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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２５年度大学院入学試験問題 
専門科目＜選択＞ 

 
実施日：平成２４年８月８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８２頁です。 
 4．「共通の選択問題」が１３問、「博士後期課程専用問題」が２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	 	 

	 

以下の文章を読んで、あとの問１－７に答えなさい。	 

 
長さ I の塩基配列  と長さ J の塩基配列  について、以下

のように定義されたスコアが 大になるアラインメントを動的計画法（ダイナミックプ

ログラミング法）によって探索する。すなわち、スコアは文字が一致したときに+1、不

一致のときに–1、両端（末端スペース）も含めた位置でのギャップに–2 の値を与える（長

さ n のギャップに対する値は−2nとする）。 
 
 
問１.	 上記のスコア定義によると、次のそれぞれのアラインメントのスコアはどうなる

かを答えなさい。”–“ はギャップを表す。 
 

(i) T G C G     (ii)  T G C G   (iii)  A A T G C G 
 : :   :             : :   :                : : :   
  T G G G            T G – G           – – T G C – 

 
 
問２.	 seq1 = “ATGCG ACTTG”, seq2 = “TTGCG CTTGG”とする（空白文字は見易く

するために入れてある）。また、seq1 の先頭位置１から i までの部分配列と seq2 
の先頭位置 1から jまでの部分配列の 適アラインメントのスコアを  とす

ると、位置１から５までのそれぞれの部分配列と、それらの間の 大スコア s(5, 5)
を示しなさい。 

 
 
問３.	 上で定義した s(i, j)の満たす関係式を次の中から選びなさい。ただし、m(i, j)は

seq1の i番目の文字と seq2の j番目の文字が一致するときに+1、不一致のときに

–1 という値をとるものとする。 
 

(a) s(i, j) =min{s(i−1, j −1)+m(i, j), s(i−1, j)− 2, s(i, j −1)+ 2}  
(b) s(i, j) =min{s(i−1, j −1)−m(i, j), s(i−1, j)− 2, s(i, j −1)+ 2}  
(c) s(i, j) =max{s(i−1, j −1)+m(i, j), s(i−1, j)− 2, s(i, j −1)− 2}  
(d) s(i, j) =max{s(i−1, j −1)−m(i, j), s(i−1, j)+ 2, s(i, j −1)+ 2}  

 
 
 

＜つづく＞ 

seq1(i),1≤ i ≤ I seq2( j),1≤ j ≤ J

s(i, j)
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問４．seq1 = “ATGCG ACTTG”, seq2 = “TTGCG CTTGG”とするとき、i, j に対応する

スコア s(i, j)は表１のようになる。解答用紙に６ｘ６（列ｘ行）のマス目を作り、

表１の空欄に対応する s(i, j)の値を書きなさい。ただし、作ったマス目の左上が 
i = 5, j = 5 に対応するものとしなさい。また、この二つの配列全体をアラインメ

ントしたときの 大スコアを求めなさい。 
 
表１ 

 j   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i    T T G C G C T T G G 
   0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 

1 A -2 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 
2 T -4 -1 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 
3 G -6 -3 -2 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 
4 C -8 -5 -4 -1 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 
5 G -10 -7 -6 -3 0       
6 A -12 -9 -8 -5 -2       
7 C -14 -11 -10 -7 -4       
8 T -16 -13 -10 -9 -6       
9 T -18 -15 -12 -11 -8       

10 G -20 -17 -14 -11 -10       
 
 
 
問５.	 上で求めた 大スコアを与えるアラインメントを表１から読み取り、そのアライ

ンメントを問１で使われた記述法にならって示しなさい。 
 

 
 
 
問６	 T. F. Smith と M. S. Waterman によって、1981 年に上のアルゴリズムに修正

を加えることで、局所的なアラインメントを求める方法が提案された。その修正

点とは何かを簡単に述べなさい。 
 
 
 
 
        ＜つづく＞ 
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問７.	 以下の（１）と（２）に答えなさい。 
 
（１）下記の表２は、上記の seq1, seq2 について Smith-Waterman 法に従い i, j に対

応するスコアを計算したものである。解答用紙に８ｘ７（列ｘ行）のマス目を作

り、表２の空欄に対応するスコアを書きなさい。ただし、作ったマス目の左上が

i = 4, j = 3 に対応するものとしなさい。 

 
 
表２ 

 j   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i    T T G C G C T T G G 
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 T 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
3 G 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 
4 C 0 0 0         
5 G 0 0 0         
6 A 0 0 0         
7 C 0 0 0         
8 T 0 1 1         
9 T 0 1 2         

10 G 0 0 0         
 
 
（２）さらに、seq1, seq2 の間のスコア３以上で独立な（他方に完全に包含されること

のない）局所アラインメントを列挙しなさい。 
 

たとえば以下の二つは独立でないことになる。 
 

 
  A T G           T A T G C T 
  : : :           : : : :    :   
  A T G           T A T G – T 
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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 
 
次の文章を読んで、あとの問１－８に答えなさい。 

 
制約条件： 3𝑥! + 2𝑥! ≤ 12 
 	 	 	   𝑥! + 2𝑥! ≤ 8   （式１） 

  𝑥! ≥ 0 𝑥! ≥ 0 
のもとで、 
 
目的関数： −𝑥! − 𝑥!    
 
を 小にする実数の 適解𝑥!、𝑥!を以下の手順で決定したい（このような問題を

線形計画問題という）。 
 
問１．式１の表す領域を図示しなさい。 
 
問２．式１の規定する凸多角形の面積を求めなさい。 
 
 

線形計画問題においては一般に、制約条件で規定される実行可能領域は凸多面体

になり、 適解はその頂点に存在する。この頂点を探索して 適解を見つける手

法をシンプレックス法とよぶ。 
 

式１は、新たに𝑥! ≥ 0、𝑥! ≥ 0の変数𝑥!、𝑥!を導入することで、制約条件は、 
 
  3𝑥! + 2𝑥! + 𝑥!                           = 12 
  𝑥!         + 2𝑥!                         + 𝑥! = 8   （式２） 
  𝑥! ≥ 0 𝑥! ≥ 0 𝑥! ≥ 0 𝑥! ≥ 0 
 
と書き直される。（１）で示される多角形の各頂点では、これらのうちふたつの変

数が 0 になり、残りのふたつの変数の値は一意的に定まる。0 にしたふたつの変

数を非基底変数、残りのふたつを基底変数とよび、その値を基底解とよぶ。 
 

問３．式２の制約条件における基底変数  𝒙𝑩 =
𝑥!
𝑥! 、非基底変数𝒙𝑵 =

𝑥!
𝑥! （1 ≤

𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 ≤ 4）の全ての組みあわせにおける基底解を列挙しなさい。そのうち、

𝑥! ≥ 0、𝑥! ≥ 0、𝑥! ≥ 0、𝑥! ≥ 0をみたす基底解（実行可能基底解とよぶ）には＊

を記せ。 
 
         ＜つづく＞ 
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問４．式２では、目的関数−𝑥! − 𝑥!を 小にする 適解での基底変数は、 

  𝒙𝑩 =
𝑥!
𝑥!  

であるという。この条件下で𝑥! = 0、𝑥! = 0であるために、式２は、 
適基底行列 B を用いて 

B  𝒙𝑩= 12
8  

とあらわされる。この 適基底行列 B の逆行列 B-1 を求め、 適解を求めなさい。

ただし解答にいたる過程も記すこと。 
 
 
 

下の式３の制約条件と目的関数について、より高次の線形計画問題を考える。 
 
制約条件： 𝑥!       + 𝑥!     + 2𝑥!   + 𝑥!                                     = 9 
  	 	  	 𝑥!       + 𝑥!     − 𝑥!                         + 𝑥!                     = 2  （式３） 
  	 	 	  −𝑥! + 𝑥!     + 𝑥!                                           + 𝑥! = 4 
          𝑥! ≥ 0 𝑥! ≥ 0 𝑥! ≥ 0 𝑥! ≥ 0 𝑥! ≥ 0 𝑥! ≥ 0 
 
目的関数： 𝑥! + 𝑥! − 4𝑥!                        →	 小 
 
この問題について、シンプレックス法を用いて 適解を求めたところ、 

基底変数は                𝒙𝑩 =
𝑥!
𝑥!
𝑥!

 

となった。 
 
問５．この制約条件が規定する 適基底行列 B を求めなさい。ただし解答にいたる過程

も記すこと。 
 
問６． 適基底行列の逆行列 B-1 を求めて、 適解を求めなさい。ただし解答にいたる

過程も記すこと。 
 
問７．式３の 1～3 番目の式のうち、右辺の定数のどれかひとつ（9,2,4 のうちのどれか

ひとつ）を１増やしたとき、目的関数の 小値の減少が も大きくなるのはどの

式か示しなさい。ただし解答にいたる過程も記すこと。 
 
 
          ＜つづく＞ 
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問８．生体内における物質生産、代謝、細胞内シグナル伝達、転写制御等の多くの系に

ついて、線形計画問題による定式化は有効な解析法となると考えられる。具体的

にどのような系に対し、どのような定式化を行って解析すればよいか簡単に記載

しなさい。またその解を定めようとする時、どのような実験データを収集すれば

よいか考察しなさい。 
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草稿用紙 
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草稿用紙 
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選択問題３ 
 
次の文章を読んで、あとの問１－４に答えなさい。問２以降については、導出過程も書

きなさい。 
 
真空中に静止している質量ｍ[kg]の粒子に振動数 n[Hz]の光を照射する実験をおこなっ

た。照射方向とθ[rad]の角度に振動数 n’[Hz]の光が検出された。また、粒子は照射方向

とφ[rad]をなす方向へ光よりも十分に遅い速さｖ[m/sec]ではね飛ばされた。 
 
 
問１．次の文の（  ①  ）〜（	 ⑥	 ）に適当な語句・数式を記入しなさい。 
 

光は波と粒子の性質をもっているので、振動数ｎ[Hz]の光がもつ運動量は、プラ

ンク定数ｈ[J・sec]と光の速さｃ[m/sec]を用いると（	 	 ①	 	 ）と表される。

光の照射方向を x 軸、これと検出光がつくる平面を xy 平面とすれば、粒子の運動

は（	 	 ②	 	 ）平面内でおこる。各軸方向の運動量は、x 軸：（	 	 ③	 	 ）、y
軸：（	 	 ④	 	 ）、	 z 軸：（	 	 ⑤	 	 	 ）である。また、エネルギー保存則か

ら（	 	 ⑥	 	 ）が成り立つ。 
 
 
 
問２．n と n’の間に成り立つ式をｍとθおよび与えられた定数を用いて表しなさい。 
 
 
 
問３．検出光と照射光の波長をそれぞれ

€ 

" λ 、

€ 

λとしたとき、

€ 

" λ −

€ 

λをθの関数で表しなさ

い。もし必要ならば

€ 

" λ 
λ
＋

€ 

λ

# λ 
≒２と近似してもよい。 

 
 
問４．静止している電子に照射光を当てたとき、角度 90°の方向に光が検出された場合、

検出光の波長はどれだけ変化しているか。必要ならば、電子の質量を9.1×10-31 kg、
電気素量を 1.6×10-19 C、プランク定数を 6.6×10-34 J・sec、光の速さを 3.0×108 

m/s として計算しなさい。 
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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 
 
次の２つ文章を読んで、あとの問１，２に答えなさい。 
 
（文章１） 

長さＬの一次元の箱に電子を１個いれた系のエネルギー固有値Ｅを求めたい。 
 
シュレディンガー式 

	  !!

!!!!
!!

!!!
ψ + 𝐸 − 𝑉 ψ = 0                           ① 

 
において、0≤X ≤L のとき	 V=0,  X＜0,  0＞L のとき	 V→∞	 とすると、 
 
0≤X ≤L	 において①式は 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  ② 
 
となる。ψ=Asin(βX +δ)を②式に代入すると 
	  
	 	 	 	 	 	 β2	 =	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   ③ 
 
境界条件より	 β＝	 	 	 	 	 	 	 (n:自然数)             	  ④ 
 
とかけるので、③と④から	 E =En =        	               ⑤ 
 
となる。ただし、ブランク定数 h、電子の質量を m とした。 

 
 
（文章２） 

一般式	 R2N+=CH (CH=CH)n NR2 で示される化合物の色が、n が大きくなるにつ

れどのように変化するかを考えたい。NR2に 2 個のπ電子があることを考慮すれば、

この化合物の共役π電子の数は	 	 	 	 個である。 
 
今、R2N+=CH, CH-CH, CH=CH,CH-NR2の結合距離がすべて等しいとし、各結合

がすべて共役しているとして、文章１の一次元箱型ポテンシャルモデルを用いて考

察してみよう。各単位共役結合の距離を a とすると、文章１の L は 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ⑥	  
 
であらわされる。 

＜つづく＞ 

	    (2)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 (3)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 (4)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

(5) 

(6)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	  (1)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  



  

17 

また HOMO（ 高被占軌道）のエネルギー固有値は	 	 	 	 、LUMO（ 低空軌

道）のエネルギー固有値は	 	 	 	 である。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
今、n=3 のときの極大吸収波長λmaxが 507nm であるとしよう。 
n=4 のときのこの化合物が示す極大吸収波長 X nm を求めたい。 
共役結合の数を考慮すると、	 

	 

L(n=3):L(n=4)	 =	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

となることから	 

	 

(E6-E5)n=3	 :(E7-E6)n=4	 =	 	 	 	 	 	 =	 

	 

となる。	 

	 

これから	 X=           nmと求められる。	 

	 

Eが⑤式であらわされるとすれば、	 

	 

ΔE	 =	 En+1	 -En	 =	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ⑦	 

	 

となる。⑥、⑦からΔEは h,m,a,nを用いて	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ⑧	 

と表される。	 

⑧式を用いると、nの増加とともにΔEがどのように変化するかを考察することによ

り、nの増加による極大吸収波長λmaxの変化が議論できる。(15)	 

	 

	 

問１．	 	 	 	 	 	 から	 	 	 	 	 	 にもっとも適切な数式、数字を答えなさい。	 

	 

ただし、以下に注意して解答しなさい。	 

	 

(7)、(8)は、以下の９つの中から１つを選んで答えなさい。	 

En; En+1; En+2; En+3; E2n; E2n+1; E2n+2; E2n+3; E2n+4	 

	 

(9)、(10)、(11) は比の形で答えなさい。ただし、(10)は L(n=3)と L(n=4)を用い、	 

(11) は X を用いて表すこと。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜つづく＞	 

	 (12)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 (13)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 (1)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 (14)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 (14)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

(8)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

(7)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 (10)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 (11)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 (9)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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問２．下線部(15)について、極大吸収波長λmaxの変化について議論し、色の変化につい

て考察しなさい。	 
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草稿用紙 
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草稿用紙 
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選択問題５ 
 
 
次に示す反応に関して以下の問１－７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.	 化合物３と化合物９をIUPAC命名法で命名しなさい。	 

	 

問２.	 化合物２、化合物４、化合物６、化合物７、化合物８の構造式を示しなさい。 
 
問３.	 化合物９と化合物１０を短時間加熱して反応させたところ、化合物１１が主生成

物として得られた。化合物１１の構造式を立体化学がわかるように示しなさい。

また、なぜそれが主生成物となるか説明しなさい。 
 
 
 
          ＜つづく＞ 
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問４.	 化合物１１を長時間加熱したところ、化合物１１の立体異性体が得られた。生成

物の構造式を立体化学がわかるように示しなさい。また、なぜそれが得られるか

説明しなさい。 
 
問５.	 化合物９と化合物１０の反応は、エチレンと 1,3-ブタジエンの反応と比較して、

活性化エネルギーはどのように変化していると考えられるか、理由とともに説明

しなさい。 
 
問６.	 化合物９と化合物１０の反応速度を増大させるために有効な触媒となる化合物

を一つ挙げ、なぜそれが触媒として働くか、説明しなさい。 
 
問７.	 化合物９と化合物１２の反応は、加熱によって進行するか、それとも光照射によ

って進行するか、理由とともに説明しなさい。また、生成物である化合物１３の

構造式を立体化学がわかるように示しなさい。 
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選択問題６ 
 
 
アミノ酸に関する以下の問いに答えなさい。	 

	 

	 

問１.	 タンパク質を構成するL-アミノ酸の構造式を、α−炭素（カルボキシル基とアミ

ノ基が結合する炭素）の絶対立体配置がわかるように示しなさい。ただし、側鎖

をRとし、カルボキシル基とアミノ基の解離は考慮せず、それぞれCOOH、NH2

と表記すれば良い。 
	 

	 

	 

問２.	 右図（ア）にグリシンの滴定曲線を示す。この図から、グリシンのカルボキシル

基の酸解離定数 pKCは 2.3、プロトン化されたアミノ基の酸解離定数 pKNは 9.6
であることがわかる。グリシンのカルボキシル基は酢酸（pKa=4.8）よりも酸性

度が高く、アミノ基はエチルアミン（アンモニウム塩の pKa=10.6）よりも塩基

性度が低い。この理由を説明しなさい。 
 
 
 
問３.	 右図（イ）〜（カ）は、アスパラギン酸、システイン、チロシン、ヒスチジン、

リシン、いずれかの滴定曲線であり、図中に示した pKR は側鎖官能基 R またはそ

の共役酸の酸解離定数、pI は、アミノ酸１分子中の電荷の総和がゼロになる等電

点である。それぞれの図がどのアミノ酸に対応するか答えなさい。 
 

 
 
 
 
問４.	 右図（イ）〜（カ）のそれぞれのアミノ酸について、図中の A 点、B 点、C 点、

D 点および E 点におけるα−アミノ基、α−カルボキシル基および側鎖 R の解離状

態を構造式を用いて説明しなさい。 
 
 
        ＜つづく＞ 
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        ＜つづく＞ 
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問５.	 タンパク質が高次構造を形成するときに、アミノ酸残基の側鎖間に働く相互作用

を具体的に３つ挙げ、側鎖官能基の構造を示して説明しなさい。 
 
 
 
問６	 タンパク質中のアミノ酸残基は、翻訳後に酵素によって化学修飾を受ける場合が

ある。翻訳後修飾の具体例を１つ挙げ、側鎖がどのような化学修飾を受けるか、

修飾前と修飾後の側鎖の化学構造式を示して説明しなさい。また、その化学修飾

によって、タンパク質の構造と機能がどのように変化するか、簡潔に説明しなさ

い。 
 
 
 
問７.	 仮に、ある酵素を構成する L-アミノ酸をすべて D-アミノ酸に置換してタンパク

質を化学合成したとすると、その立体構造と機能は天然の酵素と比較してどう変

化すると考えられるか、理由とともに簡潔に述べなさい。 
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選択問題７	 

	 

以下の問いに答えなさい。	 

	 

問１．化学反応に関する以下の（１）および（２）の問いに答えなさい。 
 
（１）	 次の（ア）～（キ）の記述に関して、正しいものに○、誤っているものに×を

つけなさい。 
 

(ア) 	 表１（あ）の全反応次数は 3 である。 
(イ) 	 いかなる反応もその全反応次数は必ず整数になる。 
(ウ) 	 表１（い）の可逆反応の半減期の逆数は k1－k-1 に等しい。 
(エ) 	 一次反応の半減期は反応物の初濃度に依存しない。 
(オ) 	 表１（う）は複数の素反応で構成される逐次反応である。 
(カ) 	 逐次反応において も速い素反応を律速段階という。 
(キ) 	 全反応次数が 0 となる反応は存在しない。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（２）	 生化学的に重要な反応の速度を測定するために、多くの方法が開発されている。

反応速度が遅い場合は、反応物をサンプリングして定量分析することが可能で

ある。しかし、速い場合は異なるアプローチが必要になる。半減期が１秒以下

の反応を測定するための方法にはどのようなものがあるか。代表的な方法の名

称をひとつ１０文字以内で答えなさい。 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜つづく＞ 

 反応式 速度式 

あ  ]B[]A[2A][ 2
1kdt

dv =−=  

い 
 

]B[]A[A][
11 −−=−= kk

dt
dv  

う  ]B][A[A][
1kdt

dv =−=  

2A + B C + 2D
k1

A B
k1

k-1

A + B C
k1 D

k2 2E
k3

表１	 
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問２．酵素の反応に関する次の文章を読み、以下の（３）～（７）の問いに答えなさい。 
 

図１は、単一基質の酵素反応における生成物の生成速度 v と基質の初濃度[S]0 の関係

を示したものである。[S]0 が比較的小さい場合には v は[S]0 に比例する。一方、[S]0 が増

大するとこの関係は徐々に成立しなくなり、ついには極限値 Vmax に漸近し v はほぼ一定

となる。この関係を示したのが式１で、Michaelis-Menten の式と呼ばれる。 
 

 =v  式１ 
 

ここで、KM は Michaelis 定数である。 
実験データから Vmax と KM を求めるときは、Michaelis-Menten の式を一次式に変換する

ことが有効である。よく知られている方法の一つは、Lineweaver-Burk プロットと呼ばれ

る二重逆数プロットを作図することである。Lineweaver-Burk プロットは、式１の両辺を

逆数にした関係から導かれ、x 軸切片は	 い	 、y 軸切片は	 う	 に対応する。 
式１の関係は、酵素 E、基質 S、生成物 P に加えて、酵素基質複合体 ES の存在を仮定

した次の二段階の反応様式で説明することができる。 

  式２ 

 
ここで k1、k-1、k2 はそれぞれの素反応の速度定数である。式２の二段階の反応様式を

Michaelis-Menten 機構と呼ぶこともある。 
式２の反応様式は極端に単純化した理想的な機構である。実際の酵素反応はもっと複

雑であることが多い。たとえば、式２では、反応全体の速度定数 kcat は k2 と等しくなる

が、複雑な反応では必ずしも kcat = k2 とならない。 
 
         ＜つづく＞ 
 

E + S ES E + P
k1

k-1

k2

あ 

図１	 
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（３）	 KM、Vmax、[S]0 を用いて式１の右辺部	 	 あ	 	 を完成させなさい。 
 

（４）	 	 い	 、	 う	 として も適切な記号をそれぞれ書きなさい。 
 

（５）	 表２の実験データを用いて、この反応のKMとVmaxを求めよ。（有効数字１桁）。

なお、導出の際に下記の方眼を使っても良い。 

 
[S]0 v 

(µmol L-1) (µmol L-1 min-1) 
5 9 
10 16 
20 29 
50 50 
100 66 
500 91 

 
 

（６）	 式２において、k-1>>k2 であるとき、ES は遊離の E と S との間で熱力学的に平

衡関係にあるとみなせる。このときの平衡解離定数 KS、[E]0、k2 および[S]0 を

用いて式１の関係を導くことができることを示しなさい。 
 

（７）	 kcat と KM の比 kcat/KM は酵素の反応性を特徴づけるパラメータとして多用され

る。kcat/KM が意味する性質を kcat と対比させて１００字程度で述べなさい。 

表２	 
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選択問題８	 

 
 
以下の文章１－４を読んで、各問いに答えなさい。 
 
 
 
（文章 1） 
タンパク質は細胞の骨格を形成するのみならず、細胞内における複雑な情報伝達を担う

重要な生体物質である。細胞外からの信号は（	 ア	 ）を通して細胞内に伝わり、信号

を担うタンパク質分子群に（	 イ	 ）後修飾と呼ばれる(1)化学修飾が施される。これら

の修飾が付加・脱離されることにより、リレー式に情報が伝達され、転写制御などを介

して増殖・分化をはじめとする細胞運命の決定に寄与する。 
 
 
問１．（ ア）、（イ）に も適する語句を以下の選択肢から選び、番号で答えなさい。	 

① 小胞体	 ②	 受容体	 ③	 ゴルジ体	 ④	 中心体	 ⑤	 複製	 ⑥	 分裂	 	 

⑦	 転写	 ⑧	 翻訳	 

 
 
問２．下線部（１）の細胞内情報伝達におけるタンパク質の「化学修飾」に関して、以

下の項目から適切でないものを１つ挙げなさい。	 

 
ユビキチン化、リン酸化、ミリストイル化、ミセル化、糖鎖修飾 

 
 
 
（文章 2） 
近年、細胞内で様々な機能を担うタンパク質の一次構造を解析するための手法として、

高感度・高精度な検出を可能とする質量分析が多く用いられるようになってきている。

従来の質量分析においては、タンパク質やペプチドをはじめとする高分子量化合物を安

定的にイオン化し検出することは困難であったが、測定試料を（	 ウ	 ）と呼ばれる試

薬と混合してレーザーを照射することにより試料をイオン化する（	 エ	 ）法や、試料

溶液をキャピラリーに導入して高電圧を加え、溶媒分子を蒸発させることにより試料を

イオン化する（	 オ	 ）法が開発され、2002 年には上記の両イオン化法の開発に対して

ノーベル化学賞が授与された。 
 
 
         ＜つづく＞ 
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問３．（ウ）から（オ）に も適する語句を以下の選択肢からそれぞれ選び、番号で答

えなさい。	 

 
	 	 （ウ） 

① エントロピー	 ②	 ラフト	 ③	 マトリックス	 ④	 ファンデルワールス	 	 

	 	  
（エ） 
⑤ タンデムマス	 ⑥ 電子移動解離  ⑦ マトリックス支援レーザー脱離イオン化	 

⑧ レーザーマイクロダイセクション 
 
（オ）  
⑨ 衝突誘起解離	 ⑩ エレクトロスプレーイオン化	 ⑪ ペプチドマスフィンガー

プリンティング	 ⑫ キャピラリー電気泳動 
 
 
 
（文章 3） 
生体中のタンパク質を解析する際に、SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動により分子

量に基づいてタンパク質群を分離する方法がよく用いられる。タンパク質を特異的に(2)

染色する試薬によって可視化されたバンドを切り出して、それぞれのバンドに含まれて

いるタンパク質を質量分析によって同定することが可能である。各ゲルバンド中に含ま

れるタンパク質を解析するために、システイン残基の側鎖であるチオール基を(3)還元・

アルキル化反応によって保護した後に、ゲル内にタンパク質分解酵素を導入して断片化

を行い、得られたペプチド混合物に関する質量分析を行うと図 1 左のようなスペクトル

が得られる。 

 
図 1 

 
 
        ＜つづく＞ 
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得られたスペクトルピークが示す実測値と、公共のデータベースに登録されているタン

パク質群の一次アミノ酸配列を同じ酵素で断片化した時に得られる理論値を照合し、ピ

ークセットが もよく帰属されるものを探索することによってタンパク質を同定する。 
 
 
問４．下線部（2）に関連して、核酸やタンパク質などの主要生体物質に関しては、染

色による検出がよく行われるが、タンパク質の染色法として適切でないものを以

下の項目から選んで答えなさい。	 

 
	 	 銀染色、エチジウムブロマイド染色、CBB（クーマシーブリリアントブルー）染色、

蛍光染色 
 
 
問５．下線部（3）に関連して、システイン残基の側鎖であるチオール基は化学反応に

よって酸化・還元を受けることが知られているが、タンパク質の還元剤として

も適切なものを以下の選択肢から選んで、番号で答えなさい。	 

 
① アセトン	 ②	 ジチオトレイトール	 ③	 過マンガン酸カリウム	 

④	 トリクロロ酢酸	 

 
 
問６．上記の断片化の過程では、リジン、アルギニンの C末端側を特異的に加水分解す

るトリプシンのように、特定のアミノ酸配列部位で切断をするタンパク質分解酵

素が通常用いられるが、その理由を図 1 のプロセスに基づいて 70 字以内で述べ

なさい。	 

 
 
 
 
（文章 4） 
情報伝達因子 S は、図 2 に示すように 5 つの（	 カ	 ）から成る遺伝子構造を持ち、ス

プライシングによって（	 キ	 ）が取り除かれることにより成熟 mRNA が生成される。

この mRNA がコードするタンパク質は、細胞内情報伝達の活性化によって N 末端から

数えて m 番目のアミノ酸に化学修飾が施されることが知られている。 
 
 
        ＜つづく＞ 



  

38 

 
図 2 

 
ある培養細胞 A で発現している情報伝達因子 S を解析するために、一方の細胞群には S
を活性化する刺激因子 T を与え、他方の細胞群には T を与えずに培養し、各々の細胞群

から情報伝達因子 S を精製して還元条件で SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動を行

ったところ、図 3 左のように異なる位置にバンドが見られた。 

 
                                  図 3 
また、別の培養細胞 B では情報伝達因子 S のスプライシングバリアントを発現している

ことが知られているが、細胞 B に関しても上記と同様の刺激を与えた後、S を精製して

還元条件で SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動を行ったところ、図 3 右のように培

養細胞 A の場合と異なる位置にバンドが見られた。 
        	 ＜つづく＞ 
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問７．（カ）、（キ）に も適する語句を答えなさい。	 

 
 
問８．図 3 のバンド a-1、a-2 に関して質量分析を行ったところ、バンド a-1 に関しては

スペクトル中の全てのピークが、タンパク質 S の一次アミノ酸配列に帰属される

ことが分かったが、バンド a-2 に関しては、一部のピークが帰属されなかった。

この理由として考えられることを 70 字以内で述べなさい。（ただし、電気泳動に

供したサンプル中には精製したタンパク質 S と泳動に必要な緩衝液以外は何も含

まれていないものとし、ゲル断片からペプチド混合物を抽出する一連の反応にお

ける効率は、バンド間で変わらないものとする。） 
	 

 
問９．培養細胞 B では刺激の有無によってバンドの位置に変化が見られなかったが、こ

の理由として考えられることを遺伝子構造の観点から 70 字以内で述べなさい。 
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選択問題９ 
 
 
以下の文章１と２を読んで、各問いに答えなさい。 
 
（文章１） 
細胞は外界からの様々な刺激を細胞表面で感知し、生じたシグナルを細胞内へ伝達する。

細胞外と細胞内の領域は、脂質二重層からなる細胞膜によって隔てられている。細胞膜

に存在する脂質の主成分はリン脂質と（ ア ）である。リン脂質は（ イ ）の頭部１つ

と（ ウ ）の尾部２つからなる。この様な分子の性質は（ エ ）と呼ばれる。動物細胞

の細胞膜を構成するリン脂質には、ホスファチジルエタノールアミンに代表される

（ オ ）、セラミドを共通構造として持つ（ カ ）や、セラミドに糖が結合した糖脂質

などがある。また、（ ア ）は脂質二重層の力学的安定性を高める作用を持つ。細胞膜

は多くの分子の通過を妨げる障壁となっており、例えば尿素のような小さな分子であっ

ても膜透過性は極めて低い。しかしながら、一部のホルモンは細胞膜を通過し①、細胞

内の受容体タンパク質と直接結合して生理作用を発揮する。 
	 細胞膜の流動性②は厳密に制御されており、膜の構成成分と（ キ ）に依存して変化

する。細胞膜における膜タンパク質の移動や拡散は、人工的に作成した脂質二重膜（リ

ポソーム）では自由に起こるが、実際の細胞膜中では種々の要因によって妨げられてい

る③。 
 
問１．文中の（ア）〜（キ）に入る も適切な語句を、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。但し、同じカナ記号の箇所には同じ言葉が入

るものとする。	 

	 

選択肢：(a) グリセロリン脂質,	 (b)嫌気性,	 (c)	 親水性,	 (d)	 湿度,	 (e)	 疎水性,	 	 

(f)	 コレステロール,	 (g)	 スフィンゴリン脂質,	 (h)	 電荷,	 (i)	 プロスタグランジン,	 

(j)トリグリセリド,	 (k)	 双極性,	 (l) トランス脂肪酸,	 (m) 温度,	 (n)	 両親媒性	 

 
問２．下線部①に関して、具体例を一つ挙げよ。またこの様なホルモンはなぜ細胞膜を

通過するのだろうか。これらのホルモンに共通する性質を簡潔に述べなさい。 
 
問３．下線部②に関する次の文章を読み、問い（１）、（２）に答えなさい。 
 
	 細胞膜における膜タンパク質の流動性を解析するため、以下の実験を行った。まず、

２種類の膜貫通型タンパク質（A および B）に緑色蛍光タンパク質（GFP）を融合して

人工タンパク質（タンパク質 A-GFP 融合分子、およびタンパク質 B-GFP 融合分子）を

作製した。これらのタンパク質を、それぞれほ乳類培養細胞に発現させ、蛍光顕微鏡を 
 
         ＜つづく＞ 
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用いてその局在を観察したところ、両者は共に細胞膜全体に均一に局在することが確認

された。次に、細胞膜の一部にレーザー光を短時間照射して GFP の蛍光を退色させ（図

１）、その後、同部位の蛍光強度を一定時間ごとに計測した（光退色後蛍光回復法：FRAP）
ところ、以下の様なグラフが得られた（図２）。 
 
	 	 ＜図１＞	 	 	 	 	 	 	 	 ＜図２＞ 

 
 
（１）細胞膜における流動性が高いのは A、Ｂどちらのタンパク質であると考えられる

か、またその理由を簡潔に説明しなさい。（ただし、細胞内における A および B
タンパク質の合成効率に差はないものとする。） 

 
（２）膜貫通型タンパク質Ｃに GFP を融合して同様の実験をおこなったところ、以下

の様なグラフが得られた。膜タンパク質Ｃの性質に関する以下の文章のうち、

も適切なものを一つ選び記号で答えなさい。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ア）タンパク質Ｃは不安定な分子であり、細胞膜上で速やかに分解されている。 
イ）タンパク質Ｃは膜輸送によって、細胞膜からゴルジ体や小胞体へ移動している

と考えられる。 
ウ）タンパク質Ｃは、細胞膜において分子同士で二量体化する性質を持つ。 
エ）タンパク質Ｃは、一部の分子が細胞膜上を移動しているが、その一方で、ほと

んど動かない分子も存在する。 
オ）ア）〜エ）のいずれでもない。 
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問４．下線部③に関して、膜タンパク質の移動を制限するメカニズムとして、どの様な

ことが知られているか。赤血球を例にとり、以下の２つのキーワードを用いて 100
字以内で説明しなさい。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 キーワード：スペクトリン、細胞骨格 
 
 
 
（文章２） 

1980 年代初頭、ワインバーグらはヒト膀胱がん細胞からゲノム DNA を抽出して、

制限酵素を用いて適切な長さに切断①し、不死化したマウスの線維芽細胞

（NIH3T3 細胞）に導入することによって、このマウス細胞をがん化する活性②

を持つ特定のヒト DNA 断片を単離することに成功した。この DNA 断片中に含ま

れていた遺伝子は Ras（H-Ras）であり、ヒトがんから見出された初めてのがん

遺伝子である。その後の解析によって、この時単離された Ras 遺伝子は点変異を

有しており、アミノ末端から 12 番目のアミノ酸が Gly から Val に変化③している

ことが明らかにされた。 
	 Ras タンパク質は、細胞増殖を制御する分子スイッチであり、受容体型チロシ

ンキナーゼ④からのシグナルによって活性化される。活性化された Ras は、多彩な

エフェクター分子と結合して、複数の細胞内シグナル伝達経路を活性化する。Ras
の下流で作用するシグナル伝達システムとして、増殖を司る MAP キナーゼ経路⑤

（ERK 経路）や、細胞の生存シグナルである PI3K-AKT 経路などが知られてい

る。 
 
問５．下線部①に関して、ヒトのゲノム DNA を制限酵素 BamHI で切断した際に得ら

れる DNA 断片の平均長はどの程度であると考えられるか。各塩基の出現頻度が

同じであると仮定して概算しなさい。（有効数字 2 桁で x 103の形で解答せよ） 
 
問６．下線部②に関して、接着細胞の悪性形質転換を検出する方法について説明した以

下の a)-d)の文のうち、正しいものに○をつけなさい。また、間違っているもの

には×をつけ、どこが間違っているのかを簡潔に説明しなさい。	 

	 

a	 )	 軟寒天培地内でのコロニー形成試験は、がん細胞における接触阻止能の喪失

を検出する方法である。 
ｂ）動物を用いた造腫瘍性の実験には、主にヌードマウスが用いられる。ヌード

マウスは胸腺を持たないため特に液性免疫が低下しており、移植腫瘍細胞に

対して拒絶反応を示さない。 
ｃ）マウス NIH3T3 細胞を用いたフォーカスアッセイにおいて、形質転換によっ

て形成されたフォーカスはギムザ染色で濃染する。 
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ｄ）活性型 Ras 変異体は強力ながん遺伝子であり、ヒト正常組織から採取した線

維芽細胞（初代培養細胞）に導入した場合でも、高頻度に悪性形質転換を誘

導できる。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
問７．下線部③に関して、Ras の活性制御機構に関する以下の文を読み、正しいものを

選んで記号で答えなさい（複数選択可）。 
 

ア）１２番目のアミノ酸が Gly から Val に変異した Ras タンパク質は、内在性の

GTPase 活性を失い、恒常的活性型となる。 
イ）不活性型の Ras には GDP が、また活性型の Ras には GTP が結合しているが、

細胞内では GTP に比べて GDP の量が圧倒的に多いため、無刺激状態で通常 Ras
タンパク質は GDP と結合した不活性型で存在する。 

ウ）Ras タンパク質は活性化されるとカルボキシル末端に脂質修飾が起こり、細胞膜

に移行する。 
エ）ヒト全がんの約 30％に Ras の変異が認められるが、特に膵癌では高率であり、

80-90％の症例で Ras 遺伝子の点変異が見出される。 
オ）易発がん性を示す先天性疾患であるヌーナン（Noonan）症候群やコステロ

（Costello）症候群では、一部の症例で Ras の点変異が見出される。 
 
問８．下線部④に関する次の文を読み、以下の（１）（２）に答えなさい。 
	 上皮増殖因子（EGF）受容体を発現する細胞の培養液中に EGF を添加して、EGF 受

容体を刺激したところ、一過性に受容体のチロシンリン酸化が亢進し、Ras-MAP キナ

ーゼ経路の活性化が観察された。数時間経過後、ふたたび細胞を EGF で刺激したとこ

ろ、EGF に対する細胞の応答性が低下しており、Ras-MAP キナーゼ経路の活性化が著

しく減弱した。 
 
（１）この時、どの様なことが起きていると考えられるか。簡潔に説明しなさい。 
 
（２）またそれを確認する為にどの様な実験を行えば良いか、100 字程度で説明しな

さい。 
 
問９．下線部⑤に関して、ヒト細胞内には少なくとも３種類の MAP キナーゼ経路（ERK、

p38、JNK 経路）が存在する。各 MAP キナーゼ経路を構成する分子の構造は、

互いに良く似ているにも関わらず、異なる MAP キナーゼ経路間でシグナルの混

線は起こらない。 
	 この様に並行するシグナル伝達経路のクロストークを防止し、情報伝達の特異

性を高めるメカニズムとして、どの様な機構が考えられるか。一つ例を挙げ、100
字程度で説明しなさい。 
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草稿用紙 
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草稿用紙 
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選択問題１０ 
 
以下の問１－４に答えなさい。 
 
問１．次の文章を読み、以下の（１）－（４）の問いに答えなさい。 
	 

脊椎動物は主に、神経、筋肉、血液、リンパ、（	 ア	 ）、（	 イ	 ）の各組織で構成される。

（	 ア	 ）組織と（	 イ	 ）組織を構成する分子は大きく異なっている。（	 ア	 ）組織では、

大量の細胞外マトリックス（Extracellular	 matrix:	 ECM）の中に細胞がまばらに分散

しており、細胞同士の直接の接着は（	 ウ	 ）。ECM は（	 エ	 ）状の巨大分子、とりわけ（	 オ	 ）

に富み、組織にかかる外力を支える役目を有する。	 

一方、（	 イ	 ）組織では、細胞が互いに強く結合して（	 イ	 ）と呼ばれる層を形成して

いる。ECM は少なく、主として細胞層の下にある（	 カ	 ）と呼ばれる薄い膜を形成して

いる。細胞は細胞同士の接着で結合しており、細胞は組織にかかる外力の殆どを支えて

いる。そのため、（	 イ	 ）細胞の細胞質には強力な細胞骨格が縦横に張り巡らされてお

り、細胞膜の特定の接合部に接着している。さらに接合部は接近した細胞の表面や（	 カ	 ）

と特定の結合を形成している。	 

	 

（１）文中の（ア）〜（カ）に当てはまる言葉を下記の選択肢から１つずつ選び番号で

答えなさい。但し、同じカナ記号の箇所には同じ言葉が入るものとする。	 

(ア) ①融合、②結合、③会合、④縫合	 

(イ) ①内皮、②中皮、③上皮、④真皮	 

(ウ) ①ない、②ある	 

(エ) ①繊維、②球、③直鎖、④編み目	 

(オ) ①ラミニン、②コラーゲン、③フィブロネクチン、④レクチン	 

(カ) ①基底膜、②細胞膜、③細胞壁、④脂質二重膜	 

	 

（２）（	 オ	 ）は組織にかかる外力を細胞に代わって受けとめるためにユニークな構造

をもつ。その構造の名前を答えなさい。	 

（３）細胞膜の特定の接合部を構成する分子のうち、細胞-細胞間の接着結合を形成す

るカルシウム依存性接着分子名を答えなさい。	 

（４）細胞膜の特定の接合部のうち、細胞と（	 カ	 ）間の接着を担う接着装置名を答え

なさい。	 
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問２．次の文章を読み、以下の（１）－（４）の問いに答えなさい。 
 

（ ア ）を離脱した癌細胞は間質組織に浸潤したのち再び増殖を開始する。このとき、

癌細胞は増殖するための十分な酸素や栄養素を確保するために、癌細胞自らやその周囲

のマクロファージから産生される血管内皮細胞増殖因子（Vascular endothelial growth 

factor, VEGF）が血管内皮細胞を活性化することで腫瘍血管を誘導する。さらに、癌細胞

は腫瘍血管に浸潤し、血流によって遠隔の臓器に運ばれる。その後、一部の癌細胞は遠

隔臓器の毛細血管に接着して血管壁に浸潤し、その組織で増殖することで新たな（ イ ）

を形成する。 

 

（１）（ア）、（イ）に当てはまる語句を答えなさい。 

（２）癌組織おける VEGF 発現制御の分子機構について40字以内で簡潔に述べなさい。 

（３）次の血管新生の過程を正しい順に並び替えなさい。 

① 分化による管腔形成 

② 癌細胞や周囲の正常細胞が産生したVEGFによる血管内皮細胞の活性化 

③ 血管内皮細胞の増殖 

④ 血管内皮細胞による周囲の正常組織の破壊 

 

（４）間質細胞と癌細胞との相互作用など、癌細胞を取り巻く特殊な宿主環境の名称を

答えなさい。 

 

 

 

問３．次の文章を読み、表も参照して、以下の（１）－（８）の問いに答えなさい。 

 

タンパク質の水中の溶解度は、多くの場合、塩の添加で増加していくが、ある塩濃度か

らは逆に低下していく。この低下によるタンパク質の析出を（ ア ）とよび、それを利

用して、タンパク質を粗く分画する方法を（ ア ）法とよぶ。塩としては、硫酸アンモ

ニウム（硫安）がよく使われる。ほとんどのタンパク質は、30%～80%の飽和硫安濃度

で沈殿を始める。塩濃度の表示には習慣的に飽和度（％飽和）が使われる。通常は操作

時の温度に関係なく 25℃条件（下表）に従って（ ア ）を行う。 

沈殿を始める硫安の濃度はタンパク質ごとに異なり、一般に分子量の大きなタンパク質 
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ほど沈殿しやすい。沈殿したタンパク質は本来の構造を維持して、容易に再溶解できる

ことが多い。そのため、この方法は、簡便で経済的なタンパク質の濃縮法ともなる。特

に抗体精製の際、たくさんある血液タンパク質を除去する手段として、また、大容量の

抗血清や腹水から抗体を濃縮する手段として使用される。具体的には、まず不溶性成分

を除去した抗血清に（ イ ）％飽和硫安を加え、4℃でゆっくり抗体成分を（ ア ）す

る。（ イ ）％飽和硫安において、大部分の抗体成分は沈殿する。一方、その他の血液

成分は（ イ ）％以上の飽和硫安で沈殿する。その後、回収した沈殿に含まれる抗体は、

目的の実験に合わせた緩衝液で脱塩のための（ ウ ）を行った後、（ エ ）を固相化し

たアフィニティー精製を行うことで高度に精製される。 

 

 

	 

	 

	 

（１）上記の説明文を読んで（ ア ）〜（ エ ）の中に当てはまる語句を下記の選択肢

から１つずつ選び番号で答えなさい。但し、同じカナ記号の箇所には同じ言葉が

入るものとする。 

(1)	 プロテイン−C、(2)	 プロテイン−G、(3)	 希釈、(4)	 分析、(5)	 透析、 

(6)	 塩析、(7)	 0、(8）50、(9)	 70、（10）100 

 

 
（２）次のタンパク質の濃縮法に関する小問(A)〜(D)に答えなさい。 

(A) 酸性沈殿の際に一般的に使われる強酸の試薬名を答えなさい。 
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(B) 上記の強酸による濃縮法のメリット、デメリットを説明している文章を下記からす

べて選び、番号で答えなさい。 

① タンパク質の活性を保持したまま、多くのタンパク質に適応できる。 

② タンパク質の活性は失活するが、多くのタンパク質へ適応できる。 

③ タンパク質の活性は保持できるが、分子量の小さなタンパク質のみに適応できる。 

④ タンパク質の活性は失活するが、分子量の小さなタンパク質のみに適応できる。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

(C) タンパク質の表面に結合している水分子を奪うことで（脱水状態にする）、タンパ

ク質の溶解度を低下させ、タンパク質同士の結合を強める沈殿法を答えなさい。 

 

(D) 限外濾過膜によるタンパク質の濃縮法について正しく説明しているものを下記の

選択肢からすべて選び、番号で答えなさい。 

① 分子量 1.5 万のタンパク質は阻止分子量 1 万の限外濾過膜を通過できない。 

② 分子量 1.5 万のタンパク質は阻止分子量 1 万の限外濾過膜を通過することがある。 

③ タンパク質の吸着性は膜の種類やタンパク質の性質によって異なる。 

④ タンパク質の吸着性はどの膜を使ってもほぼ同じである。 

⑤ 限外濾過には親水性処理した膜を使う。 

⑥ 限外濾過には疎水性処理した膜を使う。 

 

 

（３）低濃度の塩の添加でタンパク質の溶解度が増加する現象の名称を答えなさい。 

 

 

（４）抗血清（300 ml）から抗体を粗精製するため、（イ）％飽和の硫安沈殿 により沈

殿として抗体の粗画分を得た。このときに添加した硫安量を答えなさい。 

 

 
（５）精製した抗体のタンパク質としての純度を確認する生化学的な実験法を答えな

さい。 

 

（６）精製した抗体の抗原に対する反応性を定量的、定性的に確認する免疫学的実験法

をそれぞれ答えなさい。 
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（７）パパインやペプシンなどのプロテアーゼで抗体を処理すると、抗体認識部（Fab
断片）とFc断片を分離することが可能となる。抗体をFab断片化する利点を30字

以内で簡潔に答えなさい。 

 

（８）免疫沈降可能なあるモノクローナル抗体（IgG1, 100µg）に結合する抗原の 大量

を答えなさい。ただし、抗体、抗原の分子量をそれぞれ15万 、3万として、また、

本抗原による抗原-抗体反応への立体障害は考えないこととする。 

	 

	 

問４．次の文章を読んで、問いに答えなさい。	 

遺伝子工学の技術の発達により、組換えタンパク質を容易に作製することが可能となっ

た。この技術を用いて、コラーゲン I型を主要な基質とするマトリックスメタロプロテ

アーゼ１（MMP1）の各ドメインの持つ機能を調べた。	 

MMP1 は３つのドメイン構造（ドメイン I、II、III）から構成されるため、下記の A〜F

の組換えタンパク質を作製した。各ドメインのプロテアーゼ活性はコラーゲン I型と短

い合成ペプチドをそれぞれ基質として測定した。	 

下記の結果から推定されるドメイン I、II、III の機能をそれぞれ 30 字以内で簡潔に答

えなさい。	 

	 

	 

	 

	 

  



  

53 
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草稿用紙 
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草稿用紙 
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選択問題１１ 
 
次の文章を読み、以下の問１－６に答えなさい。 
 
我々の運動・呼吸機能を支える骨格筋は多数の核をもった細胞である（a）の集合体であ

り、その収縮・弛緩は細胞内の（b）によって担われている（図１）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
骨格筋の収縮・弛緩は運動神経により、その軸索末端と（a）を結ぶシナプスを介して制

御されている。このシナプスは（c）と呼ばれるが、ここでは、（c）の略号を用いて NMJ
と呼ぶ（図２）。NMJ は、神経細胞間に形成されるシナプスと同じく、電気的な興奮時

に（d）を放出する前シナプス部と（d）の受容体が高密度に凝集する後シナプス部、並

びに、両者を隔てるシナプス間隙に大別することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
哺乳動物の NMJ では前シナプス部から放出された（d）が（a）の後シナプス膜上に凝集

する受容体に結合することで局所的な脱分極を誘導し、それが近傍の電位依存性ナトリ

ウムチャネルを開放することで、（a）の活動電位を誘起する。 
 

＜つづく＞ 

 
	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 著作権法への配慮の都合上、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図１を公開できません。 
 
 
 
	 図１：多核の細胞である（a）と、その収縮・弛緩を担う細胞内構造で	 

	 ある（b）の模式図（Mol.	 Biol.	 Cell	 5th	 ed.	 Fig.	 16-73a より改変）	 

	 図中の（a）、（b）については本文参照。	 

 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 著作権法への配慮の都合上、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図２を公開できません。 
 
 
 
	 図２：NMJ の模式図（Mol.	 Cell	 Biol.	 5th	 ed.	 Fig.	 7-29 より改変）	 

	 図中の（a）については本文参照。	 
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このように生じた活動電位は、１）細胞膜からトンネルのように陥入した横行管＊（図

３）の電位依存性カルシウムチャネルを開放することにより、筋小胞体のカルシウム依

存性カルシウムチャネルを介したカルシウムイオンの放出を誘起する。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

＊横行管（transverse tubule）は細胞膜と連続するトンネル様の陥入構造であり、その管腔

内部は（a）の細胞膜外の環境と同一とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、図３に記載の通り、横行管は（b）の収縮単位である筋節あたり２本ずつ各々の

筋小胞体に近接する形で（a）の内部を横断している。筋小胞体は（b）を取り囲むよう

に存在しており（図３）、放出されたカルシウムイオンは（e）によるアクトミオシン系

の滑り運動に対する抑制を解除することで、（b）の収縮を引き起こす。 

	 	 ＜つづく＞ 
 

 著作権法への配慮の都合上、 

	 図４を公開できません。 

 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 著作権法への配慮の都合上、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	   図３を公開できません。 
 
 
 
	 図３：（b）を囲む筋小胞体に近接する形で（a）の内部を横断する	 

	 横行管の模式図（Mol.	 Biol.	 Cell	 5th	 ed.	 Fig.	 16-77 より改変）	 

	 図中の（a）、（b）については本文参照。	 
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哺乳動物の NMJ は殆どの場合、ひとつの（a）の中央部分にひとつだけ形成される。NMJ
の形成過程は後シナプス構造の形成と運動神経軸索の（a）の中央部分への伸展が認めら

れる胎生 14 日（E14）前後と、それらの間で機能的なシナプスが形成される E18 前後に

分けて観察されることが多い（図４）。この NMJ の形成には、（a）の中央部分、特に NMJ
の後シナプス部に局在する受容体型キナーゼ M＊＊の、運動神経の軸索末端から放出さ

れる G による活性化が必須である。実際、２）M 欠損マウスの横隔膜筋では後シナプ

ス構造が形成されず、本来ならば NMJ が形成されるべき胎生 18 日（E18）での前シナ

プス構造の形成不全と運動神経軸索の異常な伸展が観察される（図４）。同様に、G 欠損

マウスの横隔膜筋においても E18 での NMJ 形成は認められず、神経軸索の異常な伸展

が観察される。しかしながら、M 欠損マウスとは異なり、３）G 欠損マウスや運動神経

欠損マウスにおいては、E14 の後シナプス構造の形成は野生型マウスと同様に認められ

る（図４）。この時、４）G 欠損マウスの後シナプス構造は、胚のさらなる発生に伴い

縮小、減少するのに対し、運動神経欠損マウスの後シナプス構造の大きさや数は E18 の

時点でも殆ど変化しない（図４）。興味深い事に、５）G 欠損マウスにおいて、NMJ の
前シナプス部での（d）の合成に必要な酵素を欠損させると NMJ の形成が可能になるこ

とが知られている。 
 
＊＊NMJ の後シナプス構造の形成には受容体型キナーゼ M の（a）における活性化が必須

であり、M の発現は(a)に特異的とする。 
 
 
問１．（a）から（e）に も適する語句を選択肢から選び、番号を答えなさい。但し、同

じ記号の箇所には同じ語句が入るものとする。 
 
1. サルコレンマ,	 2. 筋原繊維,	 3. 神経繊維,	 4. キネトコア,	 5. マイオチュブリン,	 
6. 神経筋連結部,	 7. 神経筋結合部,	 8. 神経筋接合部,	 9. 新筋上結合部,	  
10. 微小管,	 11. 筋繊維（筋管）,	 12. 中間系フィラメント,	 13. 微小繊維, 
14. マイオーシス,	 15. キネシン,	 16. アクチノマイシン,	 17. トロポミオシン, 
18. シュワン細胞,	 19. 樹状細胞,	 20. ミッドカイン,	 21. 神経筋連絡物質,	  
22. 神経伝達物質,	 23. 介在物質,	 24. マイオカイン,  25. 運動シナプス,	  
26. 介在シナプス,	 27. ニューロカイン,	 28. ケモカイン	  
 
 
問２．下線部１）で述べられている横行管が果たす役割について、１２０文字以内で答

えなさい。 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜つづく＞ 
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問３．下線部２）で述べられている前シナプス構造の形成不全と運動神経軸索の異常な

伸展に関する以下の文章の空欄（イ）、（ロ）、に各々適切な語句を書きなさい。 
 

（	 イ	 ）の（a）特異的な発現から、M 欠損マウスに認められる前シナプス構造

の形成不全と運動神経軸索の異常は（	 ロ	 ）自体の異常ではなく、（a）から運

動神経に働きかける M 依存的な逆行性シグナルの欠損によることが予想される。 
 
 
問４．上述のように G による M の活性化は NMJ の形成に不可欠である。それにも関わ

らず、下線部３）にある通り、E14 の後シナプス構造は、G や運動神経の有無に

よらず形成される。この知見に関する以下の文章の空欄（ハ）、（ニ）、に各々適

切な語句を書きなさい。 
 

上記の注釈＊＊に既述の通り、NMJ の後シナプス構造の形成には受容体型キナーゼ

M の（a）における活性化が必須である。それ故に、E14 の後シナプス構造が G や

運動神経の有無によらず形成されるという事実は、G 以外の、運動神経に由来し

ない（	 ハ	 ）の存在を意味する。ただし、この（	 ハ	 ）だけでは（	 ニ	 ）

の形成には不十分である。 
 
 
問５．下線部４）にある通り、G の非存在下で形成された後シナプス構造は運動神経が

存在する場合は E18 の時点でその殆どが消失するが、運動神経欠損マウスでは消

失しない。これらの結果から予想される運動神経の機能について、「後シナプス

構造」を含む１００文字以内の文章で答えなさい。 
 
 
問６．下線部５）にある通り、前シナプス部での（d）の合成ができないマウスでは G

の非存在下でも NMJ は形成される。これらの結果から予想される、NMJ の形成

における G の役割について、下線部４）の知見を含めて１２０文字以内で答えな

さい。 
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草稿用紙 
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選択問題１２ 
	 

以下の問いに答えなさい。	 

 
問１.	 以下の文章を読んで、（①）〜（⑤）に入る も適切な文を下記の選択肢の中か

ら 1 つずつ選び、記号で答ええなさい。 
 
	 がんの三大療法と呼ばれる、外科療法、放射線療法、化学療法の歴史を振り返ると、

外科療法が も歴史が長く、次いで放射線療法、 も歴史が短いのが化学療法であるこ

とが分かる。化学療法で用いられる抗がん剤の開発は第二次大戦後に始まったとされて

おり、その歴史は 70 年にも満たない。しかしこの間に様々な抗がん剤が開発され臨床

で用いられるようになっており、化学療法はがんの治療において主要な位置を占めてい

る。近年では、がんの発生原因であるがん遺伝子をピンポイントで狙った分子標的治療

薬の開発が進められ、従来の抗がん剤に置き換わる形で臨床応用されている。一方で、

抗がん剤の副作用を減らす工夫がなされた結果、副作用が強いという抗がん剤のイメー

ジが近年少しずつ改善されている。分子標的治療薬も単独で使用されるだけでなく、こ

れまでの抗がん剤との併用も盛んに行なわれており、抗がん剤は今後もがん治療におい

て重要な位置を占めていくものと予想される。 
	 抗がん剤はアルキル化剤・代謝拮抗剤・抗腫瘍性抗生物質、ホルモン類など、その作

用機序や由来から幾つかに分類される。アルキル化剤に分類される薬剤には（①）。代

謝拮抗剤に分類される薬剤には（②）。抗腫瘍性抗生物質に分類される薬剤には（③）。

ホルモン類に分類される薬剤には（④）。植物アルカロイド類に分類される薬剤には（⑤）。 
 
選択肢： 
（ア）血管新生を増大させる薬剤などが含まれる 
（イ）微生物などが産生する物質に由来する薬剤が含まれる 
（ウ）血小板数を増やす薬剤などが含まれる 
（エ）免疫に関わる抗体を改変した薬剤などが含まれる 
（オ）ナイトロジェンマスタードを基にした薬剤などが含まれる 
（カ）がん細胞における糖の取り込みを促進する薬剤などが含まれる 
（キ）生体に必須な葉酸を枯渇させる薬剤などが含まれる 
（ク）白金を含む薬剤などが含まれる 
（ケ）細胞内微小管を構成するチューブリンに作用する薬剤などが含まれる 
（コ）電解質バランスを整える薬剤などが含まれる 
（サ）がん細胞の増殖に関わるエストロゲンなどと競合的に働く薬剤などが含まれる 
 
 
 
        ＜つづく＞ 
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問２.	  以下の文章を読んで、（⑥）〜（⑩）に入る も適切な言葉を書きなさい。但し、

同じ番号の箇所には同じ言葉が入るものとする。 
 
代謝拮抗剤は、がん細胞の物質代謝を阻害することにより抗腫瘍効果を発揮する薬剤で

ある。代謝拮抗剤に分類される薬剤として、メトトレキサートや 5-フルオロウラシル

（5-FU）などが挙げられる。RNA は 4 種の塩基、プリン塩基の（⑥）、（⑦）、そしてピ

リミジン塩基の（⑧）、（⑨）を持つが、5-FU は（⑨）の５位の水素原子が（⑩）原子に

置き換わった化学構造をしている。5-FU は腫瘍細胞内で DNA 及び RNA の合成・機能

を抑制することにより抗腫瘍効果を示す。 
 
問３.	  以下の文章を読んで、問いの（１）と（２）に答えなさい。 
 
抗がん剤である 5-フルオロウラシル（5-FU）は、体内で素早く分解されるという欠点が

あり、有効血中薬剤濃度の維持が難しい。このような薬剤の場合には、①多量の薬剤を

投与することで血中薬剤濃度を維持することもできるが、②プロドラッグを開発するこ

とでも解決可能であり、実際に 5-FU のプロドラックが幾つか開発されて臨床で用いら

れている。 
 
（１）下線①：血中薬剤濃度を維持するために多量の薬剤の投与が必要な場合には、薬

剤開発がストップするなど、実用化が行なわれないこともある。なぜ多量に投与

するような薬剤の開発がストップしてしまうのか、その理由を５０字以内で答え

なさい。 
（２）下線②：5-FU のプロドラックは、体内で素早く分解されるという 5-FU の欠点を

克服するために開発されているが、分解を阻害するような化学修飾を 5-FU に行

なったものがプロドラックとして使用されているわけではない。では、5-FU にど

のような化学修飾をすれば体内で素早く分解されるという 5-FUの欠点を克服し、

血中薬剤濃度を長く維持できるプロドラックになるのか？ 
その方法を考え、１００字以内で答えなさい。 

 
問４.	  以下の文章および図を参考にして、問いに答えなさい。 
 

近では、5-フルオロウラシル（5-FU）の抗腫瘍効果を増強する酵素阻害剤と、副作用

を軽減させるための酵素阻害剤を 5-FU に配合した薬剤が開発されている。後者の酵素

阻害剤は消化管組織におけるオロチン酸ホスホリボシルトランスフェラーゼ（OPRT）
の機能を阻害することで、5-FU の消化管における活性代謝物（5-FUMP）への変換を減

少させ、その結果、消化管障害が減少するとされている。では、前者の酵素阻害剤はど

のように 5-FU の抗腫瘍効果を増強するのか、5-FU の代謝経路図も参考にして、前者の

薬剤は酵素阻害剤であることを考慮して１００字前後で述べなさい。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＜つづく＞ 
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図	 5-FU 代謝経路 
 
 
問５.	  以下の文章を読んで、問いに答えなさい。 
 
臨床においては、薬を単独で使用するより、むしろ２つ以上の薬を併用する場合が多い。

さらに合併症がある患者さんには、その合併症のための別の薬を同時に処方することも

よくある。しかし薬剤の併用療法・同時投与による薬物間相互作用は、薬の吸収・分布・

代謝・排泄などに大きな影響を及ぼし、時には重篤な結果を招くことがある。5-FU に関

しても、抗ヘルペス薬のソリブジンとの併用による薬害問題が過去に生じている。抗ヘ

ルペス薬のソリブジンは、体内で代謝されることにより、5-FU と化学構造が類似した

代謝物を生じることが知られている。このソリブジン代謝物自体には、5-FU に見られる

ような RNA 機能障害や DNA 合成酵素阻害は認められない。では、なぜ 5-FU とソリブ

ジンの同時投与において薬害が生じたのか、問４中にある 5-FU の代謝経路図を参考に

して１００字前後で述べなさい。 
 
 
問６.	  以下の文章を読んで、問いに答えなさい。 
 
新規薬剤の開発過程では、マウスなど実験動物を用いて薬剤の体内における代謝を検討

するが、ヒトにおける有効性や安全性を予測するには種差が大きく、正確な予測は難し

いのが現状である。そのために大型の哺乳類などを用いることもあるが、経費や手技の

難しさなどの問題点を抱えている。そのため 近では、ヒトや動物個体を用いないで薬

剤の代謝を検討する代用手法の開発が進められている。どのような代用手法を開発すれ

ば、新規薬剤のヒト体内における代謝を予測することができるようになるか？考えうる

代用手法の概略を１００字前後で述べなさい。 
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草稿用紙 
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選択問題１３ 
 
以下の文章を読み、図も参照して、問１－１１に答えなさい。 
 
（登場する病院名、医師名、患者名、疾患名、遺伝子名、遺伝子配列はいずれも架空のものだが、そ

の遺伝様式等は科学的なエビデンスに一致する。） 

 
メディカルゲノム病院のメディカル太郎医師は、39 歳の乳がん患者 A さんを診察した。

彼女の家族歴は【図 1】のとおりであった。脂肪肉腫で亡くなった父親を含め、父方親

戚には多くの悪性腫瘍患者（祖母は悪性リンパ腫、ふたりの伯母は骨肉腫と副腎腫瘍）

がいることが判った。これらの悪性腫瘍患者は、(a)男女ともに見られ、しかも連続した

３世代にわたり、血縁者のほぼ半数に認められた。A さんの 77 歳の母親 B と、56 歳の

長兄 C はこれまで大きな病気に罹ったことがないが、2 番目の兄は 44 歳時胃がんの手術

を受けている。A さんには 10 歳の息子 D、5 歳の娘 E、2 歳の娘 F がいて、3 人とも生

来健康である。 
 
【図 1】（□■は男性、○●は女性、上下に繋がる線は親子関係を表す。死亡者は斜線

で、悪性腫瘍患者は■や●で示す。兄弟姉妹は左ほど年上。）	 
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データベースを調べた結果、これらの腫瘍は遺伝子 Z の異常が原因となる非常に稀な

単一遺伝性疾患 P の現われであることが強く疑われた。疾患 P に関する以前の報告では、

年齢と腫瘍発症頻度の関連は【図 2】のとおりで、患者は 55 歳までに 100%悪性腫瘍を

発症することが知られていた。 
 

【図 2】  

 

 

メディカル太郎医師から遺伝性疾患の可能性があることを告げられた A さんは、子供

への遺伝を心配し、遺伝医学専門のゲノム花子医師に相談した。ゲノム花子医師から疾

患 P について詳しい説明を聞き、A さんは自分の病気が疾患 P であるかどうか明らかに

するため、遺伝子検査を受けることを希望した。ゲノム花子医師から、(b)検査のメリッ

ト、デメリット、遺伝子検査の限界などについて説明を受け、十分にその説明を理解し、

納得したうえで、検査を受けることに同意し、承諾書に署名した。 
A さんの血液から抽出した DNA と RNA について、シークエンス解析を行った。DNA

を用いて遺伝子 Z のエクソン 1 とイントロン 1 の一部を調べた結果、次に示されるよう

に、正常な配列①と(c)下線で示された場所で１塩基異なった配列②の 2 種類のシークエ

ンスが同定された。 
 

① : 5’-GCTGATCAAGTACAGGGCCGGCAGGTGAGGGCCGGGAC-3’ 
② : 5’-GCTGATCAAGTACAGGGCCGGCAGCTGAGGGCCGGGAC-3’ 
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(d)RNA から cDNA を合成し、その一部を増幅して調べたところ、エクソン 1 とエク

ソン 2 を含む正常な cDNA 配列③と、異常な転写産物を示す cDNA 配列④の２種類の配

列が見つかった。 

 

③ : 5’-GCTGATCAAGTACAGGGCCGGCAGGAGCAAAGAATCTGC-3’ 
④ : 5’-GCTGATCAAGAGCAAAGAATCTGCAGAGTGTTAATGAATT-3’ 

 
これらの結果から、A さんには疾患 P の原因となる病的変異があることが判明した。

子供達も遺伝子検査を受ければ、悪性腫瘍を将来発症するかどうか確実に判別すること

ができると説明を受けたが、ゲノム花子医師ともよく相談し、ある程度自分で判断して

意思決定ができるようになるまでは、腫瘍が発生していないか注意深く健診で調べてい

くことにした。 
 

遺伝子Zの機能解析を研究テーマとして与えられた学生M君は、Zの翻訳領域全長を、

約 5 kb の発現ベクターにクローニングして機能解析をすることにした。用いた発現プラ

スミドには、哺乳類細胞で発現するプロモーター下流に制限酵素 EcoRI、XhoI の順に、

これらの酵素で切断可能なクローニングサイト（ベクター内に 1 か所ずつしかない）が

10 塩基対離れて存在する。健常人の cDNA をテンプレートとして、EcoRI で切断される

配列を付加した遺伝子 Z 特異的な Forward、Reverse プライマーを用いて、Z の cDNA の 
(e)停止コドンを含む翻訳領域を増幅した。その結果、目的のサイズ（約 3 kb）の PCR
産物が得られた。EcoRI で処理した PCR 産物を、同じ酵素で切断したベクターに、ライ

ゲーション反応で組み込んだ。作製したプラスミドを大腸菌に形質転換し、固形選択培

地上で培養してコロニーを得た。8 つのコロニー（クローン）#1～#8 を培養し、プラス

ミド DNA を抽出して EcoRI で切断し、切断パターンを電気泳動で調べたところ、予想

に反してインサートは【図 3】のとおり、約 2 kb または約 1 kb であった。尚、M はサイ

ズマーカーである。 
 

【図 3】  （すべてのバンドはシングルバンドである） 
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実験の失敗に気づいた M 君は、別の酵素 XhoI で切断される配列をプライマーに付加

して cDNA を増幅し、PCR 産物を確認後 XhoI で切断して同様に XhoI で切断したベクタ

ーにクローニングした。新たに得られた 8 つのクローン#9～#16 を培養し、プラスミド

DNA を抽出して XhoI で切断したところ、3 つのクローン#10、#12、#15 で予想通り約 3 
kb のバンドが認められた（【図 4】）。これらのクローンのプラスミド DNA を EcoRI で切

断した場合のパターンは【図 5】のとおりであった。 
 

【図 4】（すべてのバンドはシングルバンドである） 

 
 

 

【図 5】（すべてのバンドはシングルバンドである） 

 

 

プラスミド#10、#12、#15 を、Z を発現していない培養細胞（哺乳類細胞）にトラン

スフェクションして抽出液を回収し、タンパク質 Z に対する特異的抗体を用いてウエス

タンブロットを行ったところ、#12 を発現させた際には、予想される高さにタンパク質

Z のバンドが認められた。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
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問１．	 下線(a)を示す もふさわしい遺伝形式を答えなさい。 
 
問２．	 A さんの母親 B と兄 C、娘 F はこれまでに悪性腫瘍を発症していない。B、C、

F が悪性腫瘍を発症していない理由をそれぞれ簡単に述べなさい。 
 

問３．	 A さんの息子 D、娘 E が将来悪性腫瘍を発症するリスクはそれぞれ何％か？  
【図 2】の疾患 P 年齢別腫瘍発生頻度を考慮して回答しなさい。ただし、一般日

本人の悪性腫瘍の生涯発生率を 34％で、15 歳未満の悪性腫瘍の発生は無視でき

るものとして計算しなさい。 
 

問４．	 下線(b)の行為を何と呼ぶか答えなさい  
 

問５．	 下線(c)について、この変異のある場所を一般に何と呼ぶか答えなさい。 
 

問６．	 下線(d)の実験法の名称を答えなさい。 
 

問７．	 遺伝子 Z のエクソン 2 の も 5’側の 5 塩基の配列を(G, A, T, C を用いて)書きな

さい。 
 

問８．	 この異常によってどのような変異タンパク質ができるのか、２０字以内で答え

なさい。 
 

問９．	 下線(e)について、3 種類の停止コドン配列を(G, A, T, C を用いて)答えなさい。 
 

問１０．	 クローン#1～#8 のインサートが 2 種類ある理由を２０字以内で述べなさい。 
 

問１１．	 プラスミド#10、#15 を、Z を発現していない培養細胞（哺乳類細胞）にトラン

スフェクションして抽出液を回収し、タンパク質 Z に対する特異的抗体を用い

てウエスタンブロットを行った結果について、正しいと思われるものを 1 つ選

び、記号で答えなさい。 
 

a) プラスミド#10、#15 ともにタンパク質 Z を発現しない。 
b) プラスミド#10 はタンパク質 Z を発現するが、#15 は発現しない。 
c) プラスミド#10 はタンパク質 Z を発現しないが、#15 は発現する。 
d) プラスミド#10、#15 ともにタンパク質 Z を発現する。 
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〈博士後期課程専用問題〉	 

 
選択問題１４ 
 
 
問．	 以下のいずれかの問いを選んで答えなさい。	 

	 

	 

（１）慢性 C型肝炎の診断、治療法及び予後について 800 字以内で記述しなさい。	 

	 

（２）慢性骨髄性白血病の診断、治療法及び予後について 800 字以内で記述しなさい。	 
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選択問題１５ 
 
以下の問いに答えなさい。 
 
問１．医薬品に関する次の文章を読み、以下の（１）－（３）の問いに答えなさい。 
 
経口投与する即放性製剤は、製剤からの有効成分の放出性を特に調節していない製剤で、

通例、有効成分の溶解性に応じた溶出挙動を示す。一方、経口投与する放出調節製剤は、

（ア）固有の製剤設計及び製法により放出性を目的に合わせて調節した製剤で、(①)性製剤、

(②)性製剤などが含まれる。 (①)性製剤は、有効成分の(③)内での分解を防ぐ、又は有

効成分の(③)に対する(④)作用を低減させるなどの目的で、有効成分を(③)内で放出せず、

主として(⑤)内で放出するよう設計された製剤である。本剤を製するには、通例、(⑥)
不溶性の(①)性基剤を用いて皮膜を施す。(②)性製剤は、投与(⑦)の減少又は(⑧)の低減

を図るなどの目的で、製剤からの有効成分の放出(⑨)、放出(⑩)、放出部位を調節した製

剤である。 
 
 
（１）この文章は、国民の医療保健上不可欠かつ基本的な医薬品を収載し、これら医薬

品の品質を確保するために必要な規格や試験法などを厳格に規定した公定書か

ら引用したものである（出題の都合上、一部改変あり）。この公定書の名前を答

えなさい。 
 
 
（２）下線（ア）の調節が施された優れた製剤であっても、患者が指示通りに服用しな

ければ、 大の薬効を得ることはできない。患者が薬剤師の指導・助言に従い、

薬物を指示通り正確に服用することを何と呼ぶか、答えなさい。 
 
 
（３） （①）〜（⑩）に入る適切な言葉を書きなさい。但し、同じ番号の箇所には同

じ言葉が入るものとする。 
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問２．次の文章を読み、以下の（１）－（３）の問いに答えなさい。 
 
医薬品もしくは医療機器の製造販売に関して、薬事法上の承認申請に必要なデータを取

得するために、ヒトを対象として実施する臨床試験を治験と呼ぶ。治験には第１相試験

から第３相試験までの３段階があるが、いずれも（ア）被験者に対して試験の目的や内容

を十分に説明し、文書による同意を得ることが求められている。医薬品の第１相試験で

は、少数の(①)を対象に、新薬の(②)を検討する。第２相試験では、少数の(③)を対象に、

新薬の(②)ならびに(④)を検討する。第３相試験では、多数の(③)を対象に、 終的な薬

効評価を実施する。このとき、既存の対照薬もしくは無効であるはずの(⑤)を用い、（イ）

二重盲検法などを採用して試験する場合がほとんどである。 
 
 
（１）（①）〜（⑤）に入る適切な言葉を書きなさい。但し、同じ番号の箇所には同じ

言葉が入るものとする。 
 
 
（２）下線（ア）のプロセスは何と呼ばれるか、カタカナで答えなさい。 
 
 
（３）下線（イ）の記述に関して、以下の（I）と（II）の問いに答えなさい。 
 
（I）二重盲検法とはどのような方法か、医薬品の治験の場面に即して 80 字以内（句読

点を含む）で答えなさい。 
 
（II）医薬品の治験において、二重盲検法を採用することの利点を 40 字以内（句読点を

含む）で答えなさい。 
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問３．次の文章を読み、以下の（１）－（３）の問いに答えなさい。 
 
薬物の体内動態は、一般的に４つの基本過程（①・②・③・④）で構成されるが、これ

らはそれぞれの過程を表す英語の頭文字をとって総称的に	 	 5	 	 と呼ばれる。これ

ら４つの過程は、いずれも当該薬物の効用に大きな影響を与えるものである。新薬の開

発初期段階においてはしばしば、出発化合物（リード化合物）と比べて体内動態を改良

した、新規類縁化合物をいかにデザインするかが課題となる。一方、薬物そのものの体

内動態を制御し、治療効果と安全性を高めようとする製剤化技術を	 	 6	 	 と呼ぶ。 
 
 
（１）①〜④に入る も適切な言葉を、それぞれ漢字二文字で書きなさい。 
 
 
（２）	 	 	 5	 	 に入る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）GPSP （イ）AUCM （ウ）ADME （エ）PMDA （オ）DMPP 
 
 
（３）	 	 	 ６	 	 に入る言葉をカタカナで書きなさい。また、この製剤化技術の具体

例を一つ挙げ、その効果も含めて 100 字以内（句読点を含む）でわかりやすく説明しな

さい。 
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問４．次の①〜⑩の薬物について、下記の（１）－（５）の問いに答えなさい。 
 
①シメチジン ②バンコマイシン ③セツキシマブ ④パクリタキセル  
⑤タモキシフェン ⑥パパベリン ⑦ジルチアゼム ⑧アンフェタミン 
⑨アセタゾラミド ⑩プロプラノロール  
 
 
（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。但し、選択肢はそれぞれ一回ずつ、全て使用するものとする。 
 
選択肢：（ア）微小管重合	 （イ）平滑筋弛緩	 （ウ）中枢興奮	 （エ）グラム陽性菌	 

（オ）カルシウム拮抗薬	 （カ）β 遮断薬	 （キ）エストロゲン受容体	 （ク）利尿作

用	 （ケ）ヒスタミン H2 受容体	 （コ）上皮成長因子受容体	  
 
 
（２）太平洋イチイの樹皮から単離される天然物質はどれか。一つだけ選び、番号で答

えなさい。 
 
 
（３）分子量が も大きいものはどれか。一つだけ選び、番号で答えなさい。 
 
 
（４）ジェームス・ブラック博士が発明・開発し、1988 年のノーベル生理学・医学賞の

授賞対象となったものはどれか。二つ選び、番号で答えなさい。 
 
 
（５）治癒切除不能な進行・再発大腸がんに適用される、がん分子標的治療薬はどれか。

一つだけ選び、番号で答えなさい。また、がん分子標的治療薬の一般的な特徴に

ついて知るところを 200 字以内（句読点を含む）で述べなさい。  
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