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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４枚を含めて計１２頁からなる。  

 2. 指定問題は、全部で４問ある。その４問全てに解答せよ。 

 3. 答案は、各問１００点ずつ、計４００点を満点として採点される。 

 4. 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。  

 5. 答案用紙は、各問につき１枚、合計４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。  

 6. 各答案用紙の所定欄に、科目名（指定問題）、問題番号、受験番号および氏名を

必ず記入すること。  

 7. 解答には、各問ごとに所定の答案用紙を使用すること。  

 8. 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。  

 9. 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。  

10. 解答できない場合でも、答案用紙に科目名、問題番号、受験番号および氏名を記

入して提出すること。  

11. 答案用紙は草稿用紙には使用しないこと（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する。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］ 
 
問題（１）～（５）に答えよ。 
 

（１）次の文章の [a] ～ [c] および [イ] ～ [ハ] に入る最も適切な語句を記
せ。ただし、[イ] ～ [ハ] については下の語群の中から選ぶこと。 

 
 放射性同位元素から生じる放射線の線種にはα線、β線、γ線の３種

類がある。α線はα粒子の流れであるが、α粒子とは [a] のことである。
α線を発する放射性同位元素には、[イ] などがある。β線は [b] の流れ
であり、γ線は [c] の１種である。放射性同位元素の種類（核種）によ
って、生じる放射線の線種とエネルギーは異なっている。したがって、

放射線を遮蔽するためには、核種や線種に応じた遮蔽材が必要である。

生命科学分野の実験においては、32Pが発する [ロ] を遮蔽するために、1 
cm程度の厚さの [ハ] を用いるのが適当である。 
 
[イ] ～ [ハ] の語群：3H，14C，35S，238U，α線，β線，γ線，中性子線， 
          アクリル板，発泡スチロール板，コルク板 

 
（２）ある研究室で、半減期が 14日の水溶性の放射性物質 Xを 37 MBq購入

した。Xの比活性は 3.7 MBq/μmolであった。購入した Xすべてを用い 1 
mMの水溶液を作成して実験を行い、70日後に 1 mLを残して実験を終
了した。この時点で、残った溶液を廃液タンク内で大量の水と均一に混

合して希釈し実験排水としたい。Xの放射性物質としての許容限度濃度
は 300 Bq/Lであり、この濃度になるまで希釈しなくてはならない。希釈
に必要な水の量を計算せよ。ただし、Xはβ崩壊するものとし、空気中
への飛散や蒸発は無視できるとする。 

 
（３）生体に傷害を与えるものとして放射線の他にフリーラジカルがある。生

体内のほとんど全ての細胞において生じるフリーラジカルを１つ挙げよ。

また、それは何という細胞小器官において、どのような生体反応に付随

して生じるかを答えよ。 
 
（４）(a) 蛍光とりん光について、「発光のメカニズム」と「発光の寿命」とい

う２つの観点から両者の相違を述べよ。 
 (b) 生命科学分野における研究手法の中で、蛍光とりん光を利用した例を
１つずつ挙げ、光の発生から検出までの過程をそれぞれ簡潔に説明せよ。 
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（５）次の文章の [a] ～ [h] に入る最も適切な語句を記せ。ただし、[b] およ
び [c] には「長い」または「短い」のいずれかを選ぶこと。 

 
 太陽より放射される [a] は、その波長によって UVA, UVB, UVCの３
種類に分けられる。このうち、最も波長の [b] UVAは、UVBや UVCに
比べエネルギーが低い。最も波長の [c] UVCは、比較的高いエネルギー
を持っているが、上空のオゾン層等により吸収され、通常地上には到達

しない。UVCが生体に照射された場合、生体の主要な構成分子のうち [d] 
に傷害を与え、細胞の癌化や細胞死をひき起こす。これは、[d] が UVC
を効率よく吸収するためである。一方、280 nm ～ 320 nmの波長領域
に相当する UVBも[d] に傷害を与える性質を持っているが、UVBは生
体の主要な構成分子である [e] やメラニン色素によって吸収される。[e] 
を構成するアミノ酸のうち [f] ・ [g] ・ [h] という３種類のアミノ酸が 
[a] を吸収する性質を持っている。 
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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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［第２問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（６）に答えよ。ただし、計算問題については、

最終的な数値（有効数字２桁）だけでなく、計算の途中経過も記せ。 
 
 ケモカインとは、白血球などに作用して、その物質の濃度勾配にしたがった

遊走・運動などを引き起こすタンパク質性の因子の総称である。インターロイ

キン８（以下、IL-8）は 72アミノ酸残基よりなるケモカインの一種で、炎症時
にマクロファージなどにより合成され、好中球や T リンパ球の細胞膜に存在す
る CXCR1 という受容体に結合する。IL-8 は、炎症急性期にこれらの細胞の化
学走性を誘導することによって、感染部位に集合させる機能を持つ。 
 IL-8の構造を X線結晶解析法で調べたところ、その結晶中では二量体構造を
とることがわかった。一方、溶液中では、単量体と二量体の平衡にあり、以下

の式で表される二量体化反応の平衡（解離）定数 Kdは 8.0 μMであった。ここ
で、IL-8の単量体は I、二量体は I2で略記してある。 
 
       2 I              2  
   
 一方、IL-8と受容体 CXCR1との結合反応の平衡（解離）定数は 3.0 nMであ
った。生体内で IL-8の働きを調べたところ、1 nM程度で強力な生理活性を示
すことがわかり、生体内の濃度もその程度であった。 
 
（問題） 
 
（１） IL-8の単量体の濃度[I]と二量体の濃度[I2]が等しくなるような IL-8の総

濃度 Itotal (＝ [I]＋２[I2])を計算せよ。 
 
（２）Itotalが 3.0 μMおよび 1.0 nMの場合の単量体濃度[I]をそれぞれ計算せよ。 
 
（３） 以上の結果をふまえて、生体内において IL-8が受容体に結合する際に、

単量体として結合する可能性と二量体として結合する可能性について論

じよ。 
 
（４） CXCR1は典型的なGタンパク質共役型受容体である事が知られている。

予想される CXCR1の構造の概略図を書け。そのときに細胞膜も図示せ
よ。 
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（５） IL-8が CXCR1を発現している細胞に結合すると、細胞質内のカルシウ
ムイオン濃度[Ca2+]iが上昇することが知られている。受容体から[Ca2+]i

の上昇に至る細胞内シグナル伝達系を概説せよ。 
 
（６） Gタンパク質によって制御されるカルシウムイオン以外の細胞内セカン

ドメッセンジャーを１つ記せ。また、そのセカンドメッセンジャーを合

成する酵素と分解する酵素の名称、および、そのセカンドメッセンジャ

ーによって直接活性化される酵素の名をそれぞれ１つずつ記せ。 
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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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［第３問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（４）に答えよ。 
 
哺乳類細胞には、3 種の RNA ポリメラーゼが存在し、それぞれ特徴が異なる

プロモーターを認識して、特定の遺伝子座の転写を担当している（ａ）。遺伝子座の

うち、タンパク質をコードする遺伝子座では、高度な転写制御を受けていること

が多い。こうした遺伝子座からは、１種類だけでなく複数種類の mRNA が合成
されること（ｂ）がしばしばあり、遺伝子機能の多様性の一角を担っている。 
哺乳類の個体にはさまざまに分化した細胞が存在し、それぞれ特有の遺伝子発

現様式を示す。それらが細胞分裂能を保持する場合には、その娘細胞は親細胞の

遺伝子発現様式の多くを維持する。このように DNA 塩基配列の変化を伴わずに
娘細胞に伝達される（ｃ）遺伝子機能をエピジェネティクス（ｄ）という。 
 
（問題） 
 
（１）下線部（a）について。３種類の RNAポリメラーゼそれぞれの特徴を概説

せよ。 
 
（２）下線部（b）について。これを担う機構にはどのようなものがあるか、３

種類を挙げて概説せよ。 
 
（３）下線部（c）について。伝達されるしくみとして、(i) DNAの修飾に関する

機構と (ii) クロマチンを構成するタンパク質に関する機構をそれぞれ１
つずつ挙げ、関わる分子や機構について論ぜよ。 

 
（４）下線部（d）について。(d) の中でも、世代をこえて伝搬される例としてゲ

ノムインプリンティングがある。ゲノムインプリンティングという現象を、

インプリント遺伝子という言葉を用いて概説せよ。 
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草稿用紙 ３（切り離さないで用いること）  
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［第４問］  
 
次の A君と先生の会話を含む文を読み、問題（１）～（７）に答えよ。 

 
A君「先生、本当は僕、酵母よりカブトムシが好きなんです。カブトムシにも
酵母の Cdc2 キナーゼと同じようなものがあって酵母で機能するかどうかを調
べてみていいですか。」 
先生「研究の目的がよくわからないけど、酵母の cdc2 温度感受性変異株なら
うちにあるから、できないことはないね。とにかく、実験計画を立てて見なさ

い。」 
そこで、A君は以下のような実験計画を立てた。 
 

(A)  カブトムシのcDNAライブラリーを、シャトルベクターを用いて作成する。 
(B)  cDNAライブラリーを、酵母 cdc2温度感受性変異株に形質転換する。 
(C)  形質転換後の酵母を適当な選択培地にまき、高温（制限温度）で数日間培

養する。 
(D)  生えてきたコロニーからプラスミド DNAを回収して、再びもとの酵母

cdc2温度感受性変異株に形質転換して、形質転換株が高温で増殖できるか
どうかを調べる。 

(E)  (D)において制限温度下で増殖する形質転換株を培養し、プラスミド DNA
を調製する。その塩基配列を決定して、cdc2類似遺伝子かどうかを調べる。 

 
（問題） 
 
（１）(A)で、カブトムシの cDNAライブラリーを作成するにあたって、成虫と

幼虫のいずれを用いる方がよいと考えられるか。理由とともに述べよ。 
 
（２）一般的な cDNA ライブラリーの作製法を、用いる酵素に言及しながら簡

潔に説明せよ。 
 
（３） cDNAライブラリーの代わりにゲノム DNAライブラリーを作成して本

実験に用いた場合、うまくいかない可能性が高い。その理由を、遺伝子

発現機構の観点から簡潔に述べよ。 
 
（４）本実験のような発現クローニング用の cDNA ライブラリーを作成すると

き、プラスミドベクターとしてシャトルベクターを用いる必要がある。

その理由を述べよ。 
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（５）(C)の下線部「適当な選択培地」とは、どのような酵母を選択するための
培地か。 

 
（６）(D)において、形質転換株が高温で増殖しない場合、その理由としてどの

ようなことが考えられるか。 
 
（７）(E)の DNA 塩基配列決定法の一つである鎖終結法（サンガー法）では、

反応基質としてデオキシヌクレオシド三リン酸のほかに特殊な基質を用

いる。その名称と構造式を記せ。 
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草稿用紙 ４（切り離さないで用いること）  
 


