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問題冊子にも受験番号を記入すること。 

東京大学大学院新領域創成科学研究科 
メディカルゲノム専攻 
 

平成２４年度大学院入学試験問題 
専門科目＜選択＞ 

 
実施日：平成２３年８月１０日（水） 
時間：１５：００～１７：００（１２０分） 
 
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６９頁です。 
 4．「共通の選択問題」が１２問、「博士後期課程専用問題」が３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、歯学科、獣医学科、薬学科）を卒業あるいは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 問を、「博士後期課程専用問題」から 1 問を選

び、あわせて３問を選び解答しなさい。 
 5． 解答用紙は、選択問題について各１枚の計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、裏を使っても構いませんが、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〉	 

 
選択問題１	 

	 

	 

以下の問題を読んで次の問いに答えなさい。	 

	 

N	 個の相異なる整数がランダムに並んだ数列	 {a[n],	 n=0..N-1}	 (N	 は正整数)を昇順に

並び替えるアルゴリズムを考える。なお、以下では	 C	 言語風の表記を用いている。	 

	 

問１.	 も単純なアルゴリズムは、たとえば以下のように書ける。	 

	 

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

2  for(j=i+1; j<N; j++){ 

3   if(a[i]（ア）a[j]) { 
4    tmp=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=tmp; 

5   } 

6  } 

7 } 

	 

	 このとき、（ア）では要素間の比較を行う。（ア）に入るべき関係演算子（ま

たは等値演算子）を答えなさい。	 

	 

	 

問２.	 上のアルゴリズムで、（ア）の比較操作は何回行われるか。	 

	 

	 

問３.	 上のアルゴリズムを以下のように書き換えてみた。	 

	 

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

2  minpos = i; 

3  for(j=i+1; j<N; j++){ 

4   if(a[j] < a[minpos]) { 

5                                  minpos = j; 

6                    } 

7  } 

8  tmp=a[i]; a[i]=a[minpos]; a[minpos]=tmp; 

9 } 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜つづく＞ 
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	 a[]	 =	 {4,	 2,	 1,	 3}	 のときの整列の様子は、	 

{4,	 2,	 1,	 3}	 ⇒（イ）⇒	 {1,	 2,	 3,	 4}	 

	 となる（順序が変わるときだけ示している）。（イ）の内容を答えなさい。	 

また、このアルゴリズムに上のものと比べて優れている点があるとすれば何か。

50 字程度で記しなさい。	 

	 

	 

問４.	 上述のアルゴリズムよりも少し手の込んだ方法として、挿入法という以下のアル

ゴリズムが知られている。	 

	 	 

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

2  w = a[i]; pos = i; 

3  for(j=i-1; j>=0 && w<a[j]; j--){ 

4   a[j+1] = a[j]; pos = j; 

5  } 

6  a[pos] = w; 

7 } 

	 

	 a[]	 =	 {1,	 4,	 2,	 3}	 のときの整列の様子を、a[]の内容の変化に即して説明しな

さい。また	 a[]={4,	 3,	 2,	 1}	 のときはどうか。	 

	 

	 

問５.	 上の挿入法において、行番号４は平均何回呼ばれるかを求めなさい。	 

	 

	 

問６.	 問 5 と同様に、挿入法における 悪の場合の繰り返し数も求めなさい。また、問

5 の結果とあわせて、問 3 のアルゴリズムに対してどの程度の高速化が期待でき

るかを考察しなさい。	 
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草稿用紙 
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草稿用紙 
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選択問題２ 
 
 
以下の問題を読んで次の問いに答えなさい。 
 
ある生体高分子 P の分解を考える。時刻 t で存在する P の分子数を N(t)(>0)として、分

解速度がその時点の P の分子数に比例するとする。これを時刻 t に関する常微分方程式

で表すと、 

	 	 （１） 

となる。 
 
t= 0 の時の P の分子数を N0として、以下の問いに答えなさい。ただし、log2= 0.69、
e= 2.7 とし有効数字２ケタで答えなさい。 
 
 
問１．	 P の分子数 N(t)が t= T1/2 に 0.5N0になった時（T1/2を P の半減期という)、N(t)= 

0.25N0になる時刻 t を T1/2を用いて表しなさい。 
 
 
問２．式（１）を変形して、t 時間後の P の分子数 N(t)を表しなさい。また、そのグラ

フの概形を示しなさい。 
 
 
問３．時刻 t における P の分子数 N(t)を半減期 T1/2を用いて表しなさい。 
 
 
問４．N(t)が 0.5N0になる時刻 t= T1/2をαのみを用いて表しなさい。 
 
 
問５．t= 30 分後に N(t)が 0.25N0になったとする。P の分解速度αを求めなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
        ＜つづく＞ 
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次に異なる生体高分子 Q の合成を考える。Q は時刻 t に存在する Q の分子数 M(t)(>0)
に反比例する速度で生産され、 

	 	 （２） 

の時刻 t に関する常微分方程式に従うとする。 
 
問６．時刻 t= 0 の Q の分子数を M0として式（２）を解き、時刻 t の Q の分子数 M(t)

を表しなさい。また、そのグラフの概形を示しなさい。 
 
 
問７．M(t)が 2M0になる時間を表しなさい。 
 
 
問８．Q の分子数が 30 分後に 4M0になったとすると、Q の分子数が 8M0になるのは何

分後か。 

 
 
問９．一般に異なる種類の生体高分子は異なるα、βの値を持ち、αの大きいもの（分

解速度の速いもの）も、βの値の大きいもの（合成速度の速いもの）も存在する。

αの値が大きい分子は、生体内においてどのような機能を担う分子であると推測

できるか、100 字以内で簡潔に述べなさい。 
 
 



  

9 

草稿用紙 
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草稿用紙 
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草稿用紙 
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選択問題３ 
 
 
「拡散」に関する以下の問いに答えなさい。	 

	 

問１．濃度のあるタンパク質分子と溶媒が時間𝑡=0において、下図のような界面を作って

いるとする。	 

	 

この分子が時間とともに拡散するとしよう。溶液中の x方向の濃度勾配を	 	 

∂𝑐∂𝑥	 

とし、拡散定数 Dが濃度によらず一定であるとき、拡散方程式は	 

∂𝑐∂𝑡=𝐷𝜕2𝑐𝜕𝑥2	 

で表されることを示せ。	 

	 

	 

問２．問１で示した方程式の解の一つが	 

	 	 	 c=𝛼𝑡𝑒𝑥𝑝−𝑥24𝐷𝑡	 

であることを示し、この系における αを決定しなさい。	 

	 

問３．𝑡1=1𝐷	 および	 𝑡2=4𝐷	 における	 𝜕𝑐𝜕𝑥	 対	 xの関係を図に示しなさい。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ＜つづく＞	 

	 

	 

	 

	 

問４．この分子の移動した距離 xの二乗平均𝑥2を D,tで表しなさい。	 

求め方も示しなさい。	 

溶液 溶媒 

x = 0 x  

濃度 c   
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問５．この分子の 20	 ℃での拡散定数 D	 は	 6.1	 x	 10-11	 m2s-1である。細胞径にほぼ等し

い 10	 µmの距離を移動するのに要する時間 tを求めなさい。	 

	 

	 

	 

問６．拡散定数 Dを実験的に求める方法を一つ挙げ、その方法を具体的に説明しなさい。	 

	 

	 

	 

問７．化学反応における拡散律速について、簡潔に説明しなさい。	 
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草稿用紙 
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草稿用紙 
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選択問題４ 
 
 
磁場が存在する空間での荷電粒子（質量 、電荷 ０）の運動について次の各問に答

えなさい。	 

	 

問１．紙面に垂直下向きに一様な磁束密度Bの磁場が存在する。磁場の向きに対して垂

直方向に粒子が初速度 で原点に入射したときの粒子の運動を考えてみよう。	 

	 	 	 （①〜⑩）に適当な語句または数式を記入しなさい。	 

	 

	 

図１のように粒子の入射方向を 軸にとり、磁場が 方向を向くように 軸をとれば、

粒子は（	 ①	 ）平面内で運動する。	 

	 

図１	 

	 

粒子にはたらく力F＝ の各成分を であらわすと、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＝（	 ②	 	 	 ）、 （	 ③	 	 	 ）、 （	 ④	 	 	 ）	 

初期条件を考慮してこれらの運動方程式を積分することにより、	 

	 	 	 	 (	 ⑤	 	 	 	 	 	 	 	 )、 (	 ⑥	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )、 (	 ⑦	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	 

が得られる。一方、粒子の運動エネルギーの保存を考えると、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 (	 ⑧	 	 	 	 )	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ＜つづく＞	 
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したがって、粒子の軌道を表す式は	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (	 ⑨	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	 

粒子が入射してから再び原点を通過するまでに要する時間は	 (	 ⑩	 	 	 	 	 )である。	 

 

 

 

 

問２．前問で磁場が の領域にだけ存在し、荷電粒子が 軸上 に静止してい

る場合を考える 。この粒子が原点で 軸方向に速度 をもつためにはどのよ

うな装置を作ることが適当か。50字程度で説明しなさい。	 

	 

	 

問３．磁場の向きが 平面を境にして では 軸正方向、 では 軸負の方向と逆

転しているとき、原点で 軸方向に速度 を与えられた荷電粒子の運動はどのよう

になるか。図をかいて説明しなさい。なお、 平面上 には磁場が存在しな

いものとする。	 

	 

	 

問４． 軸方向に一様な磁場が周期 の矩形波で時間変化する場合（図２）、原点で 軸

方向に速度 を与えられた荷電粒子が原点から一定距離内にとどまるためには

がどのような条件を満たさなければならないか答えなさい。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図２	 
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草稿用紙 

 
 
 

20	 

                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
20	 

                    
                    
                    
                    
                    
                    

 



  

19 

草稿用紙 
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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。ただし、各反応では、 適な溶媒が用いられ

ているものとする。	 

	 

	 

	 

	 

問１.	 分子式がC3H6Oの化合物１を塩基（水酸化バリウム）と反応させたところ、化

合物２が生成した（反応１）。さらに、過剰量の塩基の存在下、加熱したところ、

化合物３が生成した（反応２）。化合物１と化合物２の構造式を示し、化合物１

から化合物３が生成する反応機構（反応１および反応２）を説明しなさい。	 

	 

	 

問２.	 化合物３を IUPAC 命名法で命名しなさい。 
 
 
問３.	 化合物３をナトリウムエトキシドの存在下、マロン酸ジエチルと反応させたとこ

ろ、化合物４が生成した（反応３）。化合物４の構造式を示しなさい。 
 
 
 
         ＜つづく＞ 
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問４.	 化合物４はさらに分子内環化反応により、化合物５へと変換された（反応４）。

この反応の反応機構を説明しなさい。 
 
 
問５.	 化合物５を反応５〜７を経て化合物８へと導いた。化合物６と化合物７の構造式

を示しなさい。 
 
 
問６.	 化合物８の 1H NMR スペクトルを CDCl3中で測定したところ、２種類の化合物

の平衡混合物のスペクトルが得られた。化合物８と平衡関係にある化合物９の構

造式を示しなさい。また、このとき、溶液中には化合物８と化合物９のどちらが

優先して存在するか、理由とともに簡潔に説明しなさい。 
 

 
 
 
問７.	 化合物８の 1H NMR スペクトルを重メタノール（CD3OD）中で測定すると、ス

ペクトルは CDCl3中で測定した場合と比較して、どのように変化するか、簡潔に

説明しなさい。 
 



  

22 

草稿用紙 
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草稿用紙 
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選択問題６ 
 
 
糖（炭水化物）の性質に関する以下の問に答えなさい。必要ならば、図や構造式を用い

て解答しなさい。	 

	 

	 

問１.	 RNAの基本骨格に含まれる糖（核酸塩基やリン酸は結合していない）の名称を

答えなさい。	 

	 

	 

問２.	 RNAの基本骨格に含まれる糖の水溶液中における安定な構造を、それぞれの炭

素原子の立体化学が明確になるように示しなさい。水溶液中で容易に相互変換可

能な立体異性体が存在する場合には、すべての構造式を示すこと。 
	 

	 

問３.	 D-グルコース（ブドウ糖）は、水溶液中で直鎖状分子と環状分子の平衡混合物と

して存在する。直鎖状D-グルコースの構造式を、それぞれの炭素原子の立体化学

が明確になるように示しなさい。 
 
 
問４.	 水溶液中で直鎖状のD-グルコースが閉環するとき、速度論的に も生成しやすい

構造と、熱力学的に も安定な構造をそれぞれ図示しなさい。だだし、閉環反応

が起こる炭素原子の立体化学は考慮せず、一つの構造式を示せば良い。 
 
 
問５.	 立体化学的に純粋なD-グルコースの結晶を水に溶解し、直ちに比旋光度を測定し

た。十分な時間が経過した後に、再び比旋光度を測定したところ、溶解直後に測

定した値と異なっていた。この現象を簡潔に説明しなさい。 
	 

	 

問６.	 	 セルロースは、D-グルコースが縮重合した高分子である。セルロースが強靭な

繊維を形成する理由を、セルロースの化学構造および分子集合体の構造に基づき、

簡潔に説明しなさい。	 
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草稿用紙 
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草稿用紙 
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選択問題７	 

	 

	 

以下の文を読んで次の問いに答えなさい。	 

	 

（文１）転写因子 Foz（架空の転写因子である）の発現は、細胞増殖を停止させ、分化

を誘導する。Foz は核に局在し DNA に結合することにより遺伝子発現を誘導す

るが、どのような塩基配列に特異的に結合するのかは明らかになっていない。 
  	 	 	 Foz による細胞分化の分子機構を解明するため、Foz によりその発現が誘導さ

れる遺伝子（Foz 標的遺伝子）を明らかにすることにした。そのために以下の２

種類の細胞を用意した。 
 転写因子 Foz が発現している細胞 
 同じ細胞を RNAi（RNA 干渉）法により Foz の発現をノックダウン（抑制）し

た細胞 
上記、両細胞の RNA を用いて DNA マイクロアレイ解析を行った。 

 
問１．RNA 干渉を説明する以下の文章の(	 	 )に入る語句を記載しなさい。 

 
(①)RNA に相補的な塩基配列を有する(②)が分解される現象。 

 
 

問２．DNA マイクロアレイ解析を説明する以下の文章の(	 	 )に入る語句を記載しな

さい。 
 
ある生物の、ほとんど全ての遺伝子の断片が 1 枚のガラス基板上に固定されたも

の（DNA マイクロアレイと呼ぶ）を用い、これらの遺伝子断片と、その生物由

来の細胞から抽出した(③)を(④)で cDNA に変換したものとを(⑤)することによ

って、対象とする細胞内の遺伝子情報を網羅的に検出し解析すること。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 

問３．この DNA マイクロアレイ解析で、どのような発現様式を示すものを Foz 標的遺

伝子の候補と考えればよいか、40 字程度で説明しなさい。 
	 

	 

	 

＜つづく＞	 
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（文２）上記の DNA マイクロアレイ解析で同定された Foz 標的遺伝子候補の中から Y
遺伝子を選び、その発現制御機構について解析することにした。Y 遺伝子のプロ

モーター及び転写制御領域を含む転写開始点から上流６kbp のゲノム断片をホ

タルのルシフェラーゼをコードする遺伝子の上流につないだレポータープラス

ミド pY-luc（図１）を作成した。また、Foz 転写因子を動物細胞で発現するプ

ラスミド pJ-Foz を作成した。pY-luc と pJ-Foz を Foz が発現していない Z 細胞

に遺伝子導入し、１日後にルシフェラーゼ活性を測定した。その際、pY-luc は

1µg に固定し pJ-Foz の量を 0 から 8 µg まで変化させた。その結果、図２に示

すように pJ-Foz の量に依存してルシフェラーゼ活性が上昇した。次に６kbp の

DNA断片のどの領域がFozによる転写活性化に必要なのかを明らかにするため

に、図１のように転写制御領域を順次欠失させた変異レポータープラスミドを

作成した。１µg の pY-luc または変異レポータープラスミドを単独（図１Foz の

発現：－）あるいは 2µg の pJ-Foz とともに（図１Foz の発現：＋）、Z 細胞に

遺伝子導入し１日後にルシフェラーゼ活性を測定したところ図１の棒グラフの

ような結果となった。以下の問いに答えなさい。 
 
 
問４．A から E のどの DNA 断片に Foz が結合すると考えられるか。 

 
 

問５．問４で、なぜそのように判断したのかを 30 字程度で説明しなさい。 
 
 

問６．A は転写においてどのような機能を持つ断片なのかを 20 字程度で説明しなさい。 
 
 

問７．E は転写においてどのような機能を持つ断片なのかを 20 字程度で説明しなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
         ＜つづく＞ 
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         ＜つづく＞ 
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（文３）Foz タンパク質は N 末端半分の DNA 結合領域、C 末端半分の転写活性化領域

で構成されている（図３）。DNA 結合部位に変異が導入され DNA 結合能を失

った Foz 変異体 1(FozM1)を発現プラスミド pJ-FozM1 で発現させた場合、Z
細胞において pY-luc とともに遺伝子導入しても測定したルシフェラーゼ活性

は変化しなかった。以下の問いに答えなさい。 
 
 
問８．C 末端側の転写活性化部位を欠失しているが、DNA 結合能は保持された Foz 変

異体 2(FozM2)を発現プラスミド pJ-FozM2 で発現させた場合、Z 細胞において

pY-luc で測定したルシフェラーゼ活性はどう変化するか？次の中から選択し、番

号で答えなさい。 
（１）pJ-FozM2 の量に依存して上昇する。 
（２）pJ-FozM2 の量に依存して減少する。 
（３）pJ-FozM2 の量に関係なく一定である。	 	 	 	 	 	 	 	  
 
 

問９．１μg の pY-luc と 2μg の pJ-Foz は一定量として、それにさらに pJ-FozM2 を

0〜10 μg まで量を変えて Z 細胞に導入した場合（表１）、１日後のルシフェラ

ーゼ活性は pJ-FozM2 の導入量に伴ってどう変化することが予想されるか、予想

を番号で答え、その理由を 40 字程度で述べなさい。 
 
（１）増加する。（２）減少する。（３）変化しない。 
 
 

                              表１	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （単位：µg） 

 サンプル１ サンプル２ サンプル２ サンプル４ 

pY-luc 1 1 1 1 
pJ-Foz 2 2 2 2 
pJ-FozM2 0 2 5 10 

 
 
 
問１０．問８の FozM2 のような挙動をする変異体を何と呼ぶのか答えなさい。 
	 	 	  
 
 
 
 
         ＜つづく＞ 
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問１１．	 FozM2 をすべての細胞で発現するトランスジェニックマウスを作成したとこ

ろ、内在性 Foz が発現する細胞で構成される臓器の形成が不完全であった。そ

の理由を 40 から 60 字程度で述べなさい。 
 
 
 
問１２．FozM1 についても問９）と同様の実験を行ったところ Foz による Y プロモー

ター活性化に対して FozM2 と同様の影響を与えることがわかった。その理由を

推定し 200 字以内で説明しなさい。 
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草稿用紙	 
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選択問題８	 

 
 
以下の文章を読んで、問に答えなさい。 
 
（文１）細胞内でのシグナル伝達は、「分子スイッチ」としてはたらく様々なタンパク

質によって行われる。スイッチが ON になるメカニズムとして、タンパク質のリン酸化

とGTP結合の二つのメカニズムが知られている。リン酸化を介したシグナル伝達では、

（１）が下流の因子をリン酸化してシグナルを正に制御し、（２）が脱リン酸化してシ

グナルを負に制御する。（１）は、（３）や（４）をリン酸化するタイプと（５）をリン

酸化するタイプの２つのタイプに分けられる。一方、GTP 結合を介したシグナル伝達で

は、GTP 結合型の G タンパク質が下流の因子と結合してシグナルを正に制御する。ま

た、GTP の加水分解により GDP 結合型に移行した G タンパク質は、下流の因子と結合

できなくなって、シグナルを負に制御する。シグナル伝達を担う G タンパク質には、α，

β，γのヘテロ三量体ではたらく三量体型 G タンパク質と単量体ではたらく低分子量 G
タンパク質がある。 
 
 
問１．（１）〜（５）に、以下から適切な語を選んで入れなさい。 
 
ア）フォスファターゼ	 イ）ポリメラーゼ	 ウ）キナーゼ	 エ）リパーゼ	  
オ）アスパラギン酸	 カ）グルタミン酸	 キ）セリン	 ク）トレオニン	 ケ）リジン	  
コ）アルギニン	 サ）フェニルアラニン	 シ）チロシン	 ス）トリプトファン 
 
 
問２．G タンパク質が、（１）GDP 結合型から GTP 結合型へ移行するのを助けるタン

パク質の名称を答えなさい。また、逆に、（２）GTP 結合型から GDP 結合型へ

移行するのを助けるタンパク質の名称を答えなさい。 
 
 
（文２）細胞の外側から内側へのシグナル伝達は、細胞膜に存在する膜タンパク質によ

って行われる。大学院生のメディカル花子さんは、細胞の外側からのある刺激によって

活性化するシグナル伝達経路の研究を進めるうちに、細胞膜に局在する機能未知タンパ

ク質 MGS１が重要であることを見いだした。 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜つづく＞ 
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（文３）MGS1 は、130 残基からなる分子量 14,300 のタンパク質であり、疎水性プロ

ットの計算と二次構造予測を行った結果、４本の膜貫通へリックス（N 末端側から順に

TM1, TM2, TM3, TM4 と呼ぶ）を持ち、TM1 と TM２、TM3 と TM4 が、それぞれ短

いリンカーでつながっていることが推測された。メディカル花子さんは、MGS1 の TM
と予測される領域が、実際に TM として機能するかどうかを調べるために、モデル膜タ

ンパク質 MP1 を利用することにした。MP1 は、N 端にシグナル配列、真ん中に１本の

TM、さらに，C 端側の領域に糖鎖修飾のコンセンサス配列を持つ（図１）。in vitro 合

成した MP1 をミクロソーム（小胞体の膜成分を豊富に含む膜顆粒）と混合すると、MP1
はミクロソームに挿入される。MP1 の TM を MGS1 の TM と予測される領域と置換し

たキメラ変異体を in vitro 合成し、ミクロソームと混合した。さらに、混合物を（１）

proteinase K で処理、あるいは、（２）SDS で変性させた後、endoglycosidase H で処

理して、SDS-PAGE で分析した。 
 

 
 
 
 
問３．下線部に関して、以下の問に答えなさい。 
	 一般的に、αヘリックスが膜を１回貫通するには 20 残基程度の連続した疎水性残基

が必要である。MGS1 と相同性を持つ別のタンパク質 MGS1L の疎水性プロットを計算

すると、図２のようになった。 
 
（１） MGS1L の TM の数を推定しなさい。ただし、MGS1L の疎水性領域は全てαヘ

リックスで構成されるものとする。 
（２） 初の TM の N 末端側は、Arg や Lys などの塩基性残基に富んでいた。この場

合、N 末端が細胞質側、細胞外側のどちらに面していると考えられるかを答えな

さい。 
 
 
 

＜つづく＞ 
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問４．in vitro 合成した MP1 とミクロソームに挿入された MP1 を SDS-PAGE で分析

すると、ミクロソームに挿入された MP1 の方の移動度が大きかった。その理由

を 20 字程度で説明しなさい。 
 
 
問５．MP1 の TM を、MGS1 の TM1，TM2，あるいは，TM4 と置換したキメラ変異

体を分析した結果は、図３A に示すように、野生型の MP1 と同様であった。N
端と C 端は、それぞれミクロソームの内側か外側のどちらに位置するかを答えな

さい。 
 

 
          ＜つづく＞ 
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問６．MP1 の TM を、MGS1 の TM3 と置換したキメラ変異体を分析した結果は、図３

B に示すように、野生型の MP1 と異なっていた。N 端と C 端は、それぞれミク

ロソームの内側か外側のどちらに位置するかを答えなさい。 
 
 
問７．MP1 の TM を、MGS1 の TM1-TM2 あるいは TM3-TM4 と置換したキメラ変異

体を分析した結果を、図３C に示す。N 端と C 端は、それぞれミクロソームの内

側か外側のどちらに位置するかを答えなさい。 
 
 
問８．以上の結果は、MGS1 の TM3 が他の TM（TM1, TM2, TM4）とは性質が異なる

ことを示唆している。 
（１）予測される TM3 の性質を 20 字程度で述べなさい。 
（２）TM3 が TM として機能するために必要だと考えられる条件を 20 字程度で述べな

さい。 
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草稿用紙 
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選択問題９ 
 
 
以下の問題を読んで問いに答えなさい。	 

 
問１．次の文を読み、①～⑧の選択肢について、 も適切なものの番号を選びなさい。 
 
	 ほ乳類において、X 染色体の不活性化はオスとメスの X 染色体の遺伝子量補償のため

に起きると考えられている。その不活性化は X 染色体のほぼ全領域が①〔1. ユー（真

性）クロマチン	 2. ヘテロ（異質）クロマチン〕構造をとることで起きる。この時 X
染色体が、1 本を除いて残りの X 染色体で遺伝子発現が抑制される構造に変化するが、

この現象は②〔1. ライオニゼーション	 2. ゲノムインプリンティング〕とも呼ばれ、

不活性化された染色体を③〔1. バー（ル）小体	 2. ヌクレオソーム〕ともいう。その

機序として重要な機能を果たす Xist (X-inactive specific transcript)遺伝子は④〔1. 非
翻訳性 RNA	 2. マイクロ RNA〕をコードしており、それが転写される X 染色体の特

異的不活性化に関与する。発生の⑤〔1. 桑実胚	 2. 胚盤胞〕初期に、後に胚となる⑥

〔1. 内部細胞塊	 2. 原始外胚葉〕の細胞では X 染色体不活性化は解除され、それらの

細胞では 2 本の X 染色体双方が活性化する。しかしながら、それらの細胞それぞれが再

び独立かつランダムに X 染色体のうち片方を不活性化する。この不活性化は、⑦〔1. 生
殖細胞	 2. 組織幹細胞〕系列以外では、その細胞の生涯を通して解除不能であり、その

細胞の子孫となるすべての細胞は特定の X 染色体の不活性化を引き継ぐ。これは、もし

雌が伴性遺伝子についてヘテロ接合型であれば、三毛猫の毛皮の模様として観察される

ような⑧〔1. モザイク	 2. キメラ〕状態をもたらす。 
 
 
問２．次の文を読み、（ア）～（オ）に入る適切な言葉を記入しなさい。 
	  
多くの生物種において、個体への遺伝子導入および遺伝子破壊の技術が進歩し、遺伝

子の機能を個体レベルで研究することが可能となった。ES 細胞（embryonic stem cell、
胚性幹細胞）はマウスでは発生 3.5 日胚の（ア）から樹立される細胞で、この細胞を用

いた（イ）マウスを作製する方法は確立されている。ES 細胞への変異導入にはターゲ

ティングベクターを用いた（ウ）法が用いられているが、これは生理的にもわれわれの

身体の中で起きている現象である。たとえば細胞の DNA が傷ついたときの遺伝子（エ）

機構や、生殖細胞が形成される（オ）時の遺伝子組換えにも用いられることがある。 
 
 
 
 
         ＜つづく＞ 
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問３．遺伝子の導入方法によって、導入した個体の次世代に導入遺伝子が受け継がれる

場合と、受け継がれない場合がある。ES 細胞を用いた際に、次世代に導入遺伝

子が安定に受け継がれるための必要条件として、導入遺伝子が組み込まれること

のほか、何が重要と考えられるか。30 字以内で述べよ。 
 
 
問４．ES 細胞や iPS 細胞（induced pluripotent stem cells、人工多能性幹細胞）は、

種々な細胞に分化する能力を有することから、再生医療分野への期待は大きい。

現時点で、両者に共通する問題点としては、望まれる細胞への分化の問題以外に、

どのようなことが考えられるか。そのうちの 1 つを 20 字以内で述べよ。 
 
 
問５．食用肉の供給源として、優秀な種牛の存在とその系統維持が重要とされている。

一方、核移植による体細胞クローン技術が安全、効率的に実用化されれば、供給

量の問題以外にも有利と考えられる点がある。どのような点が交配による食用肉

生産に比べて優れていると考えられるか、科学的見地から 100 字以内で述べよ。 
 
 
問６．ほとんどの分化した細胞は、ゲノムとして遺伝子すべてのセットを持っている。

しかし肝臓では肝細胞として、筋肉では筋肉細胞として異なる細胞機能を果たし

ている。これはそれぞれの細胞で遺伝子の発現パターンが異なるためである。遺

伝子発現調節機構として、転写因子によるネットワークやマイクロ RNA による

調節も重要であるが、それ以外の DNA 配列の変化を伴うことのない後天的な作

用機序が重要であることがわかってきた。具体的にどのような機序が考えられる

か、50 字以内で述べよ。 
 
 
問７．分化した細胞も、核移植体細胞クローン技術や iPS 細胞作成に用いられる遺伝子

導入法により、初期化が行われ、受精卵に近い状態になることが知られるように

なった。しかし受精卵と全く同一ではないことも明らかとなってきている。何が

問題と考えられるのか、知るところを 50 字以内で述べよ。 
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選択問題１０ 
 
 
次の文章を読み、図も参照しながら、以下の問いに答えなさい。 
 
ヒトの正常２倍体細胞には、（①）対の常染色体と（②）対の性染色体、合わせて（③）

本の染色体が存在する。（ア）染色体には遺伝情報の担体である DNA が含まれるため、細

胞分裂の際、染色体が娘細胞に均等に分配されることが要求される。染色体には（④）

と呼ばれる領域が存在し、姉妹染色分体の２つの（④）は細胞分裂（⑤）期の開始直前

まで接合している。（④）には様々なタンパク質が結合し、（⑥）と呼ばれる高次複合体

が形成される。細胞の有糸分裂が正常に進行するためには、分裂赤道面をはさんだ両極

の（⑦）から発達した（⑧）が、姉妹染色分体の（⑥）を１つずつ捕捉し、（⑥）を両

極方向に牽引する張力が生じることが必要である。この捕捉状態を bipolar attachment
と呼ぶ。（イ）細胞内のすべての姉妹染色分体で bipolar attachment が達成されたとき、

姉妹染色分体の（④）接合が一斉に解除される。これがすなわち、細胞分裂（⑤）期の

開始である。分裂を完了した細胞が再び分裂するためには、（ウ）各染色体の DNA が倍加

されなければならない。しかしながら、染色体の中でも（エ）テロメアと呼ばれる領域は、

倍加のたびに少しずつ失われていく。これを DNA の（⑨）複製問題と呼ぶ。（⑨）複製

問題を何度も繰り返した細胞はやがて、分裂増殖することが出来なくなる。これは、限

界を超えて短くなったテロメアが（⑩）として認識されるためである。この仕組みは、

個々の細胞の衰退（細胞老化やアポトーシス）をもたらすものであるが、多細胞生物の

細胞社会にあっては、（オ）発がん抑制機構の一つとして重要な位置付けにある。 
 
 
問１．①〜⑩に入る適切な数字もしくは語句を書きなさい。 
 
 
問２．下線（ア）の記述と関連して、下記の図 A（a, b, c, d）は、DNA に含まれる４種

類の塩基を示したものである。これらについて、以下の問いに答えなさい。 

 
 
        ＜つづく＞ 
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問２−１．ａ，ｂ，ｃ，ｄそれぞれの塩基の名称を書きなさい。 
 
問２−２．以下の文章で、	 	 1	 	 に入る も適切な言葉を書きなさい。また、②〜⑥

に入る も適切な言葉を下記の選択肢の中から一つずつ選び、それぞれ記号で答えなさ

い。 
 
「DNA に損傷を与える外的因子の代表例である	 	 1	 	 は、DNA の同一鎖で隣接し

た２つの（②）同士を（③）結合することにより、主として、架橋部分が（④）構造の

（②）二量体（ダイマー）を生成する。これは通常、（⑤）修復系によって修復される

が、修復されなかった二量体は DNA 鎖上に安定に保持され、複製・転写の異常や塩基

の置換を引き起こす。（⑤）修復系に欠損を持つ遺伝病の代表例としては（⑥）が挙げ

られる。」  
 
選択肢：（ア）プリン	 （イ）ピリミジン	 （ウ）リボース	 （エ）共有	 （オ）水素	 

（カ）配位	 （キ）シクロブタン	 （ク）シクロペンタン	 （ケ）シクロデカン	  
（コ）塩基除去	 （サ）ヌクレオチド除去	 （シ）ミスマッチ	 （ス）多発性骨髄腫	  
（セ）ウェルナー症候群	 （ソ）色素性乾皮症 
 
 
問３．下線（イ）の記述に関して、以下の問いに答えなさい。 
 
問３−１．下線（イ）の状態が達成されないうちは活発に作動し、細胞分裂の進行を阻

止する仕組みのことを何と呼ぶか、答えなさい。 
 
問３−２．問３−１の仕組みが正常に作動せずに細胞分裂が進行した場合、分裂後の娘細

胞にとってどのような不具合が生じると予想されるか、40 字以内で分かり易

く説明しなさい。 
 
問３−３．私たちの社会生活を支えるインフラストラクチャーのなかでも、問３−１のそ

れと類似した仕組みが採用され、システムの安全性が担保されているものが

ある。その一例を 50 字以内で分かり易く説明しなさい。 
 
 
 
 
 
        ＜つづく＞ 
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問４．下線（ウ）の記述に関して、以下の問いに答えなさい。 
 
問４−１．指数関数的に増殖する細胞集団を固定化してヨウ化プロピジウム染色し、フ

ローサイトメーターにて解析したところ、図 B のようなヒストグラムが描出

された。図の横軸は、ヨウ化プロピジウムで染色された細胞１個あたりの蛍

光強度を表す。本文下線（ウ）のプロセスが進行中の細胞集団は、ヒストグ

ラムのどの領域に位置するか？該当する領域を灰色で示すものとして、 も

適切なものを図 B 右の a・b・c の中から一つだけ選び、記号で答えなさい。 
 

 

 

 

問４−２．図 B ではピーク１の方がピーク２よりも高いが、同じ

細胞集団に薬剤 X を添加して一晩培養したところ、図

C の下段のように、ほぼピーク２のみのヒストグラム

となった。このとき、細胞に添加した薬剤 X として

もふさわしいものを次の選択肢から１つだけ選び、記

号で答えなさい。また、その作用機序を 15 字以内で

説明しなさい。 
(ア)アフィジコリン、(イ)ヒドロキシウレア、(ウ)タモキシフェン、 
(エ)ノコダゾール、(オ)５−フルオロウラシル 

 
問４−３．図 B のピーク１とピーク２の間の遷移サイクルを細胞周期と呼ぶが、がん細

胞ではしばしば、細胞周期の調節機構に異常が認められる。その主たる原因

に挙げられるのが、がん遺伝子およびがん抑制遺伝子の異常である。このこ

とと関連する以下の文章のうち、正しいものに◯、正しくないものに×で答え

なさい。なお、遺伝子産物名（タンパク質名）を表すアルファベットの大文

字・小文字表記は下記の通りで誤りでないとする。 
 
(ア) がん遺伝子は正常細胞の増殖を正に制御するのみならず、細胞死や細胞老化を誘導

することがある。 
＜つづく＞ 
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(イ) 常染色体上に存在するがん抑制遺伝子は、いわゆるツー・ヒット理論に従い、父方

由来と母方由来の両者が失活した時のみ、その機能を欠損する。 
(ウ) 細胞周期のブレーキ役として機能するがん抑制遺伝子産物の代表例として、p53 や

RB が挙げられる。 
(エ) フィラデルフィア染色体から産生され、BCR-ABL 融合タンパク質は、抗がん剤グ

リベック（イマチニブメシル酸塩）の直接の標的分子である。 
(オ) 抗がん剤イレッサ（ゲフィチニブ）の直接の標的分子である c-MYC は、細胞周期

の正常な進行に必須であるが、過剰に発現すると癌化に寄与する。 
 
 
問５．下線（エ）の記述に関して、以下の問いに答えなさい。 
 
問５−１．この現象が生じる原因を 60 字以内で分かり易く説明しなさい。 
 
問５−２．この現象は、生殖細胞および多くのがん細胞、そして大腸菌では観察されな

い。その理由を説明する文として、下記の①および②にそれぞれ 30 字以内の

語句を入れなさい。 
 
・ 生殖細胞や多くのがん細胞は（①）ため。 
・ 大腸菌は（②）ため。 
 
 
問６．下線（オ）の記述と関連して、以下の問いに答えなさい。 
 
がんの予防法の開発研究は、がんの診断および治療法の開発研究に続き、今後大きく発

展するものと期待される。ただし現状では、ある個人ががんに罹患する時期を、正確に

予見することは困難である。この点を踏まえ、「がん予防薬」が備えるべき性質につい

て、薬効（＝がんの発生を阻止する効果そのもの）以外の観点から 40 字以内で答えな

さい。 
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選択問題１１ 
 
 
以下の問題を読んで問いに答えなさい。	 

 
問１．以下は T 細胞依存的な抗体産生経路について記したものである。アからエまでに

も適する語句を選択肢から選び記入しなさい。 
 
	 生体内に取り込まれた病原体や抗原は、（	 ア	 ）に代表される抗原提示細胞に取り

込まれた後、細胞内でプロセッシングを受け、（	 イ	 ）を介して（	 ウ	 ）に抗原提

示される。抗原提示を受け活性化した（	 ウ	 ）と相互作用した（	 エ	 ）は抗体産生

細胞へと分化し抗体を産生する。 
 
（選択肢） 
①T 細胞	 ②B 細胞	 ③ナチュラルキラー細胞	 ④樹状細胞	 ⑤マクログリア細胞	  
⑥好中球	 ⑦好酸球	 ⑧肥満（マスト）細胞	 ⑨主要組織適合抗原（MHC）	  
⑩接着分子	 ⑪タイトジャンクション	 ⑫ケモカイン 
 
 
問２．以下は代表的アレルギー反応である I 型アレルギーについて記したものである。

アからカまでに当てはまる語句で も適切なものを選択肢から選び記入しなさい。 
（	 オ	 ）に代表される I 型アレルギーにおいては、T 細胞のうち（	 カ	 ）から産生

されるサイトカインである（	 キ	 ）の作用により、（	 ク	 ）抗体の産生が誘導され

る。また（	 ク	 ）抗体に対する受容体を持ち、I 型アレルギー反応においてエフェク

ター細胞として機能する（	 ケ	 ）は（	 コ	 ）において前駆細胞となり末梢組織にて

終分化し、そこで（	 ク	 ）抗体とアレルゲンによる架橋反応により活性化されるこ

とでヒスタミンなどのアレルギーを引き起こす化学伝達物質を産生する。 
 
（選択肢） 
⑬敗血症	 ⑭花粉症	 ⑮多発性硬化症	 ⑯リウマチ	 ⑰Th1 細胞	 ⑱Th2 細胞	  
⑲Th17 細胞	 ⑳キラーT 細胞	 ㉑制御性 T 細胞	 ㉒樹状細胞	 ㉓好中球	 ㉔好酸球	 

㉕肥満（マスト）細胞	 ㉖IL-2	 ㉗IL-4	 ㉘IL-10	 ㉙IL-12	 ㉚IgA	 ㉛IgE	 ㉜IgG	 

㉝IgM	 ㉞胸腺	 ㉟骨髄	 ㊱脾臓	 ㊲リンパ節 
 
 
 
 
 
         ＜つづく＞ 
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問３．抗体は新型インフルエンザなど人類が初めて遭遇する異物に対しても反応性を示

す。これは抗体の多様性によるものであるが、抗体の多様性をもたらす代表的な４つの

メカニズムのそれぞれについて簡潔に 25 文字以内で記しなさい 
 
 
問４．生体内の主要抗体として IgG 抗体と IgA 抗体がある。 
 
問４－１．IgA 抗体の特徴として主要なものを選びなさい。 
 a. 存在部位：（ア）血液	 （イ）粘膜組織 
 b. 形態：（ア）単量体	 （イ）多（二）量体 
 c. 補体の活性化：（ア）強い	 （イ）弱い 
 d. 好中球の活性化：（ア）強い	 （イ）弱い 
 e. 認識抗原：（ア）蛋白質（イ）脂質や多糖類など（ウ）（ア）と（イ）の両方 
 
問４－２．IgA 抗体は上記の特徴を持つことで生体防御や恒常性維持の観点からどのよ

うなメリットがあるのか 200 字以内で記しなさい。 
 
 
問５．抗原を分解し提示する抗原プロセッシング過程は、内在性抗原と外来性抗原によ

りプロセッシング経路が異なる。これに関連する以下の問いに答えなさい。 
 
問５－１．以下の文章において a～d において示される 2 つ語句の中から適切なものを

選び、その語句を a－語句 のように答えなさい。 
内在性抗原は（a; 細胞質・ライソゾーム）において、（b; プロテアソーム・カテプシン）

の働きによりプロセッシングを受ける。プロセッシングの結果生じたペプチド断片は、

（c; 核・小胞体）において（d; MHC クラス I・MHC クラス II）分子と結合し、T 細

胞に抗原提示する。 
 
問５－２．内在性抗原の抗原提示により誘導される免疫応答について 50 字以内で記し

なさい。 
 
 
問６．免疫システムが持つ生体防御機構の応用としてワクチンの開発がある。 近、Ｏ

157 やＯ104、Ｏ111 に代表される病原性大腸菌が日本国内やヨーロッパにおい

て問題となっている。病原性大腸菌に対するワクチンの開発を考えた際、病原性

大腸菌の感染経路と発症機序の観点からどのような事項がワクチンの開発に必

要と思われるか 150 字以内で記しなさい。 
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選択問題１２ 
	 

	 

以下の問題を読んで問いに答えなさい。	 

 
問１．ウイルスの特徴について、以下の記述のうち誤りを１つ選びなさい。 

ａ．ウイルスはそれ単独で増殖できない。 
ｂ．不顕性感染とは、ウイルスが生体に感染しても症状を示さないものである。 
ｃ．ウイルスは DNA ウイルスと RNA ウイルスに分類される。 
ｄ．ウイルスは一般的に抗生剤が有効である。 
ｅ．ウイルスの大きさはおおよそ 20～300nm である。 

 
問２．ウイルス感染症の検査方法について、以下の記述のうち誤りを１つ選びなさい。 

ａ．病原体を直接検出する方法と病原体に対する宿主の免疫応答を検査する方法

がある。 
ｂ．電子顕微鏡検査はウイルスに固有の形態学的特徴を観察するものである。 
ｃ．血清診断は、感染初期血清と感染後期血清の組み合わせ（ペア血清）を用い

て免疫応答を検査する。 
ｄ．多くのウイルスは、細胞に感染させると細胞変性効果（CPE）を示す。 
ｅ．ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）はウイルスタンパク質を検出する。 

 
問３．ワクチンについての以下の記述について、正しいものには○、正しくないものに

は × を付けなさい。	  
ａ．ワクチンを発見したのは、ロベルト・コッホである。 
ｂ．不活化ワクチンとは、毒性を弱めた生きた微生物やウイルスを使用するもの

である。 
ｃ．接種方法としては、皮下注射、筋肉注射、経口投与などがある。 
ｄ．生ワクチンは一般に、液性免疫のみならず細胞性免疫も獲得できる。 
ｅ．BCG とはジフテリアに対するワクチンである。 
 

 
問４．次の A～G に挙げたウイルスのうちひとつを選んで、①ウイルスゲノムが RNA

か DNA か、②ゲノムは一本鎖か二本鎖か、③エンベロープを持つか持たないか

述べなさい。 
 

A. インフルエンザウイルス 	 B. 麻疹ウイルス 	 C. ヒト免疫不全ウイルス（HIV） 
D. アデノウイルス 	 E. 単純ヘルペスウイルス 	 F. C 型肝炎ウイルス 
G. ヒト T リンパ向性ウイルス（HTLV） 

 
         ＜つづく＞ 
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問５．下記の文章を読んで問いに答えなさい。 
 
MG ウイルスにはいくつかのタイプがあることが知られている。MG ウイルスの感染患

者３人（A、B、C）の唾液を採取し、MG ウイルスが増殖することができる培養細胞に

感染させ、培養細胞内でのウイルス増殖量を毎日測定したところ、以下のグラフで示す

ようなウイルス量の変化が見られた。 
 

 

 
問５－１．検査の結果、 B さんから採取されたウイルスと C さんから採取されたウイ

ルスは同じタイプの MG ウイルスであった。しかし上のグラフをみると、培

養初期のこれら二つのウイルス量は大きく異なっている。この理由として、B
さんとCさんから採取した唾液中のMGウイルスについて考えられることを、

３０字程度で答えなさい。 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜つづく＞ 
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問５－２．これら 3 つのウイルスの性状解析を行なったところ、A さんから分離された

ウイルス（A 型）は、B、C さんから分離されたウイルス（BC 型）とは異な

るタイプであると分かった。 
さらにその後、全く症状を示していない元気な D さん唾液からも MG ウイル

スが分離された。この MG ウイルスは A 型と BC 型のどちらのタイプに近い

と予想されるか、どちらかを選んでその理由を述べなさい。 
 
 
問６．	 下記の文章を読んで問いに答えなさい。 
 
大学院生のメディカル太郎さんは 近、牧場の羊が次々と下痢をして死亡している問

題の究明を依頼された。そこで、死亡した羊を解剖して調べたところ、激しい腸炎を起

こしていることが分かった。 
 

問６－１．この病気の原因が感染症であるかどうかを調べるにはどのような方法がある

か、１００字程度で答えなさい。 
 
問６－２．他の地域でも羊が同じ症状で多数死亡していることと、その原因は細菌感染

ではないだろうという情報を得た。ウイルス感染症である可能性が高い場合、

ウイルスが原因であることを証明する方法およびどのようなウイルスかを同

定する方法について２００字程度で説明しなさい。 
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草稿用紙 

 
 
 

20	 

                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
20	 

                    
                    
                    
                    
                    
                    

	 

20	 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

	 

 



  

59 

〈博士後期課程専用問題〉	 

 
選択問題１３ 
 
 
以下の問いに答えなさい。 
 
問１．次の文章を読み、①〜⑩に入る適切な言葉を書きなさい。 
 
薬剤の投与方法は、経口投与と非経口投与に大別される。投与された薬剤中の薬効成分

（以下、薬物と呼ぶ）が循環（①）中に取り込まれる量の割合を（②）と呼ぶ。食事は、

胃（③）速度を低下させるため、腸壁からの薬物吸収速度を（④）させる一方、薬物に

よる（⑤）障害を軽減させる効果がある。胃を通過し、腸壁から吸収された薬物は、全

身に到達する前に主として（⑥）脈から（⑦）臓に入り、ここで代謝を受ける。これを

（⑧）効果と呼ぶ。一方、非経口投与の一つである（⑨）内注射は、薬物が直ちに（⑩）

に入るため、作用が迅速である。 
 
 
問２．次の文章を読み、①〜⑩に入る も適切な言葉を下記の選択肢の中から一つずつ

選び、それぞれ記号で答えなさい。 
 
薬物の代謝は、第１相代謝と第２相代謝に分けられる。第１相代謝には、酸化・還元・

（①）などがあり、第２相代謝には（②）などが含まれる。一般に、これらの代謝反応

の生成物はもとの薬物よりも極性が（③）なり、（④）性が高まる。第１相代謝酵素の

代表格である（⑤）は（⑥）に局在し、活性部位に（⑦）を持つ。この酵素の遺伝子多

型は薬物代謝能に個人差をもたらす要因の一つとなっている。第２相代謝の主経路であ

る（⑧）を受けた薬物は、尿もしくは（⑨）中に排泄される。代謝により初めて薬理活

性を発揮する薬物を（⑩）と呼ぶ。 
 
選択肢：（ア）P450	 （イ）ミトコンドリア	 （ウ）ADP-リボース	 （エ）脂溶	  
（オ）水溶	 （カ）重合	 （キ）プラセボ	 （ク）胆汁	 （ケ）抱合	 （コ）乳化重合	 

（サ）プロドラッグ	 （シ）加水分解	 （ス）リゾチーム	 （セ）ミクロゾーム	  
（ソ）グルクロン酸抱合	 （タ）水素結合	 （チ）核小体	 （ツ）ヘム	  
（テ）リンパ液	 （ト）大きく	 （ナ）小さく	 （ニ）リード化合物 （ヌ）膵液	  
（ネ）ペプシン	 （ﾉ）燃焼 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜つづく＞ 
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問３．次の文章を読み、以下の問に答えなさい。 
 
医薬品は研究用試薬とは異なり、人体に直接投与されるため、その製造および品質は厳

格な基準のもとに管理されなければならない。（①）とは	 	 2	 	 の略であり、医薬品

の製造管理及び品質管理に関する基準をさす。本基準では、医薬品の製造過程および品

質に関して、少なくとも以下の３つの条件を満たすことが求められている。 
 

1. （③）な誤りを 小限にすること。 
2.  医薬品に対する（④）および品質変化を防止すること。 
3. （⑤）を保証するシステムであること。 
 
 

問３−１．①に入る も適切な言葉を下記の選択肢の中から一つだけ選び、記号で答え

なさい。 
（ア）GLP （イ）GCP （ウ）GRP （エ）GMP （オ）GNP 
 
問３−２．	 	 ２	 	 に入る言葉を英語のフルスペリングで書きなさい。なお、大文字・

小文字の区別は問わない。 
 
問３−３．③〜⑤に入る も適切な言葉を書きなさい。 
 
 
問４．次の①〜⑩の薬物について、下記の問いに答えなさい。 
 
①アトロピン ②イブプロフェン ③リドカイン ④シスプラチン  
⑤イミプラミン ⑥アロプリノール ⑦ベラパミル ⑧カナマイシン 
⑨ベバシズマブ ⑩フルタミド 
 
問４−１．それぞれと も関係の深いものを、下記の選択肢の中から一つだけ選び、記

号で答えなさい。 
 
選択肢：（ア）血管新生阻害	 （イ）高尿酸血症	 （ウ）アミノグリコシド	 （エ）ア

ンドロゲン受容体	 （オ）局所麻酔	 （カ）アセチルコリン受容体	 （キ）非ステロイ

ド系消炎鎮痛剤	 （ク）三環系抗うつ薬	 （ケ）DNA 鎖内架橋	 （コ）カルシウム拮

抗薬 
 
 
         ＜つづく＞ 
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問４−２．天然物質であるものはどれか。二つ選び、記号で答えなさい。 
 
問４−３．分子量が も大きいものはどれか。一つだけ選び、記号で答えなさい。 
 
問４−４．分子内に金属を含むものはどれか。一つだけ選び、記号で答えなさい。また、

その金属名を元素記号で答えなさい。 
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選択問題１４ 
 
 
問１．細菌とマイコプラズマ、細菌とクラミジア、細菌とウイルスの違いをそれぞれ簡

潔に答えなさい。	 

	 

	 

問２．近年、口蹄疫の発生が社会的な問題となった。口蹄疫の原因ウイルスが所属する

ウイルス科、ウイルス属、ウイルス粒子の性状、ウイルスゲノムの性状、宿主細

胞における生活環を記述しなさい。	 

	 

	 

問３．口蹄疫の病態、伝搬について記述しなさい。また、本伝染病の防疫において、ワ

クチンの使用が議論されているが、本伝染病の防疫におけるワクチン使用の長所

および短所を記述しなさい。	 
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選択問題１５ 
 
次の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。 
 
	 インフルエンザウイルスは毎年冬に流行をみせる呼吸器感染症の病原体である。ウイ

ルス粒子の膜表面に存在する二種類の糖蛋白質のうち（	 ①	 ）が、宿主細胞への感染

と侵入に重要な役割を担っている。（	 ①	 ）が宿主細胞内で活性を得るためには宿主

の消化管特異的に分布する（	 ②	 ）酵素によって二つのサブユニットに分断される必

要がある。（	 ③	 ）を中心にトリからヒトへの感染死亡例が多数報告されている高病

原性鳥インフルエンザウイルス株（H5N1 亜型）では、この（	 ①	 ）の（ア）開裂部位

のアミノ酸組成に特徴があり高病原性を示すひとつの要因であると考えられている。 
	 一般に抗インフルエンザウイルス薬として良く用いられるタミフル（オセルタミビル）

は（	 ④	 ）される（	 ⑤	 ）阻害薬であるが、アミノ酸変異による耐性株の存在も知

られている。 
	 二年前にメキシコに端を発して世界中で大流行した A/H1N1/2009pdm ウイルスは	 

（イ）複数の動物間で感染を繰り返してきた４種類の異なったウイルスが混じり合ってで

きていたことがウイルス株の遺伝子配列解析から分かった。  
 
 
問１．（	 	 ）内に当てはまる も適切な語句を以下の選択肢の中から選んで ① - a の

ように答えなさい。 
 
＜選択肢＞ 
a.	 北ヨーロッパ、	 b.	 北アメリカ、	 c.	  東南アジア、	 d.	  西アフリカ、   
e.	 PB1 蛋白質、	 f.	  HA 蛋白質、  g.	  NP 蛋白質、	  h.	 M2 蛋白質、	  
i.	 NA 蛋白質、	  j.	 NS 蛋白質、	  k.	  制限修飾、	   l.	 逆転写、	   
m.	 蛋白質分解、	 n.	 アロステリック、	 o.	  経口投与、	 p.	 静脈内投与、	  
q.	 筋肉内投与、	 r.	 吸入投与、	   s.	 PA 蛋白質、 	  t.	 PB2 蛋白質 
 
 
問２．病原体が、マイナス 1 本鎖 RNA のゲノムを持つ家畜伝染病を、すべて挙げなさ

い。 
 
（１）口蹄疫、（２）狂犬病、（３）リフトバレー熱、（４）伝染性海綿状脳症、 
（５）炭疽、	 （６）馬伝染性貧血、（７）豚コレラ、（８）ニューカッスル病、 
（９）ブルセラ病 
 
 
       ＜つづく＞ 
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問３．下線部（ア）に関連して以下の質問に答えなさい。 
 
問３－１．開裂部位のアミノ酸の特徴について 20 字程度で説明しなさい。 
 
問３－２．トリからヒトへ感染伝播した高病原性鳥インフルエンザウイルス分離株	 	 	 

の遺伝子解析から PB2 蛋白質の一個のアミノ酸がグルタミン酸からリジンに

変異していたことが分かった。このアミノ酸変異がもたらすウイルス株の特

徴について 40 字程度で説明しなさい。 
 
 
問４．下線部（イ）に関連して以下の質問に答えなさい。 
 
問４－１．持続的な感染に関与したと考えられるヒトとトリ以外の動物名をひとつ	 	 	 

挙げなさい。また、この動物が大流行の鍵を握ると考えられている理由につ

いて 60 字程度で説明しなさい。 
 
問４－２．ヒトに感染して大流行した 20 世紀のパンデミックウイルス（スペイン風	 	 	 

邪ウイルス）から４種混合型が生じてきた経緯について、150 字程度で説明し

なさい。 
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