
平成２ １年 ３月 ９日 

選 手  各  位 

 

日本身 体障 害者 水泳連 盟  

                      会長  西原  成 幸 

 

ジャパ ン・ パラ リンピ ック 大会 （以 下 「JP大会」 という ）出 場に 伴う 

ドーピ ング 禁止 薬使用 選手 の薬 物調 査 書の取 り扱 いに ついて 

 

 

 選手 の皆 様に おかれ まし たは 、ま す ますご 清栄 のこ ととお 喜び 申し 上げ ま す。 

当連盟 はア ンチ・ドー ピング 活動 とし て、日本 障害 者ス ポー ツ協会（ 以下 Ｊ ＳＡ

Ｄと略 す）か らの 指導の もと 毎年、使 用薬物 調査 を取 りまと めて おり ます が 、アン

チ・ドー ピン グ規定 が2009年1月1日で 改定さ れた こと 、な らび にＪ ＳＡ Ｄか らの指

導（ 別添「ドー ピン グ禁 止薬 使用 選手 の対応 につ いて 」参 照）によ り使 用薬 物調査

の取り まと めを 以下の よう にい たし ま す。 

 

ドー ピ ング 禁止 薬 使用 選 手の 薬物 調 査 の取 り まと め手 順 

① �  できる 限り 選手 自身が 自分 の使 用し て いる薬 につ いて ドーピ ング 禁止 薬で
あるか どう か確 認をす る。 確認 でき な い場合 は、 別紙 １～３ の使 用薬 物調 査

書等を 競技 団体 ドーピ ング 担当 者に 送 付する 。 

② �  ドーピ ング 禁止 薬を使 用し てい る場 合 は、使 用を 中止 する か、他 の薬 に変 え
るか相 談す る。 ドーピ ング 禁止 薬の 使 用を中 止あ るい は変更 でき ない 場合 は

ＴＵＥ （治 療目 的使用 ）申 請を 行う 。 ＴＵＥ 申請 が必 要な選 手は 競技 団体 の

ドーピ ング 担当 者に別 紙１ ～３ の使 用 薬物調 査書 等を 送付し 、申 請用 紙を 請

求する 。 

③ �  競技団 体の ドー ピング 担当 者か らＴ Ｕ Ｅ申請 用紙 が送 られた ら、必要 事項 を
記入し アン チ・ ドーピ ング 部会 へ提 出 する。 その 後は ＪＰＣ 経由 でし かる べ

き申請 先へ 提出 される 。 

 

 ド ーピ ン グ禁 止薬 と 使用 薬 物の 種類 の確 認 方法 

 ドー ピン グ禁 止薬リ スト は日 本ア ン チ・ド ーピ ング 機構の ホー ムペ ージ

http://www.anti-doping.or.jp/doc/downloadfile/2009_ProhibitedList_JP.pd

f 

 で確 認で きま す。 

 

 薬の 種類 等の 確認は 次の よう な方 法 があり ます 。     

Ａ：お 薬 110番 http://www.jah.ne.jp/̃ kako/ 

    ハ イパ ー薬辞 典を クリ ック し 、使 用し ている 薬に つい て調 べま す。 成

分名、 分類 名等 がドー ピン グ禁 止薬 リ ストに ない か確 認して くだ さい 。 

 Ｂ：各 都道 府県 の薬 剤師 会ドー ピン グ防止 ホッ トラ インに ＦＡ Ｘで 問い 合 わせ

る。専 用の ＦＡ Ｘ用紙 があ りま す。 

 

 つ き ま して は 、 新規 登 録 者も ふ く め 、JP 大 会に 参 加 を希 望 さ れる 会 員 で 何ら か

の薬を 使用 され ている 方は 、上記の 手 順に従 い 、手続 きを 行っ てい くこと に なり

ます 。選 手各自 で薬 物調 査を 行い 、禁 止薬の 使用 がな いこと が分 かっ てい る 場合

は薬物 調査 の提 出は不 要で す。 

  Ｔ ＵＥ 申請 はしか るべ き組 織へ の 提出を 大会 21日 までに 済ま せて おく 必要が

ありま す 。実 際は 薬物調 査か ら多 くの 手順 、時 間が かか ります ので 、3カ 月 程度

の余裕 を持 つ必 要があ りま す。 競技 団 体への 提出 期限 をお守 りく ださ い。 

JP大会 以外 の競技 大会 参加 者で 、ド ーピン グ禁 止薬 を使用 され てい る方 に つ

いても お取 り扱 いいた しま すの で 、こ の機会 に提 出し てくだ さい 。提出 書類 につ

いては 下記 のと おりで す。 



尚、ド ーピ ング につい ての 詳細 は日 本 障害者 スポ ーツ 協会ホ ーム ペー ジ

http://www.jsad.or.jp/  「 アン チ ・ドー ピン グ使 用薬物 調査 」や 

日本ア ンチ ・ド ーピン グ機 構ホ ーム ペ ージ http://www.anti-doping.or.jpを

ご参照 くだ さい 。 

 

  

 

記 

使用薬 物調 査の 手続き につ いて 

 

１．  提出書 類と 部数 

日本障 害者 スポ ーツ協 会ホ ーム ペー ジ

http://www.jsad.or.jp/doping.htm#antidopingより 

 １） 別紙 １「 選手連 絡票 」 

 ２） 別紙 ２「 使用薬 物に つい ての 調 査書」           

 ３） 別紙 ３「 使用す る可 能性 のあ る 薬物に つい ての 調査書 」 

をダウ ンロ ード してく ださ い。 

上記１ ）～ ３）に必 要事 項の 記入の 上 、一 式を２ 部（ コピ ーで 可）提出 して くだ

さい。提出 された 情報 は薬 物調 査にか かる事 柄以 外に 使用す るこ とは あり ま せん 。

（当連 盟個 人情 報保護 に係 る申 し合 わ せに準 じる ） 

 
 
２．提 出先 

 

〒６６ ９－ ２４ ３６  兵 庫県 篠山 市 池上２ ６７ －４   

日本身 体障 害者 水泳連 盟 競技 担当   本山  幸 子 

 

 

３．そ の他 

・郵送 のみ の受 付とな りま す。 

・当連 盟の 手続 きにつ いて の問 い合 わ せ 

FAX０７ ９－５ ５４ －２ １０ ４にて お 願いし ます 。 

 

 

４．提 出期 限 

   平成２１年 ３月 末日必着  

 
以上  

 



別添  

アンチ・ドーピング活動における選手の対応について 

 

違反が絶え ない 禁止薬 物に よる 競技 力 向上に 対し 、ア ンチ ・ ド ー ピ ン グ 活 動 は 、

国連教 育科 学文 化機関 （ユ ネス コ） に よる国 際条 約と して各 国 の 遵 守 事 項 と な り 、

障害者 を含 め、 より厳 しく 実施 され る ように なり まし た。 

これま で日 本国 内では(財)日本 障害 者 スポー ツ協 会（以 下協会）が中 心と なっ て、

国際大 会参 加を 目標と して いる 選手（ ジャパ ン・パ ラリン ピッ ク大 会や 国際 大会の

国内選 考大 会に 出場す る選 手を 含む ）に対し 、各競 技団体 で一 括し て使 用薬 物の事

前調査 を行 い 、協会 医学 委員 会ア ンチ・ド ーピ ング 部会に て世 界ド ーピ ング 防止規

程で禁 止さ れて いる物 質の 使用 がな い かどう かチ ェッ クを行 って きま した。しかし 、

現在の 国際 の動 向とし て、ドーピ ング 対応に 関し ては 選手自 身の 責任 がよ り 重要視

されて いる 事実 をふま え 、日 本国 内に おいて も 、選 手自身 が使 用薬 物に 対し て自覚

を持つ こと 、そして 、原則 的に選 手自 身の責 任に おい て担当 医や 薬剤 師へ の 確認な

どの対 応を とり 、禁止 薬物 を摂 取し な いよう に進 めて いくこ とと しま した 。  

 

ただし この よう に変化 する 中 、障 害者 アスリ ート にお いては 、障害 があ るこ とに

よって 、選手 個人 で禁 止薬 物使用 の有 無につ いて 十分 な対応 がで きな いこ と も予想

され 、す べて を選手 の責 任で 対応 する ことは 難し いと 考えて おり ます 。選手 の皆さ

んには 、でき ること は可 能な 限り 自身 で対応 する こと を前提 に 、協 会ド ーピ ング部

会でも 従来 の方 法で使 用薬 物調 査を 行 うよう にし まし た。その 場合 、① 選手 は競技

団体を 通し、定期 的に使 用薬 物調 査を 提出し、②競 技団 体は、それを まと め て当協

会アン チ・ド ーピン グ部 会に 提出 し、③使用 薬物 のチ ェック を受 ける とい う 手順と

なりま す。 

禁止物 質を 含む 薬品を 使用 して いる と いうこ とが わか った場 合 、至 急 、ア ン チ ・

ドーピ ング 部会 にご連 絡く ださ い（ア ンチ・ド ーピ ング部 会に 使用 薬物 チェ ックを

受けた 場合 は、 部会よ り選 手あ て連 絡 します ）。 

その後 の対 応に ついて の指 導を 行う と ともに 、治 療目的 で禁 止薬 物の 使用が 必要

とされ る選 手に は、治 療目 的使 用に 係 る除外 措置 （TUE）申請 のた めの手 続 きにつ

いても 指導 しま す。た だしTUE 申請 は 大会開 始21 日前ま でに 申請 を終了 し ておか

なけれ ばな らな いこと が規 則で 定め ら れてい るた め、少 なく とも 大会の3 ヶ 月まで

には、使用薬 物に 違反 物質 が含ま れて いない かど うか の確認 をす るこ とが 目 安とな

ります 。 

 

選手自 身が ドー ピング 禁止 薬か どう か を確認 する 方法 として は、医師 から処 方さ

れた薬 をそ の場 で確認 する 、都道 府県 の薬剤 師会 に相 談する とい った 方法 が ありま

す。禁止物 質の リス トは(財)日 本ア ン チ・ドーピ ング 機構（JADA）公式 サイ トで確

認でき ます 。 

（JADA 公式サ イト http://www.anti-doping.or.jp/#SlideFrame_1） 

なおサ プリ メン トにつ いて は、す べて の含有 成分 が表 示され てい ない こと が ほとん

どです ので 、問い合 わせ ても 確認 でき ません 。口に 入れる かど うか は自 己責 任で判

断して くだ さい 。ど のよ うな 場合 でも 、ド ーピ ング 検査で 違反 物質 が検 出さ れた場

合には 、最終 的には 選手 の責 任と なり ます 。選 手自 身が厳 重に 注意 する のは もちろ

んのこ と、 競技 団体も 教育 ・啓 発に 努 めてく ださ い。 

 

 

平成21 年3 月1 日 

(財)日本障 害者 スポー ツ協 会医 学委 員 会 

委員長 陶山 哲 夫 


