
' 訂正 とお詫び '
（電子版/PDF版は修正点を反映した最新版です）

消化器疾患とステント治療

消化器疾患におけるステント治療の現状
 東京大学・光学医療診療部　中井陽介，ほか ....... 1

手術不能悪性食道狭窄に対するステント治療
 国立病院機構京都医療センター・消化器内科　水本吉則，ほか ....... 7

胃・十二指腸狭窄に対するステント治療
 名古屋大学・消化器内科　鈴木智彦，ほか ......18

大腸悪性狭窄に対するステント治療
 東邦大学医療センター大橋病院・外科　斉田芳久，ほか ......26

胆膵悪性疾患に対するステント治療
 埼玉医科大学国際医療センター・消化器内科　鈴木雅博，ほか ......35

良性胆道狭窄に対するステント治療
 富山大学・内科学第三講座　髙橋孝輔，ほか ......42

良性膵管狭窄に対する内視鏡的ステント治療
 岡山大学・消化器内科　松本和幸，ほか ......50

最新 C 型肝炎治療 up-to-date

C 型肝炎治療ガイドライン— 最近の改訂点—
 大阪労災病院・消化器内科　平松直樹 ......57

第8巻 第1号（2020年7月）

本誌，第8巻第1号（2020年7月発行）の頁数に誤りがありました．

下記のとおり訂正し，執筆者の先生方，読者の先生方に心よりお詫び致します．
 『消化器・肝臓内科』 編集部



C 型非代償性肝硬変に対する DAA 治療
 大阪大学・消化器内科　阪森亮太郎 ......63

各ゲノタイプにおける DAA 不成功例に対する治療
 北海道大学・消化器内科　須田剛生，ほか ......70

小児における C 型肝炎治療・対策最前線
 済生会横浜市東部病院・小児肝臓消化器科　乾あやの，ほか ......76

DAA 治療後の発癌と生命予後
 東京医科歯科大学・消化器内科　中川美奈 ......81

DAA 治療後における肝予備能と門脈圧亢進症の変化
 埼玉医科大学・消化器内科・肝臓内科　内田義人，ほか ......88

非代償性肝硬変・肝癌合併例における HCV ゲノム
 山梨大学・第一内科　前川伸哉，ほか ......95

C 型肝硬変に対する DAA 治療は生命予後を延長させるか？
 岐阜協立大学・看護学科　熊田　卓，ほか ....101

機能性神経内分泌腫瘍の診断と内分泌症状の内科治療
 北里大学・内分泌代謝内科　高野幸路 ....107

投稿規定（号末）／バックナンバー（号末）／次号予告（号末）



Vol. 8 No. 1

Feature Subject I : Gastrointestinal Diseases and Stent Treatment

Current status of gastrointestinal and pancreatobiliary stenting .............. Yousuke NAKAI, et al. .........1
Self-expandable metallic stents for palliative treatment
　of inoperable esophageal malignancy ......................................... Yoshinori MIZUMOTO, et al. .........7
Endoscopic gastroduodenal stent for gastric outlet obstruction ...........Tomohiko SUZUKI, et al. ....... 18
Colonic stent for malignant colorectal stenosis ........................................ Yoshihisa SAIDA, et al. ....... 26
Biliary stenting for malignant biliary stricture .......................................Masahiro SUZUKI, et al. ....... 35
Endoscopic biliary stenting for patients
　with benign biliary strictures ........................................................ Kosuke TAKAHASHI, et al. ....... 42
Endoscopic stent therapy for benign pancreatic stricture .......... Kazuyuki MATSUMOTO, et al. ....... 50

Feature Subject II : Up-to-date Therapy for Chronic Hepatitis C

JSH treatment guidelines for hepatitis C
　̶ Revised points in the latest version ̶. .................................................Naoki HIRAMATSU ....... 57
DAA therapy for patients
　with decompensated cirrhosis due to hepatitis C virus infection............. Ryotaro SAKAMORI ....... 63
Retreatment for patients
　who failed to respond to DAAs according to HCV genotype ........................Goki SUDA, et al. ....... 70
Up-to-date for the treatment of children in hepatitis C ..................................... Ayano INUI, et al. ....... 76
HCC development and patient survival
　after DAA treatment in CHC patients ..........................................................Mina NAKAGAWA ....... 81
The clinical course of liver function and portal hypertension
　in cirrhotic patients after DAA therapies ........................................... Yoshihito UCHIDA, et al. ....... 88
Role of HCV genome in cases with decompensated LC/HCC ..............Shinya MAEKAWA, et al. ....... 95
Does DAA therapy for cirrhosis in patient
　with HCV infection prolong prognosis? ............................................. Takashi KUMADA, et al. ..... 101

Lecture :

Diagnosis of pancreatic neuroendocrine tumor
　and medical treatment of endocrine symptoms ................................................. Koji TAKANO ..... 107


