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IARCにおける動物実験に係る「発がん性の十分な証拠」（sufficient evidence of carcinogenicity）：
The Working Group considers that a causal relationship has been established between the agent and an increased incidence of malignant neoplasms or of
an appropriate combination of benign and malignant neoplasms in (a) two or more species of animals（2以上の動物種） or (b) two or more independent studies in one species carried out at different times or in different laboratories or under different
protocols（一種類の動物で、時期、実験室又はプロトコルの異なる2例以上の独立した試験） An increased incidence of tumours in both sexes of a single species in a well-conducted study（適正な試験で一種類の動物の雌雄の腫瘍の発生率増加）, ideally
conducted under Good Laboratory Practices, can also provide sufficient evidence. A single study in one species and sex （1種類の動物の片方の性の１例の試験）might be considered to provide sufficient evidence of carcinogenicity when malignant
neoplasms occur to an unusual degree with regard to incidence, site, type of tumour or age at onset, or when there are strong findings of tumours at multiple sites.
EPA(1986）におけるGroupCの説明： This group is used for agents with agent with limited evidence of carcinogenicity in animals in the absence of human data. （ヒトでのデータがなく、動物実験で限定的な証拠） It includes a wide variety of evidence, e.g.,
(a) a malignant tumor response in a single well-conducted experiment that does not meet conditions for sufficient evidence, (b) tumor responses of marginal statistical significance in studies having inadequate design or reporting, (c) benign but not malignant
tumors with an agent showing no response in a variety of short-term tests for mutagenicity, and (d) responses of marginal statistical significance in a tissue known to have a high or variable background rate.
IARCのグループ３の定義： このカテゴリーは、ヒトにおいては「発がん性の不十分な証拠」で、実験動物において「発がん性の不十分な又は限定的な証拠」である場合に、最も一般的に使用される。例外的に、ヒトにおいて「発がん性の不十分な証拠」であ
り、実験動物では「発がん性の十分な証拠」があるが、実験動物における発がん性作用機序がヒトで機能しないことを示す強固な証拠がある場合に、このカテゴリーに分類されることがある。他のいずれのグループに分類されない場合も、このカテゴリーに分類
する。
各機関の分類の対応関係は厳密なものではない。

