる Bcr-ABL 分子を標的としているが、近年ではグ 

   リベックが効かなくなってしまうグリベック耐性 CML 患者さんがいることが報告 

   されている。このため、スプリセル（ダサチニブ）やニロチニブなどの次世代型 

   Bcr-ABL 阻害剤が開発され、グリベック耐性を示した CML 患者さんにも効果があ 

   ることが報告されている。どうしてスプリセルやニロチニブなどグリベックと同 

   じ Bcr-ABL を標的としている治療薬でグリベック耐性 CML を治すことができたの 

   か、その要因として考えられる分子機構を６０文字程度で記しなさい。 

 

 

問４. 下線部（３）に関して、マウスなどで作られた抗体は、抗体医薬として用いら 

   れる場合には多くの場合ヒト化される。その理由を４０文字程度で述べなさい。 

 

 

問５. 下線部（４）の技術に関して、「細胞融合」、「ミエローマ」という語句を用いて 

   その概要を７０文字程度で説明しなさい。 

 

 

＜つづく＞ 
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問６. モノクローナル抗体作製に使用されるミエローマ細胞株には、核酸合成経路に 

   変異を持つある薬剤の耐性株が良く用いられる。この薬剤の構造式を示した記号 

   を下記構造式群（ア）~（ウ）より１つ選ぶとともに、この耐性株で欠損してい 

   る酵素の名前を述べなさい。 

 

[構造式群] 

 

 

 

問７. モノクローナル抗体作製の際に使用されるミエローマ細胞は、腫瘍細胞である 

   ために不死化している。そのため、必要となるモノクローナル抗体産生細胞のみ 

   を選択的に選び出すためには、不要となったミエローマ細胞を除去する必要があ 

   る。この選択のために、アミノプテリンという物質を含んだ培地で培養を行なう。 

   このアミノプテリンを何故添加する必要があるのか、核酸合成経路の「デノボ経 

   路」と「サルベージ経路」という語句を用いてミエローマ細胞除去の概要を９０ 

   文字程度で説明しなさい。 

 

 

 

問８. 治療に用いられてきた抗がん剤に対して耐性が生じた場合、構造や作用機序の 

   全く異なる抗がん剤に対しても耐性形質を示すことが臨床現場では良く観察さ 

   れる。このような耐性を多剤耐性と称し、その多剤耐性に関わる分子機構には 

   様々な分子機構が関与していることが報告されている。その中でも、抗生物質耐 

   性にも関与する細菌のトランスポーターのヒトホモログが、抗がん剤への多剤耐 

   性にも関与していることが知られている。トランスポーターによりなぜ構造や作 

   用機序の全く異なる様々な種類の抗がん剤への耐性が生じるのか、その分子機構 

   を７０文字程度で簡潔に述べなさい。  
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選択問題８ 

 
 
次の文章を読んで以下の問いに答えなさい。 

 

 ２００９年度のノーベル化学賞は、X線結晶解析法でリボソームの機能構造解析研究
で多大に貢献した X線結晶構造学者、Ramakrishnan、 Steitz、 Yonathの３氏に贈られた。 
 リボソームは、細胞内のタンパク質合成工場にもたとえられ、ゲノム情報のコピーで

ある（ア）mRNA 上の遺伝暗号を逐次タンパク質に変換する化学反応がこの分子複合体上
で触媒される。明らかになったリボソームの構造では、それまでに遺伝学解析や、生化

学解析で示されてきた反応機構が一目瞭然と理解できる。Yonathらは、大変な困難が予
想されたリボソームの X線結晶解析手法の改善に早期から果敢に取り組み、その基盤と
なる成果を数々報告してきた。そして、ついに Steitz のグループが２０００年に、古細
菌 Haloarcula marismortui 由来のリボソームの（イ）サブユニットの原子レベル分解能
（2.4Å）の X線結晶構造を解明し、そのサブユニットの（ウ）活性中心から半径約（エ）
Å 以内にはタンパク質成分が存在しないことから、この活性の本質が（オ）RNA成分のみ
による触媒機構であることを主張した。 
 一方、 Ramakrishnan のグループは同年、高度好熱菌 Thermus thermophilus 由来のリ
ボソーム（カ）サブユニットの 3Å 分解能の原子構造解明に成功し、遺伝暗号解読部位
の機能構造の詳細が明らかになった。 
 その後１０年を経た現在にいたるまで、受賞３氏の研究グループを中心に、（キ）リボ

ソームをターゲットとする抗生物質や、関連タンパク質因子とリボソームの共結晶構造

が数多く報告され、（ク）タンパク質合成過程の素過程や、抗生物質の作用機構の理解が

飛躍的に前進した。 
 

 

問１．（ア）の反応過程は何と呼ばれるか。英単語一つで答えなさい。 

 

 

問２．（イ）（カ）それぞれに当てはまる用語として適切なものは以下のうちのどれか。

記号で選びなさい。 

 

 a. 大 b. 中 c. 小 

 

 

 

 

 

        ＜つづく＞ 
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問３．（ウ）の反応名として適切なものを以下から記号で選びなさい。 

 

 a. tRNA 転座反応 

 b. ペプチド鎖転移反応 

 c. mRNA 分解反応 

 d. tRNA アミノアシル化反応 

 

問４．（エ）に入れる数値として相応しいものを以下から一つ選びなさい。 

 

a. 0.2   

b. 2   

c. 20 

 

問５．(1)（オ）の様な RNA のみで触媒を行う酵素の種類のことを何と呼ぶか。日本語

もしくは英語で答えなさい。 

 

 (2)また、この種類に含まれる触媒機構をもつ生体酵素を以下から一つ選んで記号

で答えなさい。 

 

a. テロメラーゼ  

b. アミノアシル tRNA 合成酵素 

c. リボヌクレアーゼ P  

d. RNA ポリメラーゼ III 

 

問６．以下の物質について以下の記号で分類しなさい。（キ）に相当する抗生物質に該 

   当するものは○、抗生物質であるがターゲットが異なるものは×、抗生物質では 

   ないものは△。 

 

 a. マイトマイシン C 

b. バゾブレッシン  

c. テトラサイクリン  

d. ペニシリン  

e. クロラムフェニコール 

 f. タウリン  

g. カナマイシン  

h. ツニカマイシン 

 

 

          ＜つづく＞ 
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問７．（ク）に関連する以下の文章に関して、全体として正しいものに○、正しいとは 

   言えないものに×で答えなさい。 

 

 a. 細胞内のタンパク質合成の開始は、mRNA の 5'末端の最初の塩基からの３残基ずつ

のコドン対応するアミノ酸を結合した tRNA が開始因子によって運ばれることで行わ

れる。 

 b. タンパク質合成の開始に用いられた最初のアミノ酸残基はタンパク質が成熟する

過程で除去される事が多い。 

 c. 全ての抗生物質によるタンパク質合成の阻害反応は、抗生物質がリボソームと共有

結合を作り失活させる不可逆反応である。 

 d. 真正細菌のリボソームをターゲットとする抗生物質が、細菌の感染宿主である動物

のタンパク質合成を阻害しにくいのは、真正細菌と動物細胞のリボソーム RNA の塩基

配列に全く共通性がないからである。 

 e.タンパク質合成の開始反応では開始因子タンパク質の GTP の加水分解が必要である

が、すでにアミノ酸が結合した tRNA が高エネルギー化合物であるため、これ以後の

伸長反応の進行には GTP の加水分解は必要としない。 

 f. タンパク質の合成に必要な tRNA へのアミノ酸の結合は、ゲノムからの転写と共役

しておこり、一旦用いられた tRNA は速やかに分解される。 

 g. タンパク質の合成終了は、終止コドンに対応するアミノ酸が付加していない特殊な

tRNA がリボソームに取り込まれる事によって行われる。 

 

 

 

問８．Nirenberg や Khorana らが mRNA 以外の成分を含んだ細胞抽出液による試験管内タ

ンパク質合成系を用い、1960 年代に行った一連の実験によりコドンとタンパク質

に取り込まれるアミノ酸との対応が確定され、遺伝暗号が完全に解明された。

Nirenberg らが 1961 年に報告した最初の実験では、試験管内タンパク質合成系に

ポリウリジル酸（5'-UUUU・・・-3'）を加えると、フェニルアラニンを取り込ん

だペプチドポリマーが合成された。これらの実験を再現しようと、ウリジン（U）

アデニン（A）をランダムに１：１の組成で含む RNA を合成し、タンパク質合成系

に加えたところ合成されたペプチドに、フェニルアラニンを含むいくつかのアミ

ノ酸の取り込みは見られたものの、ポリウリジル酸を用いた実験のように数残基

以上のペプチドの合成がほとんど観察されなかった。これはなぜだと考えられる

か、５０字以内で簡潔に答えなさい。 
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選択問題９ 
 
次の文章をよく読んで以下の問いに答えなさい。 

 
なお、(ア)~(セ)には語句が、(a)~(k)には数字が入る。 
 

DNA ̶(転写) RNA ̶(翻訳) タンパク質という遺伝情報発現の流れは(ア)と呼ばれ、
分子生物学の中心となる概念である。DNAから RNAへの転写は、RNAポリメラーゼ
と呼ばれる酵素によって行われる。この際、リボヌクレオシド(a)リン酸が基質として用
いられ、(b)´(c)´方向に(イ)結合が伸長されることによって RNAが合成される。一般に
真核生物においては、RNAポリメラーゼ 3種のうち、Iは(ウ)RNA、IIは mRNA、III
は(エ)RNAの転写をそれぞれ行う。RNAポリメラーゼは合成の開始に(オ)を必要としな
いが、DNAポリメラーゼに比べて正確性が(カ)。 

真核生物では、転写と共役する形で、mRNA前駆体のプロセシングが起こる。プロセシ
ングには、(d)´末端のキャップ構造の形成、(e)´末端のポリ A配列の付加、およびスプラ
イシングが含まれる。キャップ構造とは、RNAの(d)´末端の 3リン酸に、塩基部分の(f)
位がメチル化された(キ)が、(g)´-(h)´向きに結合したものであり、1975 年古市泰宏と三
浦謹一郎らによって発見された。スプライシングにおいては、(ク)が取り除かれ、(ケ)
がつなぎ合わされる。(ク)の最も一般的なタイプは、(i)´末端に GU、(j)´末端に(コ)、そ
してブランチ部位に(サ)を持つ。(ク)の除去に必要なこのような配列は、(シ)RNA とタ
ンパク質の複合体によって認識される。このような一群のRNA-タンパク質複合体を(ス)
と呼ぶ。 

(シ)RNAの様に、タンパク質の鋳型として使われないような RNAを一般に(セ)RNAと
呼ぶ。内在性の(セ)RNA の一つとして近年注目を集めているのが、成熟体として 22 塩
基程度の長さを持つマイクロ RNA である。マイクロ RNA は、自分自身と相補性の高
い部位を主に(k)´非翻訳領域に持つ一群のmRNAの翻訳を抑制することによって、発生
や癌化など様々な生物学的機能を巧妙に調節している。また、mRNAの様な長さ・構造
を持ちながらも、タンパク質の鋳型としては使われないようなmRNA-like (セ)RNAと
呼ばれる一群の RNA も数多く見いだされている。このような RNA のうち、最も有名
なものは、ほ乳類の遺伝子量補正(X 染色体の不活性化)における主制御因子である Xist 
RNAである。以上の様に、(ア)は様々な(セ)RNAによってダイナミックかつ緻密に制御
されているのである。 
 
 
問１．(ア)~(セ)に入る語句、および(a)~(k)に入る数字を答えなさい。 
 
 
       ＜つづく＞ 
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問２．スプライシングの生物学的意義を「多様」という言葉を用いて 50 字程度で説明

しなさい。 
 
 
 
問３．ヒトの遺伝性疾患の 15%程度が、スプライシングの異常に起因すると考えられて

いる。スプライシングの異常によってどのような不都合が生じるのか、100 字程
度で説明しなさい。 

 
 
 
問４．キャップ構造の生物学的意義を 3 つ挙げなさい。それぞれ 20 字以内で記述する

こと。 
 
 
 
問５．マイクロ RNAが翻訳抑制を引き起こす時の作用経路の一つとして、標的mRNA

のポリ A 配列の短縮化が知られている。なぜポリ A 配列が短くなると、標的
mRNAから合成されるタンパク質の量が低下するのか、それぞれ 100字以内で 2
つ理由を述べなさい。なお、真核生物の翻訳においては、キャップ構造には eIF4E、
ポリ A 配列には PABP というタンパク質がそれぞれ結合すること、また eIF4E
と PABPは、eIF4Gというタンパク質に同時に結合できることが知られている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ＜つづく＞ 
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問６．以下の図は、X染色体不活性化を誘導させたマウス細胞における (A) Xist RNA
に対するプローブを用いた RNA fluorescence in situ hybridization (FISH) によ
る染色  (B)ヒストンH3の 27番目のリジンのトリメチル化修飾(H3-K27me3)特
異的抗体による抗体染色  (C) X 染色体全体を認識するプローブを用いた DNA 
FISH による染色である。それぞれ黒い部分が染色された部位、灰色部分は核を

示す。また、(C)において、不活性 X染色体は Xiで、活性 X染色体は Xaで表さ
れている。以上のことから、Xist RNAの機能として、(1)から(8)の中でどれが最
も適切だと考えられるか。 

 
 

 
 
 
(1) Xist RNAは両方のX染色体を覆い尽くすことでH3-K27me3修飾を誘導しそれらの

X染色体全体の遺伝子発現を抑制する 
(2) Xist RNAは両方のX染色体を覆い尽くすことでH3-K27me3修飾を阻害しそれらの

X染色体全体の遺伝子発現を抑制する 
(3) Xist RNAは両方のX染色体を覆い尽くすことでH3-K27me3修飾を誘導しそれらの

X染色体全体の遺伝子発現を活性化する 
(4) Xist RNAは両方のX染色体を覆い尽くすことでH3-K27me3修飾を阻害しそれらの

X染色体全体の遺伝子発現を活性化する 
(5) Xist RNA は片方の X 染色体を覆い尽くすことで H3-K27me3 修飾を誘導しその X
染色体全体の遺伝子発現を抑制する 

(6) Xist RNA は片方の X 染色体を覆い尽くすことで H3-K27me3 修飾を阻害しその X
染色体全体の遺伝子発現を抑制する 

(7) Xist RNA は片方の X 染色体を覆い尽くすことで H3-K27me3 修飾を誘導しその X
染色体全体の遺伝子発現を活性化する 

(8) Xist RNA は片方の X 染色体を覆い尽くすことで H3-K27me3 修飾を阻害しその X
染色体全体の遺伝子発現を活性化する 
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選択問題１０ 
 
以下の文章を読んで設問に答えなさい。 
 
真核生物では核内の DNAは線状であり、染色体の形で存在する。DNAはタンパク質と
結合し折れたたまれた構造を形成するが、この複合体はクロマチンと呼ばれている。光

学顕微鏡での観察から、クロマチンの形態に二種類存在することが知られているが、高

度に凝集した部分は（ィ）ヘテロクロマチン、凝集の度合いが低い部分は（ A ）と名づ

けられている。 
クロマチンの最小基本単位としては約200塩基対ごとに繰り返されるヌクレオソームが
ある。ヌクレオソームの中心となる（ロ）ヌクレオソームコア粒子は、八量体からなるヒ

ストンタンパク質に DNA が巻きついたものである。ヒストンタンパク質の八量体形成
には（ B  ）タンパク質が関与している。ヒストンタンパク質は、塩基性アミノ酸の
含量が高く、このことは DNA との強い結合の基盤となっている。またヒストンには、
さまざまな修飾されたアミノ酸が含まれており、遺伝子発現の制御に密接に関係してい

ることが明らかにされている。ヒストンの N末端近傍の（ハ）リシンが酵素的にアセチル

化を受けると、（ニ）転写に影響することが知られている。 
 
問１．（ A ）と （ B ）に最も適切な語句を入れなさい。 
 
問２．下線部（イ）のヘテロクロマチンの領域の遺伝子に比較して、（ A ）の領域に 
   ある遺伝子の転写反応はどのような傾向になるかを、以下から選びなさい。 
 １．活発である 
 ２．活発でない 

 
問３．下線部（ロ）のヌクレオソームコア粒子に存在しないヒストンを選びなさい。 
１． ヒストン H1 
２． ヒストン H2A 
３． ヒストン H2B 
４． ヒストン H3 
５． ヒストン H4 

 
問４．下線部（ハ）のアセチル化以外にもヒストンのアミノ酸の修飾が知られている。 
   ヒストンの修飾反応として発見されていないものをあげなさい。 
 １．リン酸化 
 ２．ビオチン化 
 ３．メチル化 
 ４．ユビキチン化 
 ５．ミリストイル化 
       ＜つづく＞ 
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問５．下線部（ニ）について、転写はどのように変化するか、答えなさい。 
 
 
問６．二倍体のヒト細胞に含まれるヌクレオソームのおおよその数はいくらか、次から 
   選びなさい。 
 
１．３×１０４ 
２．３×１０５ 
３．３×１０６ 
４．３×１０7 
５．３×１０8 
 
 
 
DNAからの mRNAへの転写反応は RNAポリメラーゼが行う。原核生物の RNAポリ 
メラーゼでは、転写のプロモーター部位の認識は（ィ）シグマ因子が担っており、この

因子は取り外しが可能である。一種類の RNAポリメラーゼのみしか持たない原核生物
とは異なり、真核生物では RNAポリメラーゼⅠ、RNAポリメラーゼⅡ、（ロ）RNAポ
リメラーゼⅢの 3種類が存在し、転写される遺伝子によって使い分けが行われている。
mRNAを転写している RNAポリメラーゼⅡでは、その（ハ）C末端付近のセリン残基
がリン酸化を受ける。転写された mRNA は、核内でさまざまな修飾を受けた後、核膜
孔を通過して細胞質へ輸送される。転写された rRNA は、（ A ）で加工されサブユ 
ニットとして組み立てられる。tRNA ほどではないが、rRNAにも修飾されたヌクレオ
チドが存在する。rRNAの 2ʼ‐OHのメチル化やプソイドウリジンへの異性化の修飾反 
応には、（ニ）RNAと蛋白質の複合体が関与する。 
 

 
 
 
        ＜つづく＞ 
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問７．下線部（ィ）のシグマ因子について、大腸菌で通常時にもっとも多いがσ70で 
ある。σ70 が認識するプロモーター配列を図１に示す。A,G,T,C の組み合わせと
して最も適切なものを選びなさい。‐３５領域、‐１０領域は転写開始点からの 
－３５ヌクレオチド、－１０ヌクレオチド上流にある領域を示している。 
 

１．ア、イ、ウ、エ：T、A, C, G 
２．ア、イ、ウ、エ：A、G, C, T 
３．ア、イ、ウ、エ：C、G, A, T 
４．ア、イ、ウ、エ：T、G, C, A 
５．ア、イ、ウ、エ：G、A, C, T 
 

 
問８．下線部（ロ）の RNAポリメラーゼⅢが転写しない遺伝子を選びなさい。 

１．５S rRNA 
２．tRNA 
３．snRNA 
４．5.8S rRNA 

 
問９．下線部（ハ）の RNAポリメラーゼⅡの C末端のリン酸化は、核内でのmRNA  の

合成に重要である。そのリン酸化の意味を 2つ挙げ、各々３０字以内で記述しな
さい。 

 
 

問１０．（ A ）に適切な語句を入れなさい。 
 
 
問１１．下線部（ニ）の複合体に含まれる、RNAの名称を英語で省略せずに記載しな 
    さい。また、この rRNAの修飾反応で、触媒機能は RNAと蛋白質のどちらが 
    有しているか答えなさい。 
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選択問題１１ 
 
次の文章をよく読み、図も参照しながら、以下の問いに答えなさい。 

 
問１．以下の①~⑤に入る適切な言葉を書きなさい。 
 
膜タンパク質の前駆体はシグナル配列を持つ。シグナル配列は、タンパク質の(①)末端
側に存在する(②)性のアミノ酸を中心とする配列である。このシグナル配列が翻訳され
ると SRP（signal recognition particle）に認識される。一方で、この SRPは（③）上
の膜と結合し、引き続いて翻訳されるポリペプチドは(③)の膜内腔に入る。タイプ（④）
型の膜タンパク質のシグナル配列は（⑤）によって除去されることが多い。 
 
 
問２．以下の⑥、⑦に入る適切な言葉を書きなさい。また、a に入る適切な数値を書き

なさい 
 

図１のアミノ酸配列は、アルツハイマー病患者の脳内に見出される老人斑を構成する A

βペプチドの前駆体タンパク質 APPである（グレー部分が Aβ42ペプチド部分である）。

N 型糖鎖が結合する部位 は[Asn-X(如何なるアミノ酸でも可)-Ser または Thr]配列の
Asnであることが分かっている。このタンパク質 APPにN型糖鎖は(ａ)本存在する。 糖
鎖修飾のうち、N 型糖鎖は Asn 残基に結合するが、O 型糖鎖は(⑥)残基または(⑦)残基
に結合する。 

 
 
       ＜つづく＞ 
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問３．APPタンパク質(図 1参照)から Aβ42が切り出されるときのアミノ末端側の副産

物は細胞外へ分泌される。これを 1 ml のタンパク質溶液として、凝集しないか
たちで完全精製した後、分光光度計を用いて波長 280 nmの吸光度を測定したと
ころ、0.089であった。このときの APP切断産物のモル数は（ｂ）nmolである。
ただし、1mg/ml のタンパク質の波長 280 nm の吸光度は約 1.0 であるとし、遊
離アミノ酸の平均分子量を 118 として、（ｂ）に入る数値を有効数字３桁で答え
なさい。また、その計算過程を記述しなさい。 

 
 
問４．以下の⑧~⑭に入る適切な言葉を書きなさい。 
 
インシュリンは、真核生物における典型的な分泌タンパク質である。インシュリンは

（⑧）臓に存在するランゲルハンス島の（⑨）細胞から分泌される。まず、インシュリ

ンmRNAの直接の産物として一本のポリペプチドからなる(⑩)が合成される。シグナル
ペプチドが切断された後、(⑪)残基の連結によって２本の（⑫）結合が形成されると、(⑬)
と呼ばれるようになる。(⑬)は細胞内の（⑭）へ輸送され、連結部分のペプチドが除去
されて成熟型インシュリンになり、これが分泌される（図 2参照）。 

 
 
 
 
 
       ＜つづく＞ 
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問５．以下の（１）‐（４）のデータは、あるオクタペプチドとそれを以下に示す試薬

によって切断して生じたペプチドを解析した結果である。試薬による切断の結果、

このオクタペプチドは２つに完全に分解され、分子量の小さい切断ペプチドを a、
分子量の大きい切断ペプチドを bとした。以下に記す試薬の特性も考慮して，元
のオクタペプチドのアミノ酸配列をＮ末端から順に書きなさい。 

 
（１）オクタペプチドのアミノ酸組成： Ala, Gly, Lys, Met, Ser, Thr, Tyr 
 
（２）オクタペプチドの N末端アミノ酸: Gly 
 
（３）オクタペプチドの C末端アミノ酸: Gly 

 
（４）各試薬による切断で生成された切断ペプチド a, bのアミノ酸組成 
 
試薬       アミノ酸組成 
CNBr:    切断ペプチドａ：Ala, Gly, Lys, Thr 

  切断ペプチドｂ：Gly, Met, Ser, Tyr 
 

Trypsin   切断ペプチドａ：Ala, Gly 
   切断ペプチドｂ：Gly, Lys, Met, Ser, Thr, Tyr 
 
Chymotrypsin:   切断ペプチドａ：Gly, Tyr 
   切断ペプチドｂ：Ala, Gly, Lys, Met, Ser, Thr 
 
 
(試薬の特性)  
・ CNBrで切断した場合、硫黄を持つアミノ酸が末端になる。 
・ Trypsinで切断された部位の C末端部位には、塩基性のアミノ酸が存在する。 
・ Chymotrypsinで切断された部位の C末端部位には、芳香族アミノ酸が存在する。 
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選択問題１２ 
 

病原体に関する以下の設問に答えなさい。 

 

問１．ヒト免疫不全ウイルスに関する次の記述の内、正しいものを 1つ選びなさい。 

 

a. 先天性免疫不全症候群の原因ウイルスである。 

b. キスによって容易に伝播する。 

c. 本邦における主な感染者は男性同性愛者である。 

d. ワクチンにより予防可能である。 

e. 死亡率は 100%である。 

f. 上記のどれも正しくない。 

 

問２．次にあげる病原体のうち、蚊によって媒介され伝播するものはどれか。 

   2 つ選びなさい。 

 

a. マラリア原虫 

b. インフルエンザウイルス 

c. 麻疹（はしか）ウイルス 

d. 日本脳炎ウイルス 

e. ヒト免疫不全ウイルス 

 

問３．ヒト免疫不全ウイルスについて正しいのはどれか。1つ選びなさい。 

 

a. オランウータンからヒトに伝播してきたと考えられている。 

b. 最近ニホンザルの間で流行して話題になっている。 

c. type1 から type4 まで存在する。 

d. B リンパ球に感染する。 

e. DNA ウイルスである。 

f.上記のどれも正しくない。 

 

問４．季節性インフルエンザウイルスについて正しいのはどれか。2つ選びなさい。 

 

a. ワクチン接種すれば、その年にインフルエンザには罹らない。 

b. 有効な抗ウイルス薬がある。 

c. 暑い時期に感染は起こらない。 

d. 日本で使用されているワクチンは鶏卵を利用して作られている。 

e. ゲノムは 6本の RNA 分節からなる。 

 

       ＜つづく＞ 
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次の文章を読んで以下の設問に答えなさい。 

 

サル免疫不全ウイルス(SIV)はサルに免疫不全を生じる RNA ウイルスであるが、抗ウイ

ルス薬によって感染サル体内でのウイルス産生を抑制することが可能である。 

 

大学院生のメディカル花子さんは、サル Aに野生型の SIV を感染させ経過を観察してい

ました。感染半年後、サルの免疫不全が進行したため抗ウイルス薬の投与を開始しまし

た。治療前に血中に 50,000 RNA コピー/ml あったウイルス量は、治療開始後 3 ヶ月で

<50RNA コピー/ml と検出限界以下になり、免疫力も回復してきました。しかし、治療継

続により、検出限界以下が一年近く続いた後、血中ウイルス量が増加し始め、ついには

10,000RNA コピー/ml を超えるようになり、免疫不全も再び進行しはじめました。何故

薬が効かなくなったか疑問に思った花子さんは、一番最近の血液サンプルから抗ウイル

ス薬の標的となるタンパク質をコードするウイルス遺伝子領域の配列を解析すること

にしました。 

 

花子さんはサル Aの血液からウイルス RNA を抽出し純水に溶解しました。このウイルス

ゲノムの 3’端には polyA がついており、標的遺伝子領域はそこから約 8,000base 上流

にある 900base 程度の領域です。花子さんは、RNA 抽出液と適切なプライマーを使用し

て逆転写反応により(a)cDNA を合成し、それを template として PCR により 900base の標

的領域を増幅しました。また、この PCR では伸長時間を Xで行いました。 

 

問５．下線部(a)について、最適と考えられる組み合わせを１つ選びなさい。 

 

a. oligo dA, 6 秒 

b. random trimer, 6 秒 

c. oligo dA, 60 秒 

d. random trimer, 60 秒 

e. oligo dT, 6 秒 

f. random hexamer, 6 秒 

g. oligo dG, 60 秒 

h. random hexamer, 60 秒 

 

引き続いて、PCR 産物をクローニングせず直接シークエンスしたところ、翻訳開始部位

は以下のような塩基配列となっていました。ここで、Rは A(アデニン)または G（グアニ

ン）、Yは C（シトシン）または T（チミン）、Mは Aまたは C、Sは Cまたは G、Wは Aま

たは Tを意味します。 

 

ATG YCA GTW AAT GAS GTC GGG AAR CAT CGG ATT GCA CMG TAG 

 

        ＜つづく＞ 
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問６．SIV の複製を担う酵素は校正機能を欠いているため、その複製において変異が高

頻度に導入される。そのため一頭の感染サル体内でも、様々な配列をもったウイ

ルスが混在している。ここでは、PCR 産物をクローニングせずに、直接的に遺伝

子配列の解析を行ったため（ダイレクトシークエンス）、R, Y, M, S, W 等の塩基

の混じった箇所が認められたのだと考えられました。上記の領域について、サル

A の体内には、理論的には何種類の塩基配列を持ったウイルスが存在しうると考

えられるか？ 

 

a. 4 種類 

b. 8 種類 

c. 16 種類 

d. 32 種類 

e. 128 種類 

 

問７．同様に、上記配列について、理論的には何種類のアミノ酸配列を持ったウイルス

が存在しうるか？下のコドン対応表を参考にして答えよ。尚、翻訳のフレームは

固定されており、最初の ATG YCA…から翻訳されるフレームのみで考えてよい。 

 

a. 2 種類 

b. 4 種類 

c. 8 種類 

d. 16 種類 

e. 32 種類 

 
 
 
次に、花子さんは観察された遺伝子変異を SIV 実験室株（野生型）に導入して変異ウイ

ルスを作製した。この野生型ウイルスと変異型ウイルスを、薬剤の存在下及び非存在下

で、全く同じ条件で細胞に感染させ、増殖曲線を調べた結果を以下に示す。産生された

ウイルス量は培養上清中の SIV-RNA 量を測定して調べた。●は野生型ウイルス、■は変

異型ウイルスを示す。 

 

 

 

        ＜つづく＞ 
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問８．上記の結果から、サル A体内のウイルスに認められた変異がウイルスにどのよう 

   な影響を及ぼしていると言えるか。100 字程度で述べよ。 

 

 
一番目の塩基 二番目の塩基 三番目の塩基 

↓ U C A G ↓ 

Phe Ser Tyr Cys U 
Phe Ser Tyr Cys C 
Leu Ser Stop Stop A 

U 

Leu Ser Stop Trp G 
Leu Pro His Arg U 
Leu Pro His Arg C 
Leu Pro Gln Arg A 

C 

Leu Pro Gln Arg G 
Ile Thr Asn Ser U 
Ile Thr Asn Ser C 
Ile Thr Lys Arg A 

A 

Met Thr Lys Arg G 
Val Ala Asp Gly U 
Val Ala Asp Gly C 
Val Ala Glu Gly A 

G 

Val Ala Glu Gly G 
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〈博士後期課程専用問題〉 

 
選択問題１３ 
 
 
問１.（ ）に入る適切な語句を選択しなさい。 

 

ヘルペスウイルスは、（１：１本鎖、２本鎖）（２：DNA、RNA）のゲノムを持つ。一方、

インフルエンザウイルス A は、（３：プラス、マイナス）（４：１本鎖、２本鎖）の（５：

DNA、RNA）ゲノムを持ち、そのゲノムは（６：５、６，７，８、９）本に分節化してい

る。ヘルペスウイルスのゲノムは(７：核内、細胞質内)で、インフルエンザウイルスの

ゲノムは(８：核内、細胞質内)でそれぞれ増幅される。ヘルペスウイルスがゲノムをパ

ッケージングする場およびウイルス粒子が最終成熟する場はそれぞれ（９：核内・核内、

核内・細胞質、細胞質・核内、細胞質・細胞質）である。一方、インフルエンザウイル

スがゲノムをパッケージングする場およびウイルス粒子が最終成熟する場はそれぞれ

（１０：核内・核内、核内・細胞質、細胞質・核内、細胞質・細胞質）である。 

 

 

問２．抗インフルエンザ薬としてオセルタミビルが広く利用されている。インフルエン

ザの生活環を簡潔に記述し、オセルタミビルの作用機序もあわせて答えなさい。 

 

 

問３．抗ヘルペスウイルス薬としてアシクロビルが広く利用されている。オーエスキー

病ウイルスの生活環を簡潔に記述し、アシクロビルの作用機序もあわせて答えなさい。 
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