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Immunodeficiency, centromeric instability, facial anomalies (ICF) syndrome is a rare autosomal recessive disorder, the
patients’ chromosomes of which often show multiradial configurations fused via hypomethylated pericentromeric repeats.
Previously, we reported CDCA7 and HELLS as causative genes of the syndrome, and that their encoded proteins make a
protein complex which facilitates non-homologous end-joining repair of DNA double-strand breaks. In this study, we
discovered that the same complex is required for the accumulation of proteins on nascent DNA, including the
DNMT1/UHRF1 maintenance DNA methylation complex as well as proteins involved in the resolution or prevention of
R-loops comprising DNA:RNA hybrids and single-stranded DNA. Consistent with the hypomethylation state of
pericentromeric repeats, the transcription and formation of aberrant DNA:RNA hybrids at the repeats were increased in
CDCA7 and HELLS knockout cells. Furthermore, the ectopic expression of RNASEH1, which resolves R-loops, reduced
the accumulation of DNA damages at a broad range of genomic regions including pericentromeric repeats in these cells.
Hence, we propose that hypomethylation due to inefficient DNMT1/UHRF1 recruitment at pericentromeric repeats by
defects in the CDCA7/HELLS complex could induce centromeric/pericentromeric instability via ectopic expression and
pathological R-loop formation, which may explain a part of the molecular pathogenesis of ICF syndrome including
multiradial chromosomes.
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