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［注意事項］ 

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子をひらいてはならない。この冊子は、表紙

および草稿用紙を含めて計 14頁からなる。 
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。 

 
［以下、特に重要］ 

3. 問題は全部で６問ある。そのうちから３問を選んで解答せよ。４問以上に解答した場

合には全ての答案が無効となる。 
4. 答案用紙は、各問につき１枚、合計３枚配布してあるから、確実に配布されているこ

とを確かめること。 
5. 各答案用紙の所定欄に、科目名（問題群III）・問題番号・受験番号および氏名を必ず

記入すること。 
6. 解答は、各問ごとに所定の答案用紙を使用すること。 
7. 答案用紙は、採点の際、点線で切り取られるので、裏面も使用する場合には、点線の

上部を使用しないこと。 
8. 答案用紙には、解答に関係ない文字、記号、符号などを記入してはならない。 
9. 解答できない場合でも、答案用紙に科目名・問題番号・受験番号及び氏名を記入して

提出すること。 
10. 答案用紙を草稿用紙に絶対使用しないこと。（草稿用紙は問題より後ろの頁にある。

また問題冊子の余白は自由に使ってよい。） 
 
 
 
この問題冊子は試験終了後に回収します。以下の欄に受験番号と氏名を記入しておくこと。 
 

受験番号  氏 名  
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［第１問］ 
 
次の文を読み、実験結果（図１および２）を参考にして、問題（１）～（４）に答え

よ。ただし、この細胞には、PIP 5-kinaseは 1種頬しか存在しないとする。 
 
イノシトールリン脂質情報伝達系は多くのホルモンや神経伝達物質、増殖因子など

の細胞内情報伝達を司る。本情報伝達系においては、ホルモンなどの受容体が活性化

されるとホスファチジルイノシトール 4,5-2リン酸（PIP2と略記される）が分解され、 
2 つのセカンドメッセンジャー、イノシトール 1,4,5-3 リン酸（IP3）とジアシルグリ

セロール（DG）が産生され、下流へとシグナルを伝え、様々な細胞応答を引き起こ
す。本情報伝達系の中核をなす脂質、PIP2はホスファチジルイノシトール（PI）より
まず 4位にリン酸が付加され、ホスファチジルイノシトール 4-リン酸（PIP）となり、
更にPIP 5-kinaseにより 5位にリン酸が付加されて合成される（図１）。 

T君は細胞をあるアゴニストで刺激した後、一定時間後に細胞をすりつぶし、IP3産

生変化（図２a）とPIP 5-kinase活性変化（図２b）を調べた。更に、一部をSDS-ポリア
クリルアミドゲル電気泳動にかけた後、PIP 5-kinase抗体を用いてwestern blot （図２c）
を行った。 
 
 
＜問題＞ 
 
（１）PIP2を分解してセカンドメッセンジャーを産生する酵素はなにか。また、IP3と

DGがどのようにして下流にシグナルを伝えるのかを簡単に（50 字以内）書き
なさい。 

 
（２）Western blotで検出された PIP 5-kinaseのバンドがブロードになる理由としてど

んなことが考えられるか。また、一般的にタンパク質の活性を調節する翻訳後

の修飾にはどのようなものがあるか、2つの例を挙げて説明しなさい。 
 
（３）IP3産生におくれてPIP 5-kinase活性が上昇してくるのは、何を意味するのか。

また、何も刺激を受けてない細胞（０分）でのPIP 5-kinaseはどのような状態に
あり、活性はどのようになっていると思われるか。 

 
（４）図２を参考にして、PIP 5-kinase 活性はどのような機序で調節されていると考

えられるか、50字以内で説明しなさい。 
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図２ｃ 
図１．PIP2合成経路とセカンドメッセンジャー産生 

を１とし
た相対量(IP3)または相対活性(PIP 5-kinas

図２ａ 
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［第２問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（４）に答えよ。 
 

1924 年に発表されたシュぺーマンとマンゴルドの移植実験は発生学の輝かしい金
字塔である。かれらはイモリの初期嚢胚の原口背唇部を除去し、それを別のイモリの

初期嚢胚の腹側の予定表皮領域に移植した。移植された原口唇は腹部皮膚にはならず、

最終的には第二次胚が宿主と鏡像対称に生じた（図）。この相互作用を第一次胚誘導

とよぶ。そのめざましい働きから、彼らはこの背唇部を（  A  ）とよんだ。 
 
 
＜問題＞ 
 
（１）（  A  ）に当てはまる語句を答えよ。 
 
（２）第二次胚の組織は移植された原口唇のみならず宿主の組織を多く含んでいた。

このことから、背唇部の第一次胚誘導を起こす活性にはどのような性質がある

と考えられるか、答えよ。 
 
（３）背唇部の第一次胚誘導を起こす活性の分子実体（タンパク質 X）を明らかにし

たいと考えたが、微量であるために、精製単離することができなかった。どの

ような実験により、Xを明らかにすることができるか考えて答えよ。 
 
（４）Xの性質から、Xはどのようなタンパク質であると考えられるか。その予想さ

れる構造の特徴を答えよ。 
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［第３問］ 
 
次の文を読み、下線部に関する間題（１）～（６）に答えよ。 
 
遺伝子Aの機能を調べるために、遺伝子Aに変異がおきて失活している癌細胞株を

もとにして、正常な遺伝子Aを誘導的に発現する細胞株Sを樹立した (1) 。樹立した細
胞株は培地中にdoxycyclinを加えると正常な遺伝子Aを発現する。この細胞株を
doxycyclin存在下および非存在下で培養し、FACS (2) 。により解析すると、それぞれ図
１、２のようなパターンが得られた (3) 。 
転写因子Bは、特異的な塩基配列に結合して転写活性化をおこす。遺伝子Aの発現
を誘導すると転写因子Bの活性化がおこることが明らかになった (4) 。転写因子Bは複
数のサブユニットからなるが、その 1つであるB-1サブユニットは上流からのシグナ
ルによりリン酸化を受けると分解し、その結果、転写因子Bが活性化することが知ら
れている。そこで、B-1のリン酸化部位に変異を導入した変異体 (5) を細胞株Sに強制
発現し、細胞株SをFACSにより解析すると図３のようなパターンが得られた (6) 。 
 
 
＜問題＞ 
 
（１）新しい細胞株を樹立する一般的な方法を簡潔に述べなさい。 
 
（２）FACSの原理を簡潔に述べ、主な利用法を２つあげなさい。 
 
（３）このデータの意味するところを述べなさい。さらに、その結論を別の実

験で確認したいと思う。どのような実験をしたらよいと思うか。最低２

つあげなさい。 
 
（４）転写因子 Bの活性化を示すにはどのような実験をしたらよいと思うか。 
 
（５）どのようにして変異体を作製するか。好きな方法を選んで、原理をごく

簡単に説明しなさい。 
 
（６）このデータは何を意味するか。B-1の変異体はどのような作用をしたと考

えられるか。この実験結果から、遺伝子 A により図２のような現象がお
こるために転写因子Bの活性化はどのような意義をもつと考えられるか。 
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［第４問］ 
 
以下の文を読み、問題（１）～（４）に答えよ。 
 
タンパク質合成（翻訳）に使用される成熟した mRNA（matured mRNA）は、原
核生物（prokaryotes）と真核生物（eukaryotes）の間に、いくつか特徴的なちがい
がある。 
 
 
＜問題＞ 
 
（１）真核生物の成熟した mRNAには、原核生物にはふつうみられない構造的な

特徴が 2つある。それらの名称(nomenclature)と構造式を書け。 
 
（２）それらの機能を説明せよ。 
 
（３）原核生物の mRNA は“polycistronic”なことが多いが、真核生物の mRNA は

ふつう“monocistronic”である。このようなちがいは、原核生物と真核生物の
間の、どのようなタンパク質合成のしくみのちがいを反映するものか、

mRNAの特徴もふくめて説明せよ。 
 
（４）ウイルスや真核生物の mRNA には、“polycistronic”な場合も知られている。

そのような例を 1つあげ、そのタンパク質合成のしくみを説明せよ。 

III-8 



［第５問］ 
 
細胞膜に関する以下の問題（１）～（４）に答えよ。 
 
（１）細胞膜の基本的な構成を概説するとともに、主な構成成分である脂質の分子構

造と性質、それに基づく細胞膜の特性について記せ（300字以内）。 
 
（２）細胞膜の microdomain（ raft ）とシグナル伝達について記せ（100字程度）。 
 
（３）次の(a)～(d)の 4つのグループについて、膜輸送の観点から 2小間に答えよ。(a) 

sucrose, glucose; (b) Ca2+, K+ ; (c) CO2, vitamin D3; (d)H2O, Urea 
（イ） 細胞膜透過性の高いものから並べよ。 
（ロ） それぞれが細胞膜を透過する時の様式について記せ。 

 
（４）神経細胞の活動電位伝導に重要であるイオンチャネルは、イオンを選択的に通

過させる。たとえば、Na+はK+より小さいが、ポタシウムチャネル（K+-チャネ
ル）をほとんど通過できない。これはなぜか。また、逆に、ソディウムチャネ

ル（Na+-チャネル）がK+をほとんど通さないのはなぜか（合わせて 150字以内）。 
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［第６問］ 
 
以下の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 
 
転移因子（transposable elements）には、DNAとして直接トランスポーズするものと、

RNA の中間体を経てトランスポーズするもの(a)とが知られている。ほ乳類のゲノム
に多数存在している SINES や LINES(b)はトランスポジションによってその数を増加
させてきたと考えられている。ヒトに見られる SINESである Alu配列は配列が互いに
似ていることから 7SL RNA(c)をコードする遺伝子がその起源ではないかと考えられ
ている。 
 
 
＜問題＞ 
 
（１）下線部(a)について。これらは何と呼ばれているか。 
 
（２）下線部(b)について。LINES の一つである L1 が RNA の中間体を経てトランス

ポーズすることを、培養細胞と L1の DNAを利用した実験で示したい。トラン
スポジションの頻度が高くトランスポーズした L1 の検出及び解析は容易だと
仮定して、どのような実験を行ったらよいか考え、簡単に述べよ。 

 
（３）下線部(c)について。この RNAは複数のタンパク質と複合体を形成しているこ

とが知られている。この複合体は何か。またこの複合体の機能について簡単に

述べよ。 
 
（４）7SL RNAは RNAポリメラーゼ IIIにより転写される。このポリメラーゼによ

り転写される遺伝子にはどの様なものがあるか。他に 1つあげよ。また、RNA
ポリメラーゼ IIIのプロモーターの特徴は何か。 

 
（５）DNA として直接トランスポーズする転移因子の DNA とその transposase があ

る。これらを用いて、この転移因子のトランスポージションを大腸菌のプラス

ミドDNAをターゲットにして in vitroで調べたい。どのようなプラスミドDNA
を用いてどのような実験を行えばよいだろうか。トランスポジションの頻度を

測定する場合と、転移因子が挿入された場所の塩基配列を解析する場合とにつ

いて、それぞれ考え、簡単に述べよ。 
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草稿用紙１ （切り離さないで用いること） 
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草稿用紙２ （切り離さないで用いること） 
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