お知らせ
インターネット上で指摘されている当研究室からの論文についての疑義につい
て。
2014, 4, 24 にインターネット上で、当研究室からの２つの論文、Oncogene
(2008)と JBC (2004)についての疑義が示されました、
私が STAP 細胞論文に関する調査委員会の委員長をお引き受けしてから、色々
なメールが寄せられました。その中には当研究室からの論文に対する指摘もあ
りましたので、いくつかの発表論文を検証致しました。２つの論文については、
下記のようにオリジナルデータが揃っており、不正はないと判断しています。
Oncogene (2008) 論文
指摘されている Oncogene 論文に関しては、RT-PCR データの２つの図の元と
なる実験を同時に行い、Text での説明の順番になるように、レーンの順番を入
れ替えていることが分かりました。これについては添付の元の実験ノートのコ
ピー（2~3 ページ）とそれを元に作成した Supplementary Fig. 1 （4 ページ）
を参照下さい。これをすべて Oncogene の Editor に送り、添付のように
Corrigendum （5 ページ）を行う許可を得ています。
JBC (2004) 論文
また JBC 論文については、オリジナルフィルムデータと説明を 6 ページに示
します。
皆様に疑念を抱かせてしまったこと、またこれにより色々なご迷惑をおかけし
た事を深くお詫び申し上げます。
石井俊輔
2014, 4, 25
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Supplementary Figure 1

RT–PCR analysis of Atf-2, Gadd45α, Maspin and p53

mRNA levels in the tumors from Atf-2+/-p53+/- mice. The control sample used RNA
from the normal mammary gland of Atf-2+/-p53+/- mice as the template.

Correction to: Oncogene (208) 27, 1045–1054; doi:10.1038/sj.onc.1210727; published online
13 August 2007
ATF-2 controls transcription of Maspin and GADD45α genes independently from p53 to
suppress mammary tumors.
Maekawa T, Sano Y, Shinagawa T, Rahman Z, Sakuma T, Nomura S, Licht JD, Ishii S.
Oncogene. 2008 Feb 14;27(8):1045-54.
Volume 27, no. 8, p. 1045–1054. Page 1050, Fig. 4e and Page 1052, Fig. 5d: The experiments
for Fig. 4e and Fig. 5d were performed at the same time. In the original Figures, some lanes
were connected to categorize specific tumor type, and during this process some errors occurred.
Now, to clarify the correlation with the original data, the space has been inserted if the adjacent
lane was separated in the original photos. These changes do not affect any of the results or
conclusions of our study. We apologize for any confusion this error might have caused.

JBC (2004) 論文
１．Wnt-1 シグナルにより c-Myb が分解され、レベルが低下する実験は何回か
行っています。右に
データの一部を示し
ます。赤枠で囲んだ
c-Myb のバンドを図
に用いています。図
1A、図 3B、図 4B
は同じシリーズの実
験であり、そのため
bar graph は 同 じ
です。また図 1A と
図 3B では同じデー
タを使用しても問題
ないと判断しました。
図 3B では図 1A の
中央のレーンを削除
しています。
２．図 5B では GST-HIPK2 への、in vitro translated c-MybR23 とその mutant
c-MybR23-3M の結合を解析しています。下図のオリジナルデータに示すよう
に、塩濃度を変化させて行いました。
Space saving のため赤枠の塩濃度 150 mM
のレーンだけを切り出し、論文に使用しました。

上記の２つの場合、10 年前の当時のルールとしては問題ないと判断していまし
た。しかし、より厳しくなってきた最近のルールでは中央に線やスペースをい
れるべきことは認識しています。

