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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 2枚を含めて計 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］ 
 
シグナル伝達に関する次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 
 
NIH3T3細胞に増殖因子Xを作用させるとc-myc遺伝子の転写が活性化しmRNA量と
タンパク質量が増加すること (A) が知られている。増殖因子Xからc-mycへのシグナル
伝達経路を明らかにするために様々な実験を行い以下のような結果を得た。 
 
＜実験＞ 
 
（１） あらかじめチロシンキナーゼ c-Srcの失活型変異体（点変異によりキナーゼ

活性を失活させた c-Src）を発現しておくと増殖因子 X による c-myc の転
写活性化は著しく阻害された。 

（２） c-Src の活性化型変異体（点変異により活性化させた c-Src）を発現すると
増殖因子 Xを作用させなくても c-mycの転写活性化と Rasの活性化がおこ
った。 

（３） RasやMEKの活性化型変異体を強制発現しても c-mycの転写活性化はおこ
らなかった。 

（４） MEKのインヒビターPD98059を作用させても増殖因子 Xによる c-myc の
転写活性化は阻害されなかった。 

（５） 低分子量 Gタンパク質 Racの活性化型変異体を強制発現すると c-mycの転
写活性化がおこった。 

（６） Racの失活型変異体を強制発現しておくと増殖因子 Xによる c-mycの転写
活性化が阻害された。 

（７） 増殖因子 Xを作用させた細胞では guanine nucleotide exchange factor (GEF) 
の一種 Vav2のチロシンリン酸化が亢進していた。 

（８） Vav2を強制発現しておくと増殖因子Xによる c-mycの転写活性化が亢進し
たが、Rasの活性化は増強されなかった。 

（９） Vav2 の失活型変異体（活性中心を欠失させた Vav2）を発現しておくと増
殖因子 Xによる c-mycの転写活性化が阻害された。 

（１０） Vav2 の失活型変異体と Rac の活性型変異体を同時に発現すると c-myc の
転写活性化がおきた。 
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＜問題＞ 
 
（１）下線部 (A) を自分で証明するとしたらどのような実験をするか。転写活性化、 

mRNA量の増加、タンパク質量の増加を調べる方法をそれぞれ一つずつあげな
さい。 

 
（２）mRNA 量とタンパク質量が増加する機構として転写活性化以外にはどのよう

な機構があり得るか。一つあげて、それにつき簡単に説明しなさい。 
 
（３）実験結果（１）は何を意味しているか説明しなさい。 
 
（４）Racなどの低分子量 Gタンパク質について、その機能および活性制御機構を簡

潔に説明しなさい。 
 
（５）上記（１）～（１０）の実験結果をもとに増殖因子 Xによるシグナル伝達経路

を推測して模式図を書き簡単に説明しなさい。実験に登場したシグナル分子の

うち Src、Ras、MEK、Rac、Vav2は必ず模式図に含めること。 
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［第２問］ 
 
テロメアとその解析法に関する以下の設問に答えなさい。 
 
（１）核生物の染色体の末端にはテロメアという特殊な繰返し配列がテロメラーゼ

によって付加される。テロメラーゼは、一本鎖 DNAを鋳型として、in vitroで
テロメア繰り返し配列の付加･伸長反応をつかさどることができる（図）。テ

ロメラーゼ複合体はタンパク質以外の構成成分を含むことが知られているが、

その構成成分とは何か。またテロメア配列伸長反応におけるその役割を簡潔に

述べよ。 
 
（２）PCR法は、テンプレート DNAに特異的にハイプリダイゼーションするプライ

マーを用いて、特異的な DNA領域を in vitroで増幅する方法をいう。反応は、
テンプレート DNAの変性、プライマーのアニーリング、及びその伸長の 3つ
のステップからなり、このサイクルを繰り返すことにより、 2つのプライマー
に挟まれた DNA 領域が指数関数的に増幅する。この反応に用いられる DNA
ポリメラーゼの最大の特徴を、反応過程に即して記せ。 

 
（３）in vitroのテロメラーゼ活性の測定法として、鋳型プライマーにテロメア配列を

付加･伸長させて、その伸長産物を PCRによって検出する方法を開発すること
にした（図）。最初に、鋳型プライマーとテロメアリピートプライマーAを使
って、テロメア配列伸長産物を PCR によって検出しようとしたところ、テロ
メア伸長反応が十分起きている試料を鋳型として PCR を行っても、主に短い
DNA断片しか増幅されなかった。その理由を述べよ。 

 
（４）テロメアリピートプライマーAの代わりにテロメアリピートプライマーBを用

いることによって上記の問題が解決できた。ただしそのとき、最初の反応サイ

クルのアニーリングの温度はその後の増幅サイクルのそれよりも数℃低い温

度で行った。その理由を簡潔に説明せよ。 
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5'-AATCCGTCGAGCAGAGTT-3' 鋳型プライマー 

5'-CCCTAACCCTAACCCTAA-3' テロメアリピートプライマーA 

5'-CCCTTACCCTTACCCTAA-3'  テロメアリピートプライマーB 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 テロメア付加・伸張反応の概略と実験に用いたプライマー配列 
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［第３問］ 
 
タンパク質の重合について、次の設問 (1)～(5) に答えよ。 
 
タンパク質 P は、溶液 A 中では大部分がモノマー (S) の状態にあり、溶液 B
中では互いに結合して（この現象を重合と呼ぶ）、繊維状構造体 (F) を作ること
がわかっている（図１）。また、遠心によって、F を沈殿に、S を上清に分離す
ることができるものとする。 
 
＜実験１＞ 大部分がモノマー (S) の状態にあるタンパク質 P（濃度 0.05 mg/ml、

0.1 mg/ml、0.2 mg/ml、0.3 mg/ml、0.4 mg/ml）を、溶液条件を Aから Bに切
り替えることによって重合を開始させ、各時間で溶液の一部をとって素早く

遠心し、上清中のタンパク質 Pの濃度を測定した。その結果、それぞれ図２
の曲線 1、2、3、4、5が得られた。 

(1) 図２に見られるように、80分間の保温により、曲線 2、3、4、5は同じ値に
集束した。その理由としてどのようなことが考えられるか。また、曲線１

では変化が見られなかった。その理由をのべよ。ただし、タンパク質 P の
重合は一種の結晶化であると見なすことができるということを考慮せよ。 

 
＜実験２＞ 実験１の濃度 0.4 mg/ml の溶液を 80 分間保温した後、溶液 B で 3

倍に希釈し、希釈後の各時間における上清中のタンパク質 Pの濃度を測定し
たところ、時間とともに徐々に上昇することがわかった。 

(2) 希釈後長時間たつと、上清中のタンパク質濃度はどれほどになると予想さ
れるか。 

 
＜実験３＞ 実験１の濃度 0.4 mg/mlの溶液を 80分間保温した後、この溶液を注

射針中を何回か通すことによって剪断力を加えたところ、繊維状構造体の長

さの平均が、通す前の約 1/4になっていた。 
(3) 注射針を通した溶液の一部を遠心して上清のタンパク質濃度を測ると、ど
のような値が得られると考えられるか。 

 
＜実験４＞注射針を通した溶液を溶液 Bで 3倍に希釈して、実験２と同じ実験を

行ったところ、上清中のタンパク質浪度の上昇の初期速度は実験２の場合よ

りも大きかった。 
(4) その理由としてどのようなことが考えられるか。 

 
＜実験５＞実験１に用いたタンパク質溶液を溶液 A中でゲルろ過したところ、図

３のようなパターンが得られた。ここで、タンパク質 Pのモノマーの分子量
に相当するゲルろ過画分（図３の片かっこの部分）を用いて、0.4 mg/ml の
濃度で実験１と同じ実験を行ったところ、図２の曲線５よりも重合の初期速

度が減少していることがわかった。これに注射針中を何回か通して繊維の長

さを短くしたサンプルを少量添加したところ、添加しない場合よりも重合初
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期速度が大きくなることがわかった。 
(5) その理由として、どのようなことが考えられるか。ゲルろ過によってどの
ようなものが除かれたと考えられるかということを含めて説明せよ。 
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［第４問］ 
 

DNA複製に関する次の二つの文を読んで、設問 (1)～(5) に答えよ。 

 

二重鎖DNAの複製は、以下のように行われることがわかっている。まず、二重

鎖が部分的に二本の一重鎖に分けられ、それぞれを鋳型として、 DNAポリメラー

ゼによって鋳型と相補的なDNA鎖が形成される (ア)。鋳型二重鎖の開裂と相補鎖合

成がカップルしつつ、二重鎖全体におよぶことによって、DNAの複製が完了する。 

DNA複製開始には、多くのタンパク質が関与することがわかってる。タンパク

質 A、B、Cは、出芽酵母の DNA複製開始に関わるタンパク質であるものとする。 

AはDNA結合能を持つリン酸化タンパク質、Bは核内外を移行できるタンパク質、 

Cは A存在下で DNA結合能を持ち、Bと会合しうるタンパク質である。また、C

タンパク質は G1後期にのみ発現し、機能し終わると速やかにユビキチン化をへて

分解される。A、B、Cそれぞれの役割を探るために、それらをコードする遺伝子

に次のような変異を導入した。A については、リン酸化部位のセリン残基の代わ

りにアラニン残基をコードする変異遺伝子を内在性遺伝子と置換した。 Bについ

ては、強力な核移行シグナルを導入した変異遺伝子を内在性遺伝子と置換した。

またCについては、ガラクトースによって転写誘導されるGAL1プロモーターと、

ユビキチン化部位を欠損した C タンパク質をコードする DNA とをつないだもの

をプラスミドに組み込み、transgene として酵母に導入した。このような変異遺伝

子を以下のような組み合わせで持つ酵母株 Y1～Y4を作成した。これらをM期で

停止させた後、ガラクトースを加え、0時間後、1時間後、2時間後、3時間後に、

フローサイトメトリー（イ）を用いて各細胞の DNA含有量を解析した。結果は図

のとおりである。グラフの横軸は細胞あたりの DNA含有量（1C、2C、4Cで表示、 

1Cは一倍体細胞に含まれる DNA量を示す）を、縦軸は横軸に示された DNA量を

含む細胞数の相対値を表す。また、各グラフ中の右側にそれぞれの時間でのM期

にある細胞の割合を示してある。 

 

(1) 下線部（ア）について。DNA ポリメラーゼによる DNA 鎖合成は、5’→3’ 方

向に行われる。5’NN---NNA3’（Nは任意の塩基）の Aに Cが結合して DNA 鎖

が伸長する場合の反応式を図示せよ。ただし、塩基部分は A と C と省略して

よいが、糖とリン酸の部分の分子構造は省略せずに図示すること。 

(2) DNAポリメラーゼによる DNA鎖の伸長方向から考えて、二本の鋳型 DNAの

うち一方は連続的に複製されることが可能である。ところが、もう一方の DNA

鎖に関してはそれが不可能であり、不連続的複製と呼ばれる機構によって複製
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が行われる。不連続的複製はどのように行われるか説明せよ。 

(3) 下線部（イ）について。フローサイトメトリーの原理について説明せよ。この

技法は細胞周期の研究によく用いられるが、これを用いることによって、どん

なことがわかるか説明せよ。 

(4) 図からわかるように、酵母株 Y4の結果は、酵母株 Yl、Y2、Y3における結果

と大きく異なる。Yl、Y2、Y3 ではほとんど起こらず、Y4 で起こっている現

象とは何か。 

(5) 図に表された結果をもとに、酵母 DNA複製の開始における A、B、C、3種の

タンパク質の役割について推測せよ。 

 

 

 

図 

 Y1 Y2 Y3 Y4 

A 遺伝子： 野生型 変異型 変異型 変異型 

B 遺伝子： 変異型 野生型 変異型 変異型 

C transgene： 有り 有り 無し(*) 有り 

（*：GAL1プロモーターのみを組み込んだプラスミドを導入した。） 
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［第５問］ 
 

AIDS は HIV の感染によって引き起こされる。近年、HIV の生体内動態の解析

によって、AIDSの治療は大きく前進した。以下の設問 (1)～(3) に答えよ。 

 

(1) HIV感染者には AIDS発症に至るまで、3年から 10年に及ぶ長い無症候期が存

在し、この間、血中のウイルス濃度は低く、あまり変化しない。このような時

期に、抗HIV薬を投与するとHIV増殖を効果的に抑制できることがわかった。

図１は抗HIV薬を投与した患者の血祭中のHIVウイルスRNA濃度を示してい

る（図 1の Day 0で薬物投与を開始し、day 15まで投与を継続した）。day 0

から day 15まではウイルス増殖が完全に抑制されているものとして、血中での

ウイルスの半減期を求めなさい（答えは小数点以下 1桁まで示すこと）。ただ

し、図１中の直線は、 day 0から day 15までのウイルス濃度の減少にフィット

させたものである。 

また、薬物投与前の血漿中のウイルス量を 1.5×105/mlとしたとき、薬物を投

与しない場合に 1日あたりturnoverしているウイルス数を求めなさい。この時、

体内の血衆量は 3リットルとし、 log e2 = 0.693とする。 

 

(2) 図２は抗 HIV薬投与時の患者の血中ウイルス RNA濃度と CD4 陽性 T細胞濃

度の変化を示したものである（抗 HIV薬は Time 0で投与を開始し、観察期間

中投与し続けた）。この結果から、抗 HIV薬投与前における CD4陽性 T細胞

の 1日あたりの turnover数を求めなさい。ただし、全リンパ球にしめる血中リ

ンパ球の割合は 2%、全血液を 5リットルとする。 

また、CD4陽性 T細胞の生体における役割について述べ、 AIDS患者にお

ける T細胞減少のメカニズムについて考察しなさい。 

 

(3) 図２にあるように、単一の薬剤を継続投与した場合は 2週後にはウイルス量が

再び増加に転じるとともに、CD4陽性 T細胞も減少し始めた。しかし、作用の

異なる 2剤を投与した場合にはウイルス量の増加もT細胞の減少も認められな

かった。この現象からどのようなことが考えられるか述べよ。 
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図１ 
図２ 
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［第６問］ 
 
シグナル分子に関する次の文を読み、問題（１）～（４）に答えよ。 
 
血液細胞を増殖因子で刺激したときに発現が誘導される遺伝子を検索したとこ

ろ、機能のわからない新しい遺伝子 Aがみつかった。A遺伝子は増殖因子刺激後
約 30分で発現が誘導された。A遺伝子の cDNAの構造解析から、A遺伝子は 250
アミノ酸残基をコードしており、SH2 ドメインが 1 つだけみつかったが、それ以
外は何ら特徴的な構造はみつからなかった。 
 
 
＜問題＞ 
 
（１） この増殖因子は細胞膜に存在する受容体を介して遺伝子発現を制御して

いる。A遺伝子の mRNAの発現は刺激後 30分という早い時期に誘導されること
から、A遺伝子の発現は他の遺伝子発現を介さず、増殖因子の刺激により直接制
御されている可能性が考えられる。このことを証明するにはどのような実験を行

えばよいか述べなさい。 
 
（２） SH2ドメインとはどのような機能をもつのか述べなさい。 
 
（３） SH2 ドメインをもつタンパク質にはキナーゼやホスファターゼなどの酵
素活性をもつ分子が多数存在する。一方、酵素活性をもたずに、SH2ドメインと
SH3 ドメインのみからなる分子も存在する SH3 ドメインとはどのような機能を
もつのか述べなさい。また、SH2ドメインと SH3ドメインのみからなる分子はシ
グナル伝達においてどのような機能を担うか述べなさい。 

 
（４） A遺伝子を強制発現すると、この増殖因子の作用を抑制した。A遺伝子に
よりコードされるタンパク質は比較的小さく、SH2ドメイン以外には酵素活性も
タンパク質との結合に関与するドメインもー切ないと仮定すると、この Aタンパ
ク質にはどのような機能が想定されるか述べなさい。 
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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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