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〈表紙のイラスト〉
「肝細胞の脱細胞化と再細胞化」　イラスト提供：八木 洋先生
多様な細胞組成，複雑な構造・機能の再現を必要とする臓器単位での再生の実現化は極めて困難である。臓器単位の再生を目指した基礎
的技術の中で最も進んでいるといわれているのが，肝臓を標的としたものである。生体由来の脱細胞化肝臓骨格は大量の iPS細胞の機能
を保ちながら，生体内に生着できる場を確保し，持続的な血流維持に寄与することで，肝再生医療の可能性を大きく広げる技術であると
考えられる。→詳細はp.69参照。
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