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〈表紙の画像〉
「末梢損傷に対するシュワン細胞を付加した人工神経移植による神経再生促進治療のイメージ」
画像提供：素輪善弘先生（京都府立医科大学形成外科）
正常な神経再生システムにおいては，各種転写因子を活性化し再生への応答をトリガーする自律的な再生に加えて，血管内皮細胞による
血管新生作用が重要なトリガーとなり，シュワン細胞を中心としたマクロファージや線維芽細胞が一定に時間軸を持って協調的に作用す
る。そして最終的には，シュワン細胞がミエリン形成を行うことが不可欠である。
→詳細はp.77参照。


