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〈表紙の写真〉
上段左「Abelらのvividiffusion（生体拡散）装置（血液浄化器）」，上段右「Kolffらの回転ドラム型透析器（血液浄化器）」写真提供：酒井 清孝
先生（日本透析医学会50回記念展示資料を撮影，2005）
下段左「中空糸型血液透析器」，下段右「細径の中空糸を用いた小型矩形濾過モジュール」写真提供：小久保 謙一先生
人工腎臓の変遷を示す。Abelらの装置から約100年の時を経て，血液浄化器は，さまざまな試行錯誤と技術革新のもと，目覚ましい進歩
を遂げてきた。今後も，よりよい装置の実現に向けて，さらなる発展が期待される。→詳細はp.42参照
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