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 23.ヌクレオチド代謝 及び特論  

１．ヌクレオチド代謝（約 40 点） 
略号 Gly：グリシン、Asp：アスパラギン酸、Gln：グルタミン、Hyp：ヒポキサンチン、THF：
テトラヒドロ葉酸、R5P：リボース 5-リン酸、PRPP：ホスホリボシル二リン酸（ピロリン酸基が
結合した R5P） 

【１】次の各問の指示に従って解答をマークシートの解答欄１～５に記入せよ 
(1 )  de novo（新規）合成（１）：正しい文を１つ選べ 
(a) ギ酸(formate)は 5,10-メチレン THF として供給される 
(b) 炭酸(HCO3 ｰ)は両方のリボヌクレオチドの前駆体である 
(c) Asp はピリミジンリボヌクレオチドだけの前駆体である 
(d) Gln はプリンリボヌクレオチドだけにアミノ基を供与する 
(e) ピリミジンリボヌクレオチドの塩基は R5P 上に順次合成してゆく 
(2 )  de novo 合成（２）：正しい文を１つ選べ 
(a) A(G)MP 前駆体である IMP は細胞内に蓄積される 
(b) IMP に Gln からアミノ基転移して AMP ができる 
(c) IMP に Asp からアミノ基転移して GMP ができる 
(d) UTP に Gly からアミノ基転移して CTP ができる 
(e) dUMP と 5,10-メチレン THF から dTMP ができる 
(3 )  de novo 合成経路の調節：正しい文を１つ選べ 
(a) PRPP はプリンリボヌクレオチド合成を活性化する 
(b) ATP だけがプリンリボヌクレオチド合成を阻害する 
(c) 動物のピリミジンリボヌクレオチド合成は CTP で阻害される 
(d) 動物のピリミジンリボヌクレオチド合成は PRPP で活性化される 
(e) 大腸菌のピリミジンリボヌクレオチド合成は ATP で阻害されない 
(4 )  （デオキシ）リボヌクレオチドの異化：誤りの文を１つ選べ 
(a) キサンチンは、キサンチンオキシダーゼにより尿酸を生じる 
(b) （デオキシ）プリンリボヌクレオチドの異化産物はキサンチンに集約される 
(c) 全ての（デオキシ）リボヌクレオチド分解産物はエネルギー代謝に貢献しない 
(d) アデノシンを脱アミノしてイノシンを生じる酵素の欠損は重症複合免疫不全症に至る 
(e) プリンヌクレオチドサイクルは筋における重要なクエン酸回路中間体補充反応である 
(5 )  がん・高尿酸血症など：正しい文を１つ選べ 
(a) 5-フルオロデオキシウリジル酸(FdUMP)は dTMP 合成を阻害する 
(b) 痛風関節炎は、関節内に炭酸カルシウム結晶が析出することで惹起される 
(c) レッシュ・ナイハン症候群はアデニン・サルベージ経路の先天的異常による 
(d) 核酸合成阻害剤ががん治療に有効な理由は、糖代謝が活発であることである 
(e) ATP 産生不全から急増した AMP の代謝亢進で高アデニン血症へ至ることがある 
 
【２】IMP から AMP を作るエネルギーは GTP が、IMP から GMP を作るエネルギーは ATP が供給
することの生化学的意義を 4 枚目記述用解答用紙の解答欄に明確かつ簡潔に述べよ。無関係な記述
や不誠実な解答は減点する。  
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２．分子生理学（約 60 点） 
【１】次の各問の指示に従って解答をマークシートの解答欄 6～14 に記入せよ。 
(6 )  Na+/K +-ATPase と膜電位：正しい文を１つ選べ 
(a) 甲状腺ホルモンは Na+/K+-ATPase を阻害する 
(b) Glu 受容体 Cl-チャネルは早い抑制性の神経伝達を行う 
(c) アセチルコリン受容体は後シナプス膜の脱分極のみを引き起こす 
(d) Na+/K+-ATPase はアテローム性動脈硬化の一因と考えられている 
(e) 細胞膜の電位が負値をとる主な要因は細胞内の Na＋濃度が低いことである 
(7 )  前シナプス膜からの神経伝達物質分泌：起こる順に並べたとき 3 番目のものを選べ 
(a) 小胞膜と細胞膜が引き寄せられて膜融合する 
(b) シンタクシンと小胞膜上のシナプトブレビンが会合する 
(c) 活動電位が到達し、脱分極刺激による[Ca2+]濃度上昇する 
(d) 小胞の内容物（神経伝達物質）をシナプス間隙に放出する 
(e) シナプトタグミンⅠが細胞膜上のシンタクシンから解離する 
(8 )  Na+チャネルと生物毒：正しい文を１つ選べ 
(a) トリカブト毒（アコニチン）は Na+チャネルを閉状態に固定する 
(b) 矢毒カエルのバトラコトキシンは Na+チャネルを閉状態に固定する 
(c) フグ毒（テトロドトキシン、TTX)は Na+チャネルを閉状態に固定する 
(d) サソリ毒（ティティウストキシン）は Na+チャネルを閉状態に固定する 
(e) 赤潮プランクトンなどのサキシトキシンは Na+チャネルを開状態に固定する 
(9 )  ウィルスの基本性質：誤りの文を１つ選べ 
(a) RNA ウィルスは DNA ウィルスより変異しにくい 
(b) ウィルスエンベロープには多数の膜蛋白質が埋まっている 
(c) ウィルスはエネルギー代謝能を欠くため生物とは言えない 
(d) ウィルスキャプシドの高い対称性は核酸量の節約に寄与する 
(e) エンベロープウィルスの感染には宿主細胞膜などとの融合が必要である 
(10 )  インフルエンザウィルス（IFV）のヘマグルチニン（HA）：正しい文を１つ選べ 
(a) HA は糖鎖先端のシアル酸だけを認識して結合する 
(b) HA は標的細胞表面に結合しただけで構造変化をおこす 
(c) ヒト IFV かトリ IFV かの違いは主に HA の特異性で決まる 
(d) HA 特異性は極めて強くトリ IFV がヒトに感染する可能性はゼロである 
(e) エンベロープ膜とエンドソーム膜の融合は HA 分子のブラウン運動による 
(11 )  IFV のノイラミニダーゼ（NA）：正しい文を１つ選べ 
(a) ウィルスが宿主細胞に感染する際に必要である 
(b) 抗 IFV 薬のうち NA を標的とするものは少数派である 
(c) シアル酸（N-アセチルノイラミン酸）を脱アセチル化する 
(d) タミフルの薬効成分は N-アセチルガラクトサミン誘導体である 
(e) タミフル耐性 IFV の NA はシアル酸結合部位近傍に変異がみられた 
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(12 )  自然免疫・パターン認識受容体：正しい文を１つ選べ 
(a) 受容体はグリシンに富む繰り返し配列を持つ 
(b) 受容体は病原体分子に多いパターンを認識する 
(c) 細胞内の受容体はエイコサノイドの産生を惹起する 
(d) 細胞表面の受容体は B 細胞による抗体産生を惹起する 
(e) 自然免疫は病原体などの異物侵入から 96 時間を過ぎてから働く 
(13 )  獲得免疫・免疫グロブリン（Ig）：正しい文を１つ選べ 
(a) 可変ドメイン中の超可変ループで抗原認識する 
(b) 特定のパターンを持たない異物のみを認識する 
(c) IgG は１分子当たり 12 個の可変ドメインを持つ 
(d) 抗原との相補的結合は水分子を介した水素結合に限られる 
(e) 1 種類の抗体分子が、誘導適合によりあらゆる抗原を認識する 
(14 )  獲得免疫・T 細胞受容体(TCR)と主要組織適合性複合体(MHC)：誤りの文を１つ選べ 
(a) TCR には Ig 様ドメインが 4 個ある 
(b) TCR の異物認識は Ig 同様、分子間接触による 
(c) MHC は異物蛋白質をそのまま結合して提示する 
(d) クラス I MHC は細胞傷害性 T 細胞に抗原提示する 
(e) クラス II MHC はヘルパーT 細胞に抗原提示する 
 
【２】アセチルコリン受容体のアゴニストであるスクシニルコリンが筋弛緩作用をあらわすメカニズ
ムを 4 枚目記述用解答用紙の解答欄に明確かつ簡潔に述べよ。無関係な記述や不誠実な解答は減点
する。 


