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婦人科・乳腺外科疾患
ビジュアルブック

C o n t e n t s

■「がん」の表記について
既刊のビジュアルブックシリーズでは「がん」と統一表記しているが，本書においては「癌」で統一している．

■「癌」と「がん」の使い分けについて
「癌」と「悪性腫瘍（がん）」は厳密には同一の定義ではない．
悪性腫瘍は，病理学的には上皮細胞由来の癌（carcinoma）と非上皮細胞由来（骨，軟骨，筋肉，血管，脂
肪などの間質細胞）の肉腫（sarcoma）の2種類に分類される．
しかしながら，肉腫よりも癌のほうがはるかに頻度が高いこと，また，「癌」という漢字の難しさや印象の面か
ら患者向けには「乳がん」のようにひらがなで表記される場合が多いことなどから，「癌」「がん」の使い分けは
混乱しがちである．
ただし，婦人科領域においては，婦人内性器から肉腫が発生するうえ，「癌」と「肉腫」両方の側面をもつ癌肉腫

（carcinosarcoma）という悪性腫瘍も発生するため，臨床の現場において，悪性腫瘍全般を指す「がん」と上
皮細胞由来の「癌」を厳密に使い分けることは重要である．
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