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研究成果の概要（和文）：放射線や変異原物質は、致死的な損傷としてDNA二本鎖切断(DSB)を生成する。しか
し、DSBと同時に生成するDNA‑タンパク質クロスリンク（DPC）及びDNA鎖間架橋（ICL）の細胞致死に対する寄与
は明らかではない。本研究では、X線照射及び変異原物質(アルデヒド)処理した細胞の致死に対するDPC・ICLの
寄与を検討した。アルデヒドによる細胞致死には、DNA損傷に依存する機構と依存しない機構があり、前者では
ICLの関わりが示された。X線照射による細胞致死の場合，常酸素細胞ではDSBが重要であるが、低酸素性細胞で
はDPCが残留し、DSBに加えDPCが細胞死に関わっている可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：DNA double strand breaks (DSBs) are the most critical DNA lesions for cell
death. However, other lethal lesions such as DNA‑protein cross‑links (DPCs) and DNA interstrand
cross‑links (ICLs) are produced by DNA damaging agents. Here we estimated the roles of DPCs and ICLs
in the lethal events of cells upon exposure to aldehydes and X‑rays. DNA repair was essential for
alleviating the cytotoxic effect of weakly toxic aldehydes such as saturated aldehydes. Our data
also suggest that ICLs are the critical cytotoxic DNA damage induced by aldehydes. X‑rays produced
more DPCs in hypoxic tumors than in normoxic tumors. X‑rays generated two types of DPC that differed
according to their rate of removal from the genome. The half‑lives of the rapidly removed
components of DPCs and DSBs were similar, but those of the slowly removed components of DPCs were
markedly different. The long half‑life and abundance of the slowly removed DPCs may exert
deleterious effects on cells in conjunction with DSBs.

研究分野： 分子生物
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３．研究の方法
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