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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１枚を含めて計１３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。 

  3. 問題は全部で６問ある。そのうちから３問選んで解答せよ。４問以上解答した

場合にはその全てが無効となる。 

  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（選択問題）・問題番号（１〜６）・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・受験番号および氏名を

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すること。   

    

受験番号　　　　　　　氏 名
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［第１問］ 

 

次の文を読み、問題（１）〜（６）に答えよ。 

 

ある哺乳動物の培養細胞は、培地の入ったシャーレで３日間（７２時間）培

養すると８倍に増殖する。また、対数増殖期の細胞の DNA を染色すると、常に

１０％の細胞で凝集した DNA が観察される(a)。しかし、増殖中の細胞の培地に高

濃度のチューブリン重合阻害剤(b)を加え培養を継続すると、凝集した DNA をもつ

細胞の割合が増加する(c)。一方、ある種の癌化した細胞で同様の実験を行ったと

ころ、凝集した DNA を持つ細胞の割合の増加は見られなかった(d)。 

 

（問題） 

 

（１）一般に、細胞周期の G1 期にある細胞の割合を調べる方法を２〜３行で述

べよ。 

 

（２）下線部(a)について、細胞の染色体 DNA は細胞周期の一時期にのみに凝集

するが、なぜ凝集する必要があるのか、また常に凝集していないのはな

ぜか。これらの理由について５行以内で述べよ。 

 

（３）下線部(b)について、チューブリン重合阻害剤を１種類記せ。 

 

（４）下線部(c)について、一般にチューブリン重合阻害剤を加えて培養すると

なぜ凝集した DNA をもつ細胞の割合が増加するか、その理由をメカニズ

ムとともに３行以内で述べよ。 

 

（５）下線部(c)について、チューブリン重合阻害剤を加えて１２時間培養した

ときには、凝集した DNA をもつ細胞の割合は約何％になるか、理由とと

もに述べよ。ただし、細胞周期はすべての細胞で均一と仮定する。 

 

（６）下線部(d)について、この癌細胞の染色体の数を調べるとどのようなこと

が観察されると考えられるか。その理由とともに、５行以内で述べよ。 
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［第２問］ 

 

次の文を読み、問題（１）〜（５）に答えよ。 

 

2006 年のノーベル生理学医学賞は RNA interference (RNAi)の発見の業績によ

り、Fire 博士と Mello 博士に授与された。RNAi とは、２本鎖の RNA(a)がいくつ

かのタンパク質と複合体(b)を形成し、相同な配列をもつ遺伝子から転写された

mRNA と配列特異的に対合して、その mRNA を切断する(c)という現象である。RNAi

は、線虫で最初に発見されたが、ショウジョウバエ、哺乳類などでも起こるこ

とが明らかになり、生物種を超えた、簡便な遺伝子発現抑制法(d)となっている。

しかし、哺乳類細胞では、長い２本鎖 RNA が細胞に入ると、ウイルス感染に対

する生体防御機構が働くため、およそ３０塩基対以下の２本鎖 RNA(e)が使用され

る。 

 

（問題） 

 

（１）下線部(a)について、RNA の二重らせん構造は一回転（ ）塩基の（ ）

巻き構造をとり、（ ）型と呼ばれる。（ ）内の語句を埋めよ。 

 

（２）線部(b)について。この複合体にはいくつかのタンパク質が含まれること

がわかっているが、そのうちの２つのタンパク質（Xと Y）と RNA の相互

作用を調べるために、図１に示す、２つのタンパク質の発現コンストラ

クト（xと y）を作製した。さらに、タンパク質 Yには４つの機能ドメイ

ン（A, B, C, D）があるため、どれか１つが欠失した発現コンストラク

ト（y1, y2, y3, y4）と、どれか１つのみが発現するコンストラクト（y5, 

y6, y7, y8）も作製した。タンパク質 X発現コンストラクトには Flag タ

グを、タンパク質 Y 発現コンストラクトには、すべて myc タグをつけた

（y9 は myc タグのみのコントロール）。ヒトの培養細胞である２９３細

胞に、タンパク質 X発現コンストラクト(x)とともにタンパク質 Y発現コ

ンストラクト（y, y1-y9）のどれか１つを同時にトランスフェクション

し、２日後に細胞抽出物を調整した。RNA 分解酵素非存在下(-)または存

在下(+)で Flag 抗体を使って免疫沈降を行い、myc 抗体でウェスタンブロ

ットを行った結果が図２である。また、x, y-y9 のそれぞれのコンストラ

クトを２９３細胞で別々に発現させ、Flag抗体またはmyc抗体を使って、

発現しているタンパク質を精製した。精製した Flag タグ付きのタンパク

質 Xと、myc タグ付きのタンパク質 Yのどれか１つを用いて、２本鎖 RNA

非存在下(-)または存在下(+)で in vitro 結合実験を行った。Flag 抗体を
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使って免疫沈降を行い、myc 抗体でウェスタンブロットを行った結果が図

３である。以下の小問に答えよ。 

 

Ａ．タンパク質 Y のドメイン D は、どのようにタンパク質 X と相互作用

しているか答えよ。 

 

Ｂ．ドメイン D 以外で、タンパク質 X と相互作用しているタンパク質 Y

のドメインは A, B, C のうちどれか。また、この場合、どのようにタン

パク質 Xと相互作用しているか答えよ。 

 

Ｃ．タンパク質 Y 発現コンストラクト y, y1-y9 を図２の実験と同様に、

タンパク質 X 発現コンストラクト x とともに細胞にトランスフェクショ

ンして細胞抽出液を調整した。トランスフェクションする時に、同時に

２本鎖 RNA をトランスフェクションしても、２本鎖 RNA をトランスフェ

クションしない時に比べ、ウェスタンブロットの結果は変わらなかった。

その理由を答えよ。 

 

（３）下線部(c)について。RNAi では、２本鎖 RNA とタンパク質の複合体に含ま

れているタンパク質によって標的となる mRNA が切断されるが、RNA の中

にはそれだけで RNA の切断活性を持つものがある。これを何というか。 

 

（４）下線部(d)について。２本鎖 RNA は RNAi による遺伝子発現抑制に関わっ

ているだけではなく、他の生体内のいくつかの重要な現象に関わってい

る。それらのうちの一つについて３行程度で説明せよ。 

 

（５）下線部(e)について。ヒトのゲノムサイズはおよそ３x10９ bp である。理

論上、最低何塩基あればゲノム中に１箇所しかない配列と想定されるか。 
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［第３問］ 
 

シグナル伝達に関する次の文を読み、問題（１）～（４）に答えよ。 
 
細胞内のシグナル伝達ネットワークは、細胞外環境にある様々な情報を受容し、

細胞増殖、細胞分化、細胞生存、転写調節、代謝などの多様な出力を与える仕

組みを構築している。以前は、入力と出力とを結びつける線形の経路を解明す

ることが重要な課題であったが、シグナル伝達に関する情報が蓄積するにつれ

て、ネットワークの全体像の解明が大きな課題になっている。その中で、従来

は独立と考えられていた経路が互いに関係していることや、ある経路に特異的

であると思われていた分子が別の経路にも関係していることなどがわかってき

た。たとえば、G タンパク質共役受容体(GPCR) (a)のシグナル伝達と、受容体型

チロシンキナーゼ (b)の経路に共通に作用する因子も存在する。そのような例に

β-アレスチンがある。 
β-アレスチンは細胞質に存在するタンパク質で、リン酸化した GPCR に結合

するタンパク質として同定されたが、インスリン様増殖因子-1（IGF-1）のシグ

ナル伝達経路にも関係している。表の実験は、マウスの胚性繊維芽細胞を無血

清条件下においたときに、IGF-1 に応答して細胞死を防ぐシグナル伝達経路に

おいて、PI 3-キナーゼの作用で生成するPIP3 (c)によって活性化するAktと共に、

β-アレスチンが関与していることを示した結果である。 
 

 表 マウスの胚性繊維芽細胞の Akt 活性化と細胞死     

実験   (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

細胞 WT ○ ○ ○       

  KO    ○ ○ ○    

  B1           ○ ○ ○

薬剤 IGF-1   ○ ○  ○ ○   ○ ○

  PI 3-キナーゼ阻害剤   ○   ○   ○

Akt 活性化   無 有 無 無 無 無 無 有 無

細胞死   高 低 高 高 高 高 高 低 高

 注１）細胞：WT は野生型細胞、KO はβ-アレスチンの遺伝子機能破壊細胞、  

    B1 は KO 細胞に野生型β-アレスチン遺伝子を導入･発現させた細胞  

 注２）○印は、用いた細胞と加えた薬剤を示す。    

(a)～(i)の実験では、いずれも血清を加えた培地で培養した後、無血清培地に移し、Akt 活性と

細胞死を解析した。 
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（問題） 
 
（１）下線部(a)について。GPCR の下流に存在する 2 つのタイプのシグナル伝

達について、セカンドメッセンジャーを生成するまでの経路をそれぞれ

１～2 行で説明せよ。 
 
（２）下線部(b)について。チロシンキナーゼ活性を持つ受容体で、IGF-1 受容

体以外の例を 1 つ挙げ、その構造と細胞内シグナル伝達経路を 3～5 行で

説明せよ。 
 
（３）下線部(c)について以下の小問に答えよ。 

Ａ．PIP3 の生成反応に用いられる２つの基質を記せ。 
Ｂ．A に挙げた２つの基質のうちの一方を分解し、PIP3 とは異なるセカンド

メッセンジャーを生成する酵素の名称を記せ。 
Ｃ．PIP3 に結合する領域(ドメイン)の名称を 1 つ記せ。 

 
（４）表の実験結果について以下の小問に答えよ。 

Ａ．β-アレスチンが IGF-1 による細胞死の抑制に必要であることを示す実

験を(a)～(i)から選び、理由を１～２行で述べよ。 
Ｂ．Akt が細胞死の抑制に必要であることを示唆する実験を(a)～(i)から選び、

理由を１～２行で述べよ。 
Ｃ．この細胞死の抑制に関する経路が線形であると仮定したとき、β-アレス

チンと Akt の上下関係を推定し、理由とともに１～２行で述べよ。 
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［第４問］ 
 
次の文を読み、問題（１）〜（６）に答えよ。 
 
（問題） 
 
（１）図１に２０種類のデオキシリボヌクレオシドの構造式を示す。この（ア）

〜（ト）の中から、DNA を構成する４種の塩基に対応するものを選んで、

A、C、G、T の順に記せ。 
 
（２）ワトソン・クリック型の A：T および G：C の塩基対を、図１の記述法

に従って構造式で記せ。塩基間の水素結合を破線（----）で示すこと。 
 
（３）DNA が B 型二重らせん構造をとるとき、塩基対の外縁部が、２本の糖−

リン酸骨格の間の大きな溝（major groove）および小さな溝（minor 
groove）に露出する。A：T、 T：A、 G：C、C：G の４種の塩基対が、

大小の溝に提示する水素結合供与体、水素結合受容体、疎水性基の並び

方のパターンを、図２の模範にしたがって、○の中に D、A、H、M の文

字を記入して示せ。なお、D、A、H、M は、順に、水素結合供与体、水

素結合受容体、炭素に結合した水素原子（C-H）、メチル基を表すものと

する。 
 
（４）このような塩基対ごとの独特のパターンは、遺伝子調節タンパク質が二

重らせん DNA の塩基対を認識するのに用いられる。タンパク質が大きな

溝に結合する場合と、小さな溝に結合する場合について、それぞれどの

ような識別が可能かを説明せよ。 
 
（５）遺伝子調節タンパク質の DNA 結合のモチーフには、ヘリックス— ターン

— ヘリックス・モチーフや、Zn フィンガー・モチーフなどがよく知られ

ている。これらのモチーフは、複数個が用いられることが多い。その理

由、ならびに、複数個のモチーフを用いる仕組みについて、簡潔に説明

せよ。 
 
（６）図１に示した塩基の中で、ワトソン・クリック型の塩基対の A、C、G、

T とは異なるもので、（ア）〜（コ）の塩基のいずれかと、（サ）〜（ト）

の塩基のいずれかの間で、塩基対を形成する可能性のあるものがある。

それらはどれか。また、DNA のタンパク質による認識は、そのような塩

基対を含むことによってどのように影響を受けると考えられるか。

（２）と同様の塩基対の構造式、（３）と同様のパターンの図を用いて、

簡潔に説明せよ。 
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［第５問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（５）に答えよ。 
 
骨髄で血液幹細胞から分化した T リンパ球の前駆細胞は、胸腺において正及び

負の選別を受け、それをクリアした僅か数パーセントのみが成熟 T 細胞として

末梢に移行する。 
 
（問題） 
 
（１） 正の選別（positive selection）は何を基準として行われるのか、またそれ

によってどの様な T 細胞集団が生き残るのかを４行以内で述べよ。 
 
（２） 負の選別（negative selection）は何を基準に行われるのか。またそれによ

って何が獲得されるのかを４行以内で述べよ。 
 
（３） 正の選別のあと T 細胞は、ヘルパーT 細胞（TH）と細胞障害性 T 細胞（TC）

の２種類に分化する。それぞれの T 細胞の機能について、各々３行以内

で説明せよ。 
 
（４） T 細胞による抗原識別は、B 細胞がつくる抗体による抗原識別とは大き

く異なる。一番の相違点は何か、３行以内で説明せよ。 
 
（５） 骨髄移植の際、提供者（ドナー）と患者（レセピエント）との間の組織

適合性（マウスでは MHC 型、ヒトでは HLA 型）が問題となる。この

適合性が一致しない場合、免疫学的にどの様な問題が生じるか、抗原提

示の観点から６行以内で説明せよ。 
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［第６問］ 
 
次の文を読み、問題（１）～（６）に答えよ。 
 
動物細胞で大部分の ATP を生産するのはミトコンドリアである。ミトコンドリ

アは２重の膜に囲まれており、独自の DNA を持っている。ヒトのミトコンドリ

ア DNA は 16,569 塩基対の環状 DNA である。ミトコンドリアは大昔の真核細胞

に細菌が取り込まれ、内部共生したことにより生じたと考えられている。進化

の過程で、もともとあった遺伝子の多くが核へ移動し、一部の遺伝子だけがミ

トコンドリアに残ったと考えられている。 
 
（問題） 
 
（１）ヒトのミトコンドリア DNA がコードしていないものはどれか。以下のも

のから３つ選べ。 
 
 tRNA, rRNA, RNA polymerase, DNA polymerase, histone, cytochrome b 
  
 
（２）ミトコンドリアの遺伝暗号はユニバーサルなものと違いがある。どの様

な違いがあるか１例を挙げ簡単に説明せよ。 
 
（３）ミトコンドリアが原核生物由来であることを反映している例として、抗

生物質に対する感受性がある。クロラムフェニコールとシクロヘキシミ

ドがミトコンドリアにどう作用するかを述べ、これが何故ミトコンドリ

アが原核生物由来であることを示唆しているのかについて簡単に説明せ

よ。 
 
（４）細胞質で合成されるミトコンドリアのタンパク質は、ミトコンドリアへ

運ばれるための種々の輸送シグナル配列を持っている。マトリクス内へ

輸送されるタンパク質のシグナル配列はどのような特徴を持っているか

簡単に述べよ。また、ある配列が輸送シグナル配列であることを示すた

めには、どのような実験を行えばよいか、簡単に説明せよ。 
 
（５）マトリクス内への輸送には、分子シャペロンと呼ばれるタンパク質が重

要な役割を果たしている。分子シャペロンの輸送における役割について

簡単に説明せよ。 
 
（６）cytochrome c は細胞質で合成された後、ミトコンドリアの内膜と外膜に

囲まれた膜間腔領域に運ばれる。このタンパク質は、全く異なる２つの

機能を持つことが知られている。これらは何か、簡単に説明せよ。 
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（草稿用紙） 


