
（実験責任者・実験従事者 兼用） 

【理解度テスト問題用紙】 

動画を視聴した後に、この問題を見ながら設問に答えてください 

（二択もしくは複数選択問題です。正しいものを全て選んでください） 

≪問題 1≫ 

HIV-1の病原性に関与しない rev遺伝子を pcDNA3.1と pET28aプラスミド(図 1参照)に挿入し、COS細胞およ

び大腸菌で発現させる実験を計画した。 

 

Step 1. rev遺伝子をクローニングした pUC19プラスミドを譲渡してもらう。 

Step 2. rev遺伝子をクローニングした pUC19を宅配業者に依頼し運搬してもらう。 

Step 3. インサートを含まない pcDNA3.1プラスミドを大腸菌DH5で増やす。 

Step 4. rev遺伝子をPCRで増幅し、pcDNA3.1プラスミドに導入する。 

Step 5. 作製した rev遺伝子を持つ pcDNA3.1プラスミドを大腸菌DH5で増やす。 

Step 6. 精製した rev遺伝子を持つ pcDNA3.1プラスミドをCOS細胞に導入して発現させる。 

Step 7. 市販のタンパク質発現用BL21(DE3)のコンピテントセルを業者から購入する。 

Step 8. rev遺伝子をPCRで増幅し、pET28aプラスミドに導入する。 

Step 9. 作製した rev 遺伝子を持つ pET28a プラスミドを大腸菌 BL21(DE3) に導入して、リコンビナント rev

タンパク質を調製する。 

 

（なお、rev 遺伝子は、同定済核酸であり、かつ大腸菌に導入したとき、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないこと

が科学的知見に照らし推定される。） 
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Comments for pET-28a(+)  
    5369 nucleotides 
 
T7 promoter: bases 370-386 
T7 transcription start: bases 369 
His•Tag coding sequence: bases 270-287 
T7•Tag coding sequence: bases 207-239 
Multiple cloning sites: (BamH I - Xho I) bases158-203 
His•Tag coding sequence: bases140-157 
T7 terminator: bases 26-72 
lacI coding sequence: bases 773-1852 
pBR322 origin: bases 3286 
Kan coding sequence: bases 3995-4807 
f1 origin: bases 4903-5358 



 

 

上記、それぞれの Stepについて，設問に答えよ 

 

Step 1. rev遺伝子をクローニングした pUC19プラスミドを譲渡してもらう。 

【質問１】a) 「遺伝子組換え生物等の使用等」の規制対象か？ 

     □はい   □いいえ 

【質問２】b) 「宿主」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(DH5)  □HIV   □pUC19   □その他 

【質問３】c) 「核酸供与体」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(DH5)  □HIV   □pUC19   □その他 

【質問４】d) 執るべき拡散防止措置は何か？ 

     □規制対象ではない   □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A   □その他 

 

Step 2. rev遺伝子をクローニングした pUC19を宅配業者に依頼し運搬してもらう。 

【質問５】a) 「遺伝子組換え生物等の使用等」の規制対象か？ 

     □はい   □いいえ 

【質問６】b) 「宿主」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(DH5)  □HIV   □pUC19   □その他 

【質問７】c) 「核酸供与体」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(DH5)  □HIV   □pUC19   □その他 

【質問８】d) 執るべき拡散防止措置は何か？ 

     □規制対象ではない    □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A   □その他 

 

Step 3. インサートを含まない pcDNA3.1プラスミドを大腸菌DH5で増やす。 

【質問９】a) 「遺伝子組換え生物等の使用等」の規制対象か？ 

     □はい   □いいえ 

【質問 10】b) 「宿主」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(DH5)  □HIV   □pcDNA3.1   □その他 

【質問 11】c) 「核酸供与体」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(DH5)  □HIV   □pcDNA3.1   □その他 

【質問 12】d) 執るべき拡散防止措置は何か？ 

     □規制対象ではない    □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A   □その他 

 

Step 4. rev遺伝子をPCRで増幅し、pcDNA3.1プラスミドに導入する。 

【質問 13】a) 「遺伝子組換え生物等の使用等」の規制対象か？ 

     □はい   □いいえ 

【質問 14】b) 「宿主」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(DH5)  □HIV   □pcDNA3.1   □その他 

【質問 15】c) 「核酸供与体」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(DH5)  □HIV   □pcDNA3.1   □その他 

【質問 16】d) 執るべき拡散防止措置は何か？ 

     □規制対象ではない    □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A   □その他 

 

Step 5. 作製した rev遺伝子を持つ pcDNA3.1プラスミドを大腸菌DH5で増やす。 

【質問 17】a) 「遺伝子組換え生物等の使用等」の規制対象か？ 

     □はい   □いいえ 

【質問 18】b) 「宿主」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(DH5)  □HIV   □pcDNA3.1   □その他 

【質問 19】c) 「核酸供与体」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(DH5)  □HIV   □pcDNA3.1   □その他 

【質問 20】d) 執るべき拡散防止措置は何か？ 

     □規制対象ではない    □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A   □その他 

 



Step 6. 精製した rev遺伝子を持つ pcDNA3.1プラスミドをCOS細胞に導入して発現させる。 

【質問 21】a) 「遺伝子組換え生物等の使用等」の規制対象か？ 

     □はい   □いいえ 

【質問 22】b) 「宿主」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □COS細胞  □大腸菌  □HIV  □pcDNA3.1 □その他 

【質問 23】c) 「核酸供与体」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □COS細胞  □大腸菌  □HIV  □pcDNA3.1 □その他 

【質問 24】d) 執るべき拡散防止措置は何か？ 

     □規制対象ではない    □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A  □その他 

 

Step 7. 市販のタンパク質発現用BL21(DE3)のコンピテントセルを業者から購入する。 

【質問 25】a) 「遺伝子組換え生物等の使用等」の規制対象か？ 

     □はい   □いいえ 

【質問 26】b) 「宿主」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(BL21)  □HIV   □DE3   □コンピテントセル 

【質問 27】c) 「核酸供与体」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(BL21)  □HIV   □DE3   □その他 

【質問 28】d) 執るべき拡散防止措置は何か？ 

     □規制対象ではない    □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A   □その他 

 

Step 8. rev遺伝子をPCRで増幅し、pET28aプラスミドに導入する。 

【質問 29】a) 「遺伝子組換え生物等の使用等」の規制対象か？ 

     □はい   □いいえ 

【質問 30】b) 「宿主」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(BL21)  □HIV   □pET28a   □その他 

【質問 31】c) 「核酸供与体」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(BL21)  □HIV   □pET28a   □その他 

【質問 32】d) 執るべき拡散防止措置は何か？ 

     □規制対象ではない    □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A   □その他 

 

Step 9. 作製した rev 遺伝子を持つ pET28a プラスミドを大腸菌BL21(DE3) に導入して、リコンビナント rev

タンパク質を調製する。 

【質問 33】a) 「遺伝子組換え生物等の使用等」の規制対象か？ 

     □はい   □いいえ 

【質問 34】b) 「宿主」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(BL21)  □HIV   □pET28a   □その他 

【質問 35】c) 「核酸供与体」は何か？（複数回答可） 

     □規制対象ではない   □大腸菌(BL21)  □HIV   □pET28a   □その他 

【質問 36】d) 執るべき拡散防止措置は何か？ 

     □規制対象ではない    □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A   □その他 

 

  



 

≪問題２≫ 

以下の実験を行った。 

 マウス遺伝子 X のノックアウトマウスを使った組換え生物実験の許可を得て実験を開始した。論文投稿後、

GFP (green fluorescent protein) をマウスpol-IIプロモーター下に発現するトランスジェニックマウスが急遽必要

となったために、直ぐに購入した。購入した 10 匹のトランスジェニックマウスは、所属研究室に直接輸送搬

入してもらい、4 匹を搬入当日にネズミ返しの設置された一般実験室で脳摘出後、神経細胞の初代培養を始め

た。残りの 6 匹は、今後の実験のために同実験室で飼育した。その後、購入の届出を組換え DNA 実験安全委

員会へ提出した。培養開始二週間後に、培養神経細胞はシャーレ上で培養したまま同研究所内エレベーターで

共同研究者のもとへ届けた。 

 

【質問 37】「遺伝子組換え生物等の使用等」の法律に違反する行為を指摘せよ。（複数回答可） 

 

  □ 所属研究室への直接輸送搬入。 

  □ 搬入当日のsacrifice。 

  □ pol-IIプロモーター - GFPトランスジェニックマウス の購入 

  □ 一般研究室でのマウスsacrifice。 

  □ 納品後の届出提出 

  □ シャーレ上で培養したままの生細胞の同研究所内でのエレベーター移送 

 

≪問題３≫ 

A 型インフルエンザウイルス(H1N1/WSN 株)が感染した、ヒト肺癌由来細胞株から RNA を acid guanidinium 

phenol chloroform (AGPC)法にて調製する。このRNAからcDNAを合成し、PCR法にてインフルエンザウイルス

NP(核タンパク質)遺伝子を増幅し、定法に従い大腸菌(DH5α)を用いて、組換えレンチウイルス作製用ベクタ

ーpLenti6にクローニングする(Invitrogen社より購入、図2参照)。これをpLP1、pLP2、及び pLP/VSVGと共

にHEK293FT細胞に感染させ、増殖欠損型組換えレンチウイルスを作成する(レンチウイルスベクターは実験分

類がクラス3に相当するHIV-1由来のLTRを持っているので、種類によってはクラス3相当だが、ここで使用

しているものは 3’LTR の U3 欠失による SIN (self inactivating)型でクラス 2 扱い可能)。このウイルスを

野生型(WT)、あるいは Irf1 ノックアウト(Irf1-KO)マウスに感染させ、NP遺伝子のマウス生体内でのIrf1に

関わる機能を調べる実験を計画した。この実験を長崎大学組換えDNA実験安全委員会に申請する際、供与核酸

(生物種)、宿主、及びベクターの性質により決定される実験分類(物理的封じ込めレベル)を示す、申請書(表

1)のブランク(a) ～ (h) を埋めて下さい。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
執るべき拡散防止措置 a〜h を答えよ。 

【質問 38】a) □規制対象ではない  □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A  □P3A  □大臣確認実験 

【質問 39】b) □規制対象ではない  □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A  □P3A  □大臣確認実験 

【質問 40】c) □規制対象ではない  □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A  □P3A  □大臣確認実験 

【質問 41】d) □規制対象ではない  □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A  □P3A  □大臣確認実験 

【質問 42】e) □規制対象ではない  □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A  □P3A  □大臣確認実験 

【質問 43】f) □規制対象ではない  □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A  □P3A  □大臣確認実験 

【質問 44】g) □規制対象ではない  □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A  □P3A  □大臣確認実験 

【質問 45】h) □規制対象ではない  □P1  □P2  □P3  □P1A  □P2A  □P3A  □大臣確認実験 

 
 

 核酸供与体(生物種) 宿主 実
験
分
類

備考 

(1) 非病原性大腸菌 マウス (a) ネオマイシン耐性遺伝子 

(2) Influenza virus type A 
(H1N1 WSN株) 

大腸菌（DH5） (b) NP遺伝子 

(3) 非病原性大腸菌 大腸菌（DH5） (c) EM7プロモーター 
カナマイシン耐性遺伝子 
アンピシリン耐性遺伝子 
クラムフェにコール耐性遺伝
子 

(4) 放線菌 
(Streptomyces 
griseochromogenes) 

大腸菌（DH5） (d) ブラストシジンS耐性遺伝子 

(5) CMV 
(Cytomegalovirus) 
SV40 
 
RSV 
HIV 

大腸菌（DH5） (e) 早期プロモーター 
Constitutive Sv40 プロモータ
ー 
ポリA付加 シグナル 
RSVのプロモーター 
HIVゲノム由来のLTR 

(6) Influenza virus type A 
(H1N1 WSN株) 

レンチウイルス (f) NP遺伝子 
保有細胞は293FT細胞 

(7) レンチウイルス マウス (g) 完成したレンチウイルスの感
染実験 

(8) HIV-1 レンチウイルス (h) LTR (3’LTRのU3欠失) 

表1. 供与核酸(⽣物種)、宿主、及びベクターの性質に基づき
決定される実験分類(物理的封じ込めレベル) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

pGag/Pol (pLP1) 
pREV (pLP2) 
pVSV-G (pLP/VSVG) 

図 2．Invitrogen 社のレンチウイルスベクター系 （pLenti6/CMV-NP）
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