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 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５５頁です。 

 4．「共通の選択問題」が１０問、「博士後期課程専用問題」が１問あります。修士課程

受験者は、「共通の選択問題」から、３問を選び解答しなさい。６年制学部（医学

科、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問を選び、「博士後期課程専用問題」の１問を

あわせて３問を解答しなさい。 

 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  

 

下の文章を読み、問に答えなさい。なお、以下では便宜上、C 言語風の表記を用いる。 

 

 

n 個の整数（同じ値が複数個含まれていてもよい）がランダムに並んだ数列 a[i], 

i=0..n-1（n は正整数）を昇順に並び替える（ソートする）アルゴリズムの中で、ヒ

ープソート（heap sort）という手法が知られている（ヒープは堆積の意味）。 

 

問１． ヒープソートでは、部分順序付き木（partially ordered tree）と呼ばれる構造を用

いる。ここで言う部分順序付き木とは、二分木（親ノードがたかだか二つの子ノー

ドをもつ木）において、親ノードの持つ値が直接の子ノードの持つ値より小さくな

いものとする（二つの子があった場合、それらの値の大小関係はわからない）。以下

の例のうち、部分順序付き木と言えるものはどれか、すべて選びなさい（各ノード

のそばの数値がそのノードの持つ値とする）。 

 

 

 

問２． ヒープソートでは、部分順序付き木を以下の規則に従って配列（array）上に表

現することが多い。 

 

 配列を a[i], i=0..n-1とすると、a[0]に木の根の（自分の親を持たない）ノ

ードの値を格納する。一般にノード a[i]の左側の子ノードの値を a[2*i+1]に、右

側の子ノードの値を a[2*i+2]にそれぞれ格納する。2*i+1や 2*i+2が n-1を越

えるときは、対応する子供がないものとする。 

 

n=15のときの部分順序付き木の絵を描き、各ノード内に、格納される配列要素の添

字を併記しなさい。 

 

 

＜つづく＞ 
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問３． 以下に記した手続き downheap(k, r)は、配列 a[i], i=0..r で表されるヒ

ープ（上のように配列上に表現した部分順序付き木）において、配列要素 a[k]とそ

の子供の間でだけ、ヒープ構造（上述のような値の大小関係）が崩れている可能性

があるとき、ヒープを正しく作り直す機能を果たす。すなわち、配列 a[i],i=0..r

において、要素 a[k]とその二つの子の大小関係を調べ、子の値が親よりも大きいと

きは、親子の値を入れ替え、それを順次孫やひ孫の世代まで繰り返し（ヒープ（堆

積）を下って行き）、木を部分順序付きに修正するというものである。下記「ア」部

分には次の４つのうちのどれが入るべきか。一つ選び、その記号を答えなさい。 

 

(a) v++  (b) j++  (c) k++  (d) r++ 

 

static downheap(k, r) 

int k, r; 

{ int j; 

 item_type v; 

 

 v=a[k]; 

 for (;;) { 

  j = k+k+1; 

  if (j > r) 

   break; 

  if (j != r && a[j+1] > a[j]) 

   「ア」; 

  if (v >= a[j]) 

   break; 

  a[k] = a[j]; 

  k = j; 

 } 

 a[k] = v; 

} 

     （石畑清「アルゴリズムとデータ構造」、岩波書店 1989より改変） 

 

問４． この downheap()を使うと、与えられた数値列からヒープのデータ構造を構成

する手続き（ヒープの初期化）の主要部分は、 

 

for (i = n-1; i >= 0; i--) 

 downheap(i, n-1); 

 

と書ける。この手続きによれば、配列 a[] = {3, 5, 4, 4, 9, 5, 1}はどのよ

うに並べ替えられるか。downheapを実行する毎の配列の内容を記しなさい。 

 

 

＜つづく＞ 
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問５． 初期配列をヒープ構造に並べ替えておけば、まず全体の最大値は a[0]に格納さ

れているはずである。そこで、この最大値と最後の a[n-1]を入れ替え、nを一つ減

らした配列において、downheap を使って、ヒープ構造を再編成する。以下同様の

手続きを後ろから先頭まで順次行っていけば、配列の最後尾から順に大から小へと

値が並んでいくことになる。問３問４にならって、この部分の手続きを for 文と

downheapなどを用いて記しなさい。 

 

 

問６． ヒープソートの計算量のオーダーを50字程度の簡単な理由とともに記しなさい。 
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選択問題２ 

 

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。ただし解答にいたる過程も記すこと。 

 

 細胞内におこる様々な制御反応を、システムレベルで理解しようとするとき、しばし

ば複雑な微分方程式を扱う必要がある。その解法として、以下に示すような手法が有効

であることがある。 

 

[0,∞]の区間で定義される t の関数𝑓(𝑡)  に、式 1 で示す複素数 s の関数𝐹(𝑠)  を対応さ

せる変換をラプラス変換と呼び、しばしば演算子 L で表される。 

 

   𝐹(𝑠) = 𝐿[𝑓(𝑡)] = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑠𝑡∞

0
𝑑𝑡  （式１）   

 

問１． 𝑓1(𝑡) = 1の時のラプラス変換𝐹1(𝑠) = 𝐿[1]と、𝑓2(𝑡) = 𝑡の時のラプラス変換

𝐹2(𝑠) = 𝐿[𝑡]をそれぞれ求めなさい。ただし部分積分の公式 

 

∫ 𝑓 ∙ 𝑔′ 𝑑𝑥 = 𝑓 ∙ 𝑔 − ∫ 𝑓′ ∙ 𝑔 𝑑𝑥 

 

を用いてよい。 

 

 

問２． n=0, 1, 2,・・・のとき、 

𝐿[𝑡𝑛] =
𝑛!

𝑠𝑛+1
 

 

であることを、数学的帰納法を用いて証明しなさい。 

 

 

 ラプラス変換においては、線形性、すなわち、 

𝐿[α 𝑓(𝑡) + 𝛽𝑔(𝑡)] =  𝛼𝐿[𝑓(𝑡)] +  𝛽𝐿[𝑔(𝑡)] =  𝛼𝐹(𝑠) +  𝛽𝐺(𝑠) 

であることと、 

ラプラス変換とその逆変換が 1 対１の対応関係にあること、すなわち、 

𝐹(𝑠) = 𝐿[𝑓(𝑡)] 

𝑓(𝑡) = 𝐿−1 [𝐹(𝑠)] 

であること、が成り立つ。 

 

＜つづく＞ 
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 このラプラス変換の特性を利用して、微分方程式の解を求める。 

 

ただし、 

𝐿[𝑒−𝑎𝑡] =  
1

𝑠 + 𝑎
 

𝐿[sin 𝜔𝑡] =  
𝜔

𝑠2 + 𝜔2
 

𝐿[cos 𝜔𝑡] =  
𝑠

𝑠2 + 𝜔2
 

であることを用いてよい。 

 

 まず式２の微分方程式の解を求める。 

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡)  +  𝛼𝑥(𝑡) = 0   （式 2） 

𝑥(0) = 1  

 

問３． 𝐿 [
𝑑

𝑑𝑡
𝑓(𝑡)] = 𝑠𝐹(𝑠) − 𝑓(0)であることを証明しなさい。 

 

 

問４． 式２のラプラス変換が満たすべき方程式を示しなさい。 

 

 

問５． 式２における関数 x(t)のラプラス変換L[x(t)]º X(s)を求め、それを逆変換するこ

とで式２の微分方程式の解を求めなさい。 

 

 

 同様に式３の微分方程式の解を求める。 

 

𝑑2

𝑑𝑡2 𝑦(𝑡)  +  𝜔2𝑦(𝑡) = 0    （式 3） 

𝑦(0) = 2,   
𝑑

𝑑𝑡
𝑦(0) = 0    

 

問６． 𝐿 [
𝑑2

𝑑𝑡2 𝑓(𝑡)]について、(3)のような一般的な関係を導きなさい。 

 

 

問７． 式 3 の微分方程式の解を求めなさい。 

  

satoh_hitoshi
画像
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草稿用紙 
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選択問題３ 

 

溶媒の中に置かれた球形粒子（半径 R、質量Ｍ）の運動を考えてみよう。溶媒の比重を

d、重力加速度を g として各問に答えなさい。数値計算の際、必要ならばアボガドロ定

数を6.0 ×  1023𝑚𝑜𝑙−1、g= 9.8 𝑚 ∙ 𝑠−2、後述の比例定数を ζ= 1.7 ×  10−9𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1としな

さい。 

 

問１． 次の文章の（①）〜（④）に当てはまる数式を答えなさい。 

粒子を剛体と考え、この粒子に作用する力を考える。粒子が溶媒中に静止しているとき

は、下向き方向（z 軸負の方向）には大きさ（ ① ）、上向きの方向には大きさ（ ② ）

の力がはたらく。粒子が溶媒中を動いているときはこれらに加えて（ ③ ）に比例し

た力がかかる。③の比例定数を ζとすれば、粒子の動きを記述する運動方程式は 

M 
𝑑2𝑧

𝑑𝑡2 =  (   ④    ) 

と表される。 

 

 

問２． 粒子の速度が一定になるときの条件を示し、その速さを求めなさい。（導出過

程も示すこと） 

 

 

問３． ある細胞小器官は分子量がおよそ 2.7×10
6 である。この細胞小器官を半径 100nm

の球形粒子と仮定して比重を計算しなさい。 

 

 

問４． 上記の細胞小器官を比重 1g/mlの溶媒が入った試験管の深さ５cm の位置に置い

たとき、細胞小器官が溶媒中を 1cm 移動するに要する時間を求めなさい。 

  

 

問５． 超遠心分離機を使うと問４の時間を短縮できる。水平に置かれた遠心分離機で

ロータを毎分N 回転でまわしたとき、半径 𝑟 cm の位置にある粒子の重心にかかる力を

求めなさい。 

 

 

問６． 回転半径 r が 10cm で毎分 120,000 回転の遠心分離では重力の何倍の力がかかる

か計算しなさい。 
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選択問題４ 

 

問１． 物質の物理変化に伴うエントロピー変化について、以下の（１）から（４）の

問に答えなさい。必要であれば、以下の式および値を用いなさい。 



S 
H

T
（S：物質の転移エントロピー，T：絶対温度，H：転移エンタルピー） 



S  nR ln
Vf

Vi

（S：膨張によるエントロピー変化，n：物質のモル数，R：気体定数（8.314 

J K
-1

 mol
-1），Vf：等温膨張後の体積，Vi：等温膨張前の体積） 



S CV ,m ln
Tf

Ti

（S：温度変化によるエントロピー変化，CV,m：体積一定の系でのモル熱

容量，Tf：変化後の温度，Ti：変化前の温度） 

 

ln 2 = 0.693,  ln 3 = 1.10 

 

（１）二酸化炭素が 2.0 L から 6.0 L に等温的に膨張したときのモルエントロピー変化を

求めなさい。 

 

（２）アルゴンを 3.0 L から 1.0 L に圧縮しながら、同時に、温度を-73℃から 127℃まで

熱した。このときのモルエントロピー変化を求めなさい。ただし、CV,m=1.5R とする。 

 

（３）表１は、ベンゼンと水の物理変化の標準エンタルピーを示したものである。ベン

ゼンと水の凝固点および沸点における融解および蒸発エントロピーをそれぞれ求めな

さい。  

 

（４）蒸発エントロピーは、物質の違いに関わらず、ほぼ同じ値（~85 J K
-1

 mol
-1）であ

ることが経験的に知られているが、水は比較的大きな値を持つ。その理由を 50 字以内

でできるだけ簡潔に答えなさい。 

 

 

表１．ベンゼンと水の物理変化の標準エンタルピー 

物質 凝固点（K） H (kJ mol
-1

) 沸点（K） H (kJ mol
-1

) 

ベンゼン 278.7 9.87 353.3 30.8 

水 273.2 6.01 373.2 40.7 

 

 

 

 

 

＜つづく＞ 
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問２． 物質の膜の透過について、以下の（１）から（３）の問に答えなさい。 

 

 低分子だけを透過できる半透膜を利用した透析の実験を用いると、タンパク質と低分

子との結合について調べることができる。透析実験において、透析膜内のタンパク質 P

のモル濃度を[P]、P に結合する低分子 A のモル濃度を[Ain]とする。透析膜内の低分子 A

は、P に結合していない自由な A と、高分子と結合した A が存在するが、それぞれのモ

ル濃度を[Afree]と[Abound]とすると、 [Ain] = （ア）である。平衡状態では、透析膜外の A

のモル濃度[Aout]と透析膜内のモル濃度[Afree]は等しいと見なすことができる。したがっ

て、P に結合している A の平均の数 v は、[P]、[Ain]、[Aout]を用いて、 

 

  



v 
[Abound]

（イ）

（ウ）

（イ）
 

 

と表すことができる。一方、結合している分子 A と自由な分子 A は、P + A ⇄ PA の平衡

にある。このとき、A と結合している P の濃度は（エ）に等しいので、A と結合してい

ない P の濃度は（オ）と表すことができる。したがって、平衡定数 K は、[P]、[Afree]、

[Abound]を用いて、 

 

  



K 
（カ）

（キ）
 

 

と表すことができる。ここで、分母と分子を[P]で割り、[Afree]を[Aout]と置き換えると、

K は、v と[Aout]を用いて、（ク）と表すことができる。一分子の P に、同一とみなせる独

立な N 個の結合部位があるとすると、P 一分子あたりに結合している A の平均の数 v は

v/N と置き換えることができ、v、N、K の間に次の関係式が得られる。 

 



v

[Aout]
=（ケ） 

 

この式から、v/[Aout]を v に対してプロットすれば直線が得られるはずで、勾配は（コ）、

v=0 における切片は（サ）であることがわかる。これらの値から、結合の平衡定数や P

の結合部位の数を求めることができる。 

 

 

（１）（ア）〜（サ）に入る適当な数式を答えなさい。 

 

 

（２）下線部について、実際には、直線関係が得られない場合も多い。その理由を 50

字以内でできるだけ簡潔に答えなさい。 

 

 

＜つづく＞ 
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（３）神経細胞の細胞膜では K
+が透過しやすい。また、細胞膜に存在する酵素のはたら

きによって、細胞の内側の K
+濃度は外側の K

+濃度よりも高く維持されている。細胞内
外は理想溶液に近いとみなして、以下の①〜③の問に答えなさい。 

 

① 細胞内側における K
+の電気化学ポテンシャル µiを、標準化学ポテンシャル µ

0、

気体定数 R、絶対温度 T、細胞内側の K
+のモル濃度 [K

+
]i、ファラデー定数 F、

細胞内の電位 φi を用いて表しなさい。 

 

② さらに、細胞外側の K
+のモル濃度を[K

+
]o として、細胞内の細胞外に対する電

位差 E を求める式を導きなさい。 

 

③ 神経細胞内の K
+濃度は細胞外と比べて 20 から 30 倍程度高いと言われている。

30 倍高いとして、電位差を求めなさい。ただし、ln 2 = 0.693、 ln 3 = 1.10、ln 10 

= 2.30、気体定数 R を 8.31 (J K
-1

mol
-1

)、ファラデー定数 F を 9.65×10
4
 (C mol

-1
)、

温度を 25 ℃とする。 
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選択問題５ 

 

 

次の文章を読んで下記の問いに答えなさい。 

 

 

ワトソンとクリックは 1)DNA の二重らせん構造を解明し、その構造に基づき DNA 複製

の基本的な機構を提唱した。提唱されたモデルは、その後ほどなくメセルソン/スタール

らによる有名な実験で証明されることになる。DNA を合成する酵素 DNA ポリメラーゼ

は、アーサーコーンバーグにより初めて単離された。2)DNA ポリメラーゼの発見は DNA

複製に新たな問題を提起した。それらの中の重要な問題のひとつは反平行に対合する二

本鎖 DNA がどのようにして、複製されるかという問題であった。この問題は岡崎令治

による岡崎断片の発見により解決する。 

 

一方、ジャコブらは複製の単位をレプリコンと名付けその制御のモデル、レプリコン仮

説を提唱した。このモデルでは、レプリコン上に二個の部位、イニシエーターとレプリ

ケーターを仮定した。イニシエーターは、レプリケーターに働きかけ、複製を開始する

正の因子であると想定された。その後、大腸菌など原核細胞の研究から、実際に DNA

複製はゲノムの特定の部位から開始することが明らかとなり、この開始部位（レプリケ

ーター）に働きかけ複製を開始する因子も遺伝的に同定された。レプリケーターは複製

起点とも呼ばれる。複製起点は通常原核細胞ゲノム上ではゲノムあたり一つ存在する。

3)大腸菌ゲノムでは oriC と呼ばれる複製起点領域から両方向に複製が進行し、180°反対

側の terC領域で終結する。さらに、複製の過程に障害を有する変異体が数多く同定され、

その中の 4)dnaA という遺伝子座にコードされるタンパク質がイニシエーターをコード

することが明らかとなってきた。 

 

一方、5)真核細胞のゲノムには、多くの複製起点が存在し、それらから秩序正しく複製

が開始し、ゲノム全体の複製を完了する。ゲノム複製は、細胞周期の（6）期に起こる

が、すべてのゲノム領域が同時に複製されるのではなく、7)初期に複製されるゲノム領

域、中期に複製されるゲノム領域、後期に複製されるゲノム領域といったように複製の

時期はゲノム領域により異なっており、又、それら異なる複製タイミング領域の核内配

置も異なっている。 

 

 

問１． 下線部 1)について、ワトソンとクリックが提唱した DNA 複製の基本的機構に

ついて簡潔に説明しなさい。 
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問２． 下線部 2)について、明らかになった DNA ポリメラーゼのどのような性質が、

新たな問題群を提起したか、次の選択肢の中から適切なものをすべて選びなさい。 

 

(1) DNA ポリメラーゼは、1kb 以上の DNA 鎖を連続的に合成できない。 

(2) DNA ポリメラーゼは、自分自身で DNA 鎖の伸長を開始できない。 

(3) DNA ポリメラーゼは、5’から 3’の方向にしか DNA 鎖を伸長できない。 

(4) DNA ポリメラーゼは、一般に 1000 ヌクレオチドに１個以上の頻度で誤ったヌクレオ

チドを取り込む。 

(5) DNA ポリメラーゼは、常に二次構造のある DNA 領域で合成を停止する。 

 

 

問３． 下線部 3)について、大腸菌ゲノムは複製開始から終了まで 40 分かかる。大腸

菌ゲノムサイズが 4800kb、複製フォークが一定の速さで進行すると仮定して、複製フォ

ークの進行速度はどのくらいの速さと計算されるか？ kb/秒の単位で答えなさい。 

 

 

問４． 下線部 4)について、大腸菌の dnaA 変異体は温度感受性変異株として単離され、

30°C では生育できるが 42°C では DNA 合成が阻害されるために生育できない。大腸菌

では[
3
H]チミンを用いて DNA 合成を測定することができるが、[

3
H]チミンを含む培地で

30°C で連続的に培養されている dnaA 変異体細胞内にとりこまれる[
3
H]チミンの量を

種々の時間で測定し縦軸に表した場合、灰色の矢印の時点で培養温度を 30°C から 42°C

に変化させたとすると、[
3
H]チミンの取り込み量はどのように変化するか？下記の(a)か

(b)から選択し、その理由も簡単に記載しなさい。なお、dnaA 機能は複製開始のみに必

要とされ、一端開始した後の複製フォークの進行過程には必要とされないものとする。 
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問５． 下線部 5)について、複製する DNA を DNA ファイバー法により解析することに

より、複製起点の位置や複製の方向を推定することができる。この方法では新生鎖 DNA

をまずハロゲン化ヌクレオチド誘導体の IdU、引き続いて CldU で標識する。DNA をガ

ラス板の上で糸状に引き延ばし、両者のハロゲン化ヌクレオチド誘導体が取り込まれた

DNA 領域を検出する。下記の図では IdU で標識された DNA 領域を黒色で、CldU で標

識された領域を灰色で示してある。点線部分は、ハロゲン化ヌクレオチド誘導体が取り

込まれていない DNA ファイバー領域である。 

 

検出された(a)および(b)のファイバー上に複製開始部位と複製終結部位（複製フォークが

出会う部位）がそれぞれいくつあるか記載しなさい。 

(a) 複製開始部位 （ ）個；複製終結部位 （ ）個 

(b) 複製開始部位 （ ）個；複製終結部位 （ ）個 

 

 

問６． (6)に入る適切な語句を書きなさい。 

 

 

問７． 下線部 7)について、複製タイミングに関して次の問いに答えなさい。 

非同調的に生育するヒトの血球細胞を [
3
H]チミジンを含む培地で短時間培養した（下の

図の黒いバーの部分）。その後、標識ヌクレオチドを含まない培地で培養し（下の図の

白いバーの部分）、下の図に示す各時点 a), b), c）で分裂期の凝縮した染色体のスプレッ

ドを作製した。 

 

そして、a), b), c)の時点で、 [
3
H]チミジンを取り込んだ領域をオートラジオグラフィー

で検出した（黒いドットの部分）結果、次ページのような像が得られた。 
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a)は分裂期染色体上での[
3
H]チミジンの取り込みが観察された最も早いタイムポイント

だとすると、染色体の複製タイミングの順序についてこの結果からどのような結論が得

られますか？下記の(1)から(4)から正しいと思われる結論を選択しなさい。またその理由

も簡単に記載しなさい。（なお、これは仮想的な実験結果である） 

 

 

 

(1) テロメアが一番最初に複製し、次に腕部が、そして最後にセントロメアが複製する。 

(2) セントロメアが一番最初に複製し、次に腕部が、そして最後にテロメアが複製する。 

(3) 腕部が最初に複製し、セントロメアとテロメアはその次にほぼ同時期に複製する。 

(4) この実験からは複製のタイミングについては結論できない。
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選択問題６ 

 

 次の文章を読み、以下の問いに答えなさい。 

 

 細菌などの微生物が体内に侵入すると、自然免疫応答を誘導する細胞により最初に認

識される。その一つであるマクロファージは、細菌などの表面分子を認識して活性化し、

細菌など微生物を貪食する。さらにマクロファージが活性化すると、（１）サイトカインを

発現し、これらのサイトカインは（２）感染局所で炎症を誘導する。 

 また微生物は、樹状細胞によっても認識され、貪食される。樹状細胞が微生物を貪食

して活性化すると、（３）微生物のタンパク質の一部を、抗原ペプチドとして T リンパ球に

提示することで、獲得免疫応答を誘導する。提示された抗原を認識する T リンパ球は、

サイトカインの働きにより細胞増殖と分化を開始する。 

 一方で B リンパ球も、樹状細胞が貪食したものと同じ抗原を取り込んで提示できる。

抗原に依存して分化した T リンパ球の一部は、同じ抗原を提示する B リンパ球を活性化

できる。ついで活性化した B リンパ球は、抗体を効率よく産生する形質細胞（プラズマ

細胞）に分化する。 

 微生物が除去されると、活性化したリンパ球は減少していくが、一部は残存すると考

えられている。これらの残存した細胞により、同じ微生物が再感染した際は、（４）一度目

の感染時に比べて早い免疫応答が誘導されると考えられている。 

  

 

 

問１． 下線部（１）に関して、マクロファージで発現するサイトカインを２つ選び、

記号で答えなさい。 

 

（ア）インターロイキン-１、（イ）インテグリン、（ウ）トランスフェクション、 

（エ）NF-kB、（オ）腫瘍壊死因子 α（TNF）、（カ）トリプシン、（キ）ミエリン 

 

 

 

問２． 下線部（２）における炎症局所の特徴とされる状態を下から４つ選び、記号で

答えなさい。 

 

（ア）冷却、（イ）発火、（ウ）発熱、（エ）発赤、（オ）陣痛、（カ）心痛、 

（キ）疼痛、（ク）爆発、（ケ）腫脹、（コ）悪寒、（サ）眠気、（シ）突沸 
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問３．下線部（３）に関して、樹状細胞で発現し、抗原提示に必要な因子を下から全て

選び、記号で答えなさい。 

 

（ア）主要組織適合遺伝子複合体、（イ）コラーゲン受容体、（ウ）SV40 T 抗原、 

（エ）補体、（オ）免疫グロブリン 

 

 

問４． T リンパ球に限らず、多くの増殖中の細胞は主に４つの細胞周期に分類できる。

下記は増殖中の細胞をエタノールで固定して、RNA 分解酵素 で処理後、ヨウ化

プロピジウムで染色し、フローサイトメーターにより細胞周期を解析した模式図

である。これに関連して、次の（１）から（３）の問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） この実験で、ヨウ化プロピジウムと結合する細胞内構成成分を答えなさい。 

 

（２） 上の図中（a）、（b）、（c）の各々で多くの割合を占める細胞周期を、それぞ

れ、（a）— G0 期のように答えなさい。 
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（３） 増殖中の細胞の培養液を、血清の低い培地に交換して、細胞周期を G０期に停止

させた後に同様な解析を行った場合、この図がどのように変化すると予想されるか、

最も適切な図を下から選び、記号で答えなさい。 
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問５． 細胞が分化するとゲノム DNA 内シトシンのメチル化状態に変化がおきる場合

がある。分化する前の T リンパ球からゲノム DNA を調製し、ある遺伝子のプロ

モーターの塩基配列（左が 5’側、20 塩基対）を同定したところ、下記であった。 

  

 A C
1

 C
2

 T C
3

 G T C
4

 G A C
5

 C
6

 C
7

 G C
8

 G C
9

 G T T 塩基配列 

 

 次にメチル化されているシトシンを調べるために、同じゲノム DNA をバイサル

ファイト（亜硫酸水素ナトリウム；NaHSO3）で処理した後に、同じ領域の塩基配

列を同定すると、 

 

 A T
1

 T
2

 T T
3

 G T T
4

 G A T
5

 T
6

 C
7

 G C
8

 G C
9

 G T T 塩基配列 

 

となっていた。 

 ついで、分化後の T リンパ球からゲノム DNA を調製し、上記と同様にバイサル

ファイト処理し、塩基配列を同定したところ、 

 

 A T
1

 T
2

 T T
3

 G T T
4

 G A T
5

 T
6

 C
7

 G T
8

 G T
9

 G T T 塩基配列 

 

であった。 

 この結果から、分化後の T リンパ球でメチル化されていると判断される全ての

シトシンを、１から９までの番号で答えなさい。 

 

問６． サイトカインの一般的な定義を 50 文字以内で書きなさい。 

 

問７．  抗体による主な生体防御機構を２つ書きなさい。 

 

問８． 下線部（４）に関連した医療応用を 50 文字以内で書きなさい。 
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選択問題７ 

 

次の文章をよく読み、以下の問いに答えなさい。 

 

近年の抗がん剤開発は、がんで特徴的に変化している分子機構を標的とした、分子標

的薬の開発が主流となっている。例えば、代表的な分子標的薬のイマチニブは、慢性骨

髄性白血病（CML）の原因で、正常細胞には存在しない、BCR-ABL タンパク質の機能

を阻害する薬剤として開発され、現在では CML の特効薬として使用されている。また、

イマチニブのような（ア）小分子化合物ばかりではなく、トラスツズマブのような（イ）抗

体医薬の開発も活発に行われている。一方で、新たな分子標的候補を見つけるための基

礎的研究（例えば、がんの多様性や不均一性に関する研究や次世代シーケンサーを用い

たがんゲノム解析研究等）が、非常に幅広く展開されている。がん細胞の特徴に関する

細胞生物学的な研究も活発に行われており、例えば、（ウ）増殖因子等の分泌タンパク質の

制御や（エ）グルコース代謝の制御等の研究がある。一方で、分子標的薬剤の登場ととも

に、診断の重要性もクローズアップされてきた。例えば、肺がんの治療薬として使用さ

れるゲフィチニブであるが、これは、変異型の上皮成長因子受容体（Epidermal Growth 

Factor Receptor; EGFR）の症例に特に有効性を示すことが分かっている。このように、

分子標的薬は、効果のある場合と無い場合がはっきりしているため、薬剤の開発と同時

に、（オ）適応症例を特定できるコンパニオン診断の開発が求められるようになってきてい

る。 

 

問１． 下線部（ア）の記述に関連する下記の文章を読み、（①）～（③）に当てはま

るアミノ酸名を書きなさい。 

  

小分子化合物タイプの分子標的薬の多くは、プロテインキナーゼを標的としている。

プロテインキナーゼは、タンパク質内のアミノ酸にリン酸基を付加する酵素であるが、

主に（①）、（②）、（③）残基をリン酸化する。細胞内でのリン酸化の多くは（①）と（②）

で起こるが、（③）のリン酸化はがんで重要な役割を果たしていることが多く、実際、

イマチニブやゲフィチニブは（③）プロテインキナーゼを阻害し、抗がん活性を発揮す

る。 
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問２． 下線部（イ）に関して、以下の文章のうち、抗体医薬の特徴として正しいもの

を二つ選びなさい。 

A. 抗体医薬は小分子化合物に比べ、一般に分子標的に対する特異性が低い。 

B. 抗体医薬の抗がん作用機序の一つに、ADCC (antibody-dependent cell-mediated 

cytotoxicity；抗体依存性細胞傷害活性) がある。 

C. マウスで作製されたモノクローナル抗体は、一般に抗原性が低いため、そのまま

医薬品化される。 

D. 抗体医薬の開発を考える場合、がん細胞内への到達性が低いため、主として、が

ん細胞表面や細胞外に分泌される分子標的が対象となる。 

E. 抗体医薬は、注射や点滴により投与されるが、小分子化合物に比べ、血中半減期

が非常に短いため頻回の投与が必要である。 

 

 

問３． 下線部（ウ）の記述に関連する下記の文章を読み、以下の問い（１）から（３）

に答えなさい。 

 

分泌タンパク質の合成や成熟には、細胞内小器官の小胞体が重要な役割を果たしてい

る。分泌タンパク質の多くは、通常 N末端付近に 16～30残基のアミノ酸よりなる（   ）

配列を有しており、合成の際、その配列を介して小胞体内に侵入する。小胞体内に侵入

した合成・成熟途上の分泌タンパク質は、①小胞体内に存在するタンパク質によって正

しく折りたたまれ、分泌経路にのって小胞体外へ輸送される。正しく折りたたまれなか

った場合は、ERAD（endoplasmic reticulum-associated degradation）と呼ばれる②タンパク

質分解の仕組みによって分解される。こうした小胞体機能が十分に働かない場合は、小

胞体内に異常なタンパク質が蓄積し、その結果、細胞死が誘導される。 

 

（１） （   ）内に当てはまる適切な語句を書きなさい。 

 

（２） 下線部①に関与するタンパク質のうち、他のタンパク質の折りたたみを助ける

タンパク質の総称をなんと呼ぶか、答えなさい。 
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（３） 下線部②を標的とする抗がん剤として、ボルテゾミブが多発性骨髄腫の治療薬

として認可されている。ボルテゾミブの標的であるタンパク質分解酵素の名称を答えな

さい。 

 

 

問４． 下線部（エ）の記述に関連する下記の文章を読み、以下の問い（１）から（３）

に答えなさい。 

 

がん細胞は一般に、酸素が十分に存在していても、主として解糖系によって ATP を産

生し、大量にグルコースを消費している。一方、分化した正常細胞では、酸素を利用し

グルコースから最大量の ATP を産生している。この場合には、解糖系で生じる代謝産物

（①）が（②）という細胞内小器官に取り込まれ、（③）に変換され、クエン酸回路（TCA

回路）に利用される。さらに、クエン酸回路から供給される NADH や酸素を利用して、

（④）によって大量の ATP を産生する。 

 

（１） （①）～（④）内に当てはまる適切な語句を書きなさい。 

 

（２） 解糖系においては、（①）は最終的にどのような代謝産物に変換されるか、答

えなさい。また、この代謝産物は細胞外に排出される。代謝産物の化学的性質に留意し、

この物質が排出されることによって起こり得る、がん細胞の周辺環境の変化について簡

潔に答えなさい。 

 

（３） がん細胞にみられる解糖系の亢進は、ワールブルグ効果と呼ばれ、このような

状態にある細胞は、ATP の産生以外にも、グルコースを利用しているものと考えられる。

どのような可能性が考えられるか、特に、解糖系から分岐するグルコース代謝経路と、

細胞増殖の際に生体高分子の合成が活発に行われることとの関係に注目し、50字以内で

説明しなさい。 
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問５ 下線部（オ）の記述に関して、以下の問い（１）（２）に答えなさい。 

 

（１） 診断法の開発には、病理学的な状態や薬物投与に対する薬理学的応答などにつ

いて、客観的に測定でき評価することのできる指標が有用となる。こうした指標の総称

をなんと呼ぶか、答えなさい。 

 

 

（２） がん分子標的薬を用いる薬物療法においては、病気の診断に加えて、上記の指

標を利用した診断法の確立が大変有用である。その理由について、肺がんに対するゲフ

ィチニブによる薬物療法を例に、変異 EGFR を検出する診断法がある場合にどのような

メリットがあるか、100字以内で簡潔に説明しなさい。 
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選択問題８ 

 

下記の文章を読み、問に答えなさい。 

 

真核生物では、RNAポリメラーゼⅡにより転写されたRNA は、核内でキャップ形成、

スプライシング、ポリアデニル化などの過程を経て、核外へと輸送される。キャップ形

成は転写と共役して起こり、（ア）三種類の酵素による連続的な修飾反応により形成される。

スプライシング反応は、（イ）イントロンが除去されエキソンが連結される反応であり、

RNA−蛋白質複合体であるスプライソソームがその反応を担う。（ウ）スプライシング反応

では、イントロンの特定の（ エ ）ヌクレオチドが５’スプライス部位を攻撃して切断

する。エキソンの３’末端のＯＨ基が次のエキソンの開始部位に反応して連結される。イ

ントロンは（ オ ）構造の形で切り出された後、分解される。ポリアデニル化はポリ

A ポリメラーゼによるＡヌクレオチドの付加反応である。このようなプロセスを経て加

工された mRNA は、蛋白質と複合体を形成した状態で核膜孔を通過して細胞質へと輸送

される。 

細胞質で、mRNA は蛋白質へと翻訳される。ナンセンス変異をもつ mRNA は、最初

の翻訳過程で不適切な mRNA として認識され分解されることが多い。このプロセスは（カ）

NMD とよばれ, mRNA の品質管理に重要な役割を果たしていると考えられている。翻訳

の開始段階で、まず mRNA に eIF4E、eIF4G などの開始因子が結合する。（ キ ）は５’

キャップ構造に、（ ク ）はポリ A 結合タンパク質に結合する。そのあと,リボソーム

の( コ )サブユニット、eIF2−開始 tRNA 複合体などが結合することで、開始複合体を

形成する。eIF2 などの開始因子が解離した後、伸長プロセスへと移行する。 

 

 

 

問１．下線部アの三種類の酵素をキャップ形成の反応の順に記載した場合に、もっとも

適切なものの記号を答えなさい。 

 

ａ キナーゼ     メチル基転位酵素  グアニル酸転位酵素  

ｂ ホスファターゼ    グアニル酸転位酵素  メチル基転位酵素 

ｃ グアニル酸転位酵素  メチル基転位酵素   キナーゼ 

ｄ メチル基転移酵素   ホスファターゼ グアニル酸転位酵素 

ｅ  メチル基転移酵素   キナーゼ     グアニル酸転位酵素 
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問２．下線部イのイントロンの５’末端、３’末端にコンセンサス配列が存在する。以下

の中から正しいものを選びその記号を答えなさい。 

ａ ５’ＵＵ————————————ＧＧ３’ 

ｂ ５’ＧＧ————————————ＡＣ３’ 

ｃ ５’ＧＡ————————————ＡＧ３’ 

ｄ ５’ＣＵ————————————ＧＡ３’ 

ｅ ５’ＧＵ————————————ＡＧ３’ 

 

 

問３．下線部ウについて以下の文章は正しいか。正誤で答えなさい。 

ａ スプライソソームに含まれる RNA はガイド RNA と総称されている。 

ｂ スプライシングではスプライソソームの再編が行われるが、その場合には ATP が必

要である。 

ｃ スプライシングによって二種類の転写産物から成熟 mRNA が形成されることがあ

る。 

ｄ スプライソソームによるスプライシング機構は、グループＩのセルフスプライシン

グ機構が進化したものと考えられている。 

 

 

問４．（エ）と（オ）に入る語句を答えなさい。 

 

 

問５．mRNA のポリ A の上流にコンセンサスな配列が存在する。もっとも適切な配列を

選び記号で答えなさい。 

ａ ＡＡＧＡＡＡ 

ｂ ＡＡＵＡＡＡ 

ｃ ＧＧＵＧＧＡ 

ｄ ＧＡＵＡＧＡ 

ｅ ＣＡＵＡＣＡ 

 

 

問６.下線部カ NMD を略さずに英語で答えなさい。NMD のメカニズムについて１５０

字以内で簡潔に説明をしなさい。 

 

 

問７．（キ）、（ク）に入る単語を文章中の因子で答えなさい。 

 

 

問８.（コ）に入る語句（一字）を答えなさい。 
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選択問題９ 

 

以下の問いに答えなさい 

 

 

問１． 父方の祖父が持つ X,Yの性染色体を２世代隔てた孫（男性）が受け継ぐ確率は

各々何％となるかを答えなさい。解答はア-20の様に記載すること。 

 

X染色体（ア）％、Y染色体（イ）％ 

 

 

問２． 染色体異常を伴う以下の疾患のうち、染色体数が減少するものを以下の選択肢

より選びその番号を答えなさい。解答はウ-１の様に記載すること（以下同様）。 

 

（ウ） 

 

選択肢：1.ダウン症候群、2. クラインフェルター症候群、3. ターナー症候群、 

4. エドワーズ症候群 

 

 

問３． 以下の疾患の原因となる病原体について、以下の選択肢より最も適切なものを

各々選びその番号を答えなさい。 

 

（エ）十二指腸潰瘍  

（オ）クロイツフェルト・ヤコブ病  

（カ）流行性耳下腺炎  

（キ）SARS（重症急性呼吸器症候群）  

（ク）後天性免疫不全症候群  

 

選択肢：1. 麻疹ウイルス、2. 風疹ウイルス、3. ムンプスウイルス、4. 赤痢菌、 

5. 白癬菌、6. プリオン、7. コロナウイルス、8. ヘルペスウイルス、 

9. HIV、10. C型肝炎ウイルス、11. ヘリコバクター・ピロリ菌 
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問４． ヒトに対して発がん性が確実に認められると WHO（世界保健機構）によって認

定されている物質を、以下の選択肢より３つ選びその番号を答えなさい（順不同）。 

 

（ケ）、（コ）、（サ） 

 

選択肢：1. 喫煙、2. コーヒー、3. ホルムアルデヒド、4. 過酸化水素、5. 水銀、 

6. コレステロール、7. 静磁場、8. 経口避妊薬の常用、9. 豊胸用シリコン 

 

 

問５． 以下の疾患の原因となる生活習慣・職業について、以下の選択肢より最も適切

なものを各々選びその番号を答えなさい。 

 

（シ）末梢循環不全    

（ス）頚肩腕症候群    

（セ）再生不良性貧血   

（ソ）悪性中皮腫    

（タ）悪性黒色腫  

 

選択肢：1.VDT（Visual Display Terminals）作業、2. 鉛取扱い作業、 

3. 石綿取扱い作業、4. 振動工具取扱い作業、5. 印刷業、 

6. 日焼けランプの使用、7. 飲酒、8. 肥満、9. 野菜の摂取不足 

 

 

問６． 以下の単一遺伝子疾患の原因となる遺伝子/遺伝子産物として、以下の選択肢

より最も適切なものを各々選びその番号を答えなさい。 

 

（チ）Duchenne型筋ジストロフィー   

（ツ）ハンチントン病         

（テ）血友病             

（ト）家族性大腸腺腫症         

（ナ）鎌状赤血球症 

（ニ）軟骨無形成症 

 

選択肢：1. TP53、2. PTEN、3. APC、4. BRCA1、5. Hemoglobin-beta、6.RB1、7. dystrophin、

8. fukutin、9. huntingtin, 10. MSH2, 11. FGFR3, 12. von Willebrand factor 
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問７． 日本人の死亡原因の第 1位と第 2位を以下の選択肢より各々選びその番号を答

えなさい。 

 

（ヌ）第１位 

（ネ）第２位 

 

選択肢：1. 脳血管障害、2. 自殺、3. 不慮の事故、4. 悪性腫瘍、5. 肺炎、 6. 老衰、

7. 結核、8. 肝疾患、9. 心疾患、10. 腎不全 

 

 

問８． 日本人における罹患率上位３つの癌について、以下の選択肢より男女別に選び

その番号を答えなさい（順不同）。 

 

男性 （ノ）,（ハ）,（ヒ）  

女性 （フ）,（ヘ）,（ホ）  

 

選択肢：1. 食道癌、2. 胃癌、3. 小腸癌、4. 大腸癌、5. 肺癌、6. 脳腫瘍、 

7. 白血病、8. 乳癌、9. 前立腺癌、10. 卵巣癌、11. 子宮頸癌、12. 子宮体癌、 

13. 膀胱癌、14. 腎癌、15. 骨肉腫、16. 悪性リンパ腫 

 

 

問 9． 高齢者が要介護となる原因として頻度が高い上位３つについて、以下の選択肢

より選びその番号を答えなさい（順不同）。 

 

（マ）,（ミ）,（ム） 

 

選択肢：1. 関節疾患、2. 高齢による衰弱、3. 骨折・転倒、4. 認知症、 

5. 脳血管疾患-脳卒中、6. 脊髄損傷、7. 心疾患、8. 悪性腫瘍 

 

問 10． 近年の我が国における悪性新生物死亡に関する動向について正誤を答えなさい。

解答はア-○、イ-Xの様に記載すること。 

 

（メ）全がんの年齢調整死亡率は上昇している。 

（モ）悪性新生物は 40代（40-49歳）の死因の第一位である。 

（ヤ）死亡原因として最も多い癌は大腸癌である。 

（ユ）女性の乳がんの年齢調整死亡率は上昇している。 
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問 11． 以下の設問に対して答えなさい 

 

2012年のノーベル医学生理学賞は、京都大学の山中伸弥教授が受賞した。 

（1）山中教授の受賞理由となった研究成果の概要を 150字以内で述べよ。 

（2）またその研究成果が基礎研究の分野及び臨床医学の分野においてどの様に応用可

能であるかについて、各々100字以内で述べよ。 

 

  



  

46 

草稿用紙 

 

 

20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 



  

47 

草稿用紙 

 

 

20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 



  

48 

選択問題１０ 

 

以下の問に答えなさい 

 

問１． 以下の文章の空欄に最も適切な単語を選びその記号を答えなさい。 

 

ゲノムが複製されるとき、DNA の配列以外に DNA メチル化の状態が複製されることが

知られている。メチル化の複製がどのようにして起こるのか詳細なメカニズムは不明で

あるが、DNA メチル化酵素（DNMT）のうち維持メチル化を担当するのは（a）である。

一方、新たにメチル化を導入するメチル化酵素は（b）である。癌の発症において、（c）

のプロモーター領域がメチル化されることが原因の１つであることが知られている。さ

まざまな造血器腫瘍でメチル化 DNA をヒドロキシメチル化 DNA にする酵素（d）に変

異があることが見いだされた。この結果、これらの造血器腫瘍では DNA メチル化が亢

進することが予想され、DNA メチル化阻害剤による治療が行なわれている。造血器腫瘍

のなかでも（e）に対しては DNA メチル化阻害剤の有効性が高いことが判明し注目され

ている。 

 

a (  ),  b (  ),  c (  ),  d (  ),  e (  )  

 

1. DNMT1  2. DNMT2  3. DNMT3a/b  4. 癌遺伝子  5. 癌抑制遺伝子   

6. TET1  7. TET2  8. TET3  9. 急性白血病  10. 慢性骨髄性白血病  

 11. 骨髄異形成症候群  12. 骨髄増殖性疾患  13. 悪性リンパ腫 

 

 

問２．以下の文章を読んで(a)から(g)に当てはまる単語を選びその記号を答えなさい。 

 

遺伝子の発現は転写因子によって直接活性化されるが、その発現調節は染色体を構成す

るヒストン蛋白質の修飾と DNA のメチル化によっても精密に行なわれる。哺乳動物で

は DNA のメチル化は（a）に導入され、遺伝子プロモーター付近の DNA のメチル化は

遺伝子発現を（b）する。一方、ヒストンの修飾にはアセチル化、メチル化、リン酸化、

SUMO 化、ユビキチン化などさまざまなものがあるが、このなかで（c）は一般的に転

写活性化に働く。ヒストンの修飾に関与する分子群にはさまざまな分子があるが、転写

を活性化する（d）と転写を抑制する（e）はなかでも重要な働きをする。染色体修飾を

司る分子群で転写活性化に重要な働きをする MLL は（f）のメチル化をする。一方、転

写抑制に重要な働きをする EZH2 は（g）のメチル化をする。 

 

（a）1. A 2. G 3. C 4. T 
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（b）1. 誘導 2. 抑制 

（c）1. アセチル化 2. メチル化 3. リン酸化 4. SUMO 化 5. ユビキチン化 

（d）1. トライソラックス分子 2. ポリコーム分子 

（e）1. トライソラックス分子 2. ポリコーム分子 

（f）1. H3K4  2. H3K9 3. H3K27 4. H3K36 

（g）1. H3K4  2. H3K9 3. H3K27 4. H3K36 

 

 

 

問３． エピジェネティクスとは何か、５０字以内で説明しなさい。 

 

 

問４． 以下に示したネコの毛の色を決める遺伝子とその説明を参考にして、（１）か

ら（４）の問に答えなさい。 

 

W 白色の遺伝子 優性遺伝子 他の毛色をすべて抑制する。 

  ww は他の毛色を発現させる 

A アグチ（キジ色：毛の先端と根元が黒になる）の遺伝子 優性遺伝子 

  aa は毛の色が黒一色になる 

O 茶色の遺伝子 優性遺伝子（X 染色体上に存在する） 

  OO はアグチ(A)を抑制して茶色を発色させる 

  oo はアグチの形質が発現する 

S 白班を作る遺伝子 不完全優性遺伝子 

  S は白班模様をつくる 

  s は白班模様がなくなる 

 

（１） 白ネコと白ネコの組み合わせで黒や茶色のネコが生まれることがある。その理

由を説明しなさい。 

（２） 三毛猫は多くの場合メスである。この理由を 100 字以内で説明しなさい。 

（３） またオスで三毛猫になることがごく稀にあるが、どういう場合かを記述しなさ

い。 

（４） 三毛猫で白班がないネコを二毛猫と呼ぶが二毛猫の遺伝形質（Genotype）を記述

しなさい。 

 

三毛猫：3色の毛が生えている猫（白―黒―茶、白―アグチ―茶） 
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〈博士後期課程専用問題〉 

 

選択問題１１ 

 

問１．以下の文を読み①-④に入る最も適当な語句下記より選びその記号を答えなさい 

 

チョーク病は（①）を原因とする（②）の届出伝染病である。幼虫の（③）を特徴とし、

予防には（④）の燻蒸を行う。 

 

ア）カイコ、イ）ミツバチ、ウ）ハチノスカビ、エ）コロナウイルス、オ）ブルセラ菌、

カ）灰白色ミイラ化、キ）灰白色繭化、ケ）エチレンオキシド、コ）ホルムアルデヒド 

 

 

問２．以下の文で正しいものをすべて選びその記号を答えなさい 

 

ア）豚丹毒は、豚丹毒菌の感染によって起こる 

イ）豚丹毒は、症状から敗血症型、蕁麻疹型および心内膜炎型に分類される 

ウ）豚丹毒菌は、ヒトの類丹毒の原因菌である 

エ）豚丹毒は、と畜場法において全部廃棄の対象となる。 

オ）豚丹毒菌は、グラム陽性通性嫌気性桿菌である 

 

 

問３．以下の腫瘍の中でイヌでの頻度が最も高いものを選びその記号を答えなさい。ま

た、その特徴を３０字以内で説明しなさい。 

 

ア）乳腺腫瘍、イ）肥満細胞種、ウ）リンパ腫 

 

 

問４．「繋牧」について、３０字以内で説明なさい 

 

 

問５．「犬糸状虫症」について、以下の３つの語句をすべて使い３００字以内で説明し

なさい。 

 

ミクロフィラリア、右心室、イベルメクチン 

 



  

53 

草稿用紙 

 

 

20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

20 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  



  

54 

草稿用紙 
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