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■

　ドーピングとは、競技能力を高めるために薬物などを使用したり、その使用を
隠蔽したりすることです。ドーピングは、

という理由からルールで禁止されています。
「ずる」くて、「危険」な行為を容認するこ
とは、スポーツの健全な発展を妨げるから
です。
　ルールでは、禁止表（35 ページ参照）に
示される物質や方法の使用がドーピングに
あたります。

　ドーピング検査で禁止物質が検出されれば、治療目的であっても原則として制
裁が課せられます。
　したがって、競技者はルールをよく理解し、治療目的で薬を使用する時もドー
ピング防止のルールに詳しいスポーツドクターに相談するなどの注意が必要です。

　前述のように、ドーピングでは薬を用いるのが一般的ですが、その薬自体は本
来病気やケガの治療に用いられるものです。しかし、競技力向上を目的に用いら
れる場合は、治療に比べその量が非常に多くなり、それが選手の健康を害するこ
とにつながります。その後遺症に長く悩まされたり、最悪の場合は命を落とすこ
ともあります。

　薬は、病気やケガを治すために使用するもので、そのためには必要なものです。
しかし、その薬のよい効果を悪い方に利用し、筋力や持久力などを高めようとす
るのがドーピングです。

　日本では、薬局・薬店が町にあふれ、
薬の入手は簡単です。それだけに注意
が必要だということになります。



　スポーツ界はドーピングを完全に否定しています。スポーツで競い合う場合、
世界的に認められたドーピング禁止規程を守ることは絶対必要な条件なのです。
いわば、スポーツ界全体のルールなのです。ドーピングによって競技能力を高め
ようとすることは、ドーピングをしていない人に対して不公平になります。

　スポーツにおいてフェアプレーは尊
ばれますが、ルールに反するアンフェ
アなプレーにはペナルティが課せられ
ます。ドーピングはスポーツ選手なら
だれもがもっていなければいけない
「フェアプレーの精神」に反する行為
です。いくら大活躍しようが、大記録
を打ち立てようが、そのプレーのかげ
にドーピングがあれば、すべては台な
しになってしまうのです。

　なぜ、ドーピングは社会に悪影響を与えるのかを考えてみましょう。
　いまや、プロゴルフ選手は少年少女たちのあこがれの対象です。ゴルフをして
いる子どもにとって、「将来はああいうふうになりたい」という存在がプロゴルフ
選手です。それは、みなさんの子ども時代をふりかえるとよくわかることでしょう。

　そのあこがれのプロゴルフ選手が「ドーピング」をしていたとわかったらどう
なるでしょう。「活躍するにはドーピングしてもよいのだ」「あれくらいの選手に
なるにはドーピングが必要なのか」と思う子どもも出てくるかもしれません。

　あるいは、尊敬していた選手がドーピングで活躍の場を奪われたとしたら、
ゴルフ、さらにはスポーツがきらいになるかもしれません。また、麻薬や覚醒剤も
ドーピング禁止物質に含まれていますが、 これらの使用は法律でも禁止された反
社会的行為であり、プロゴルフ界がアンチ・ドーピングに真剣に取り組むことに
より、「薬物乱用」に対して社会に手本をしめすことにもなります。このように
プロゴルフ選手のドーピングは、さまざまな意味で社会に悪影響を与える可能性
があります。



　人々はスポーツをしたり、みたりすることで、感動や達成感、一体感、爽快感
などを得ます。また、スポーツには、フェアプレー、誠実さ、一生懸命、努力、ルール・
相手の尊重、勇気など、人として望ましい要素が多く含まれています。それが、
大きな意味でのスポーツのよさです。

　プロゴルフ界が、このような問題のあるドーピングを放置すれば、結局はプロ
ゴルフ界の価値を損ねることになるのです。優れたプレーに拍手し、感動する観
客が、その選手がドーピングをしていたとなると、もうゴルフはおろか、スポー
ツから目をそむけることになりかねません。

　これが、「ドーピングがスポーツ固有の価値を損なう」という意味なのです。



　禁止物質や禁止方法であっても、事前に所定の手続きによってＴＵＥが認められ
れば、例外的に使用することができます。ただし、ＴＵＥが承認されていなければ、
医療上の理由でも禁止物質を使用すれば「ドーピング防止規則違反」と判断され
ることがあるので、十分注意して手続きを行ってください。

　ＴＵＥ申請書と確認書は、ＬＰＧＡ‐マイページ（https://sys.lpga.or.jp/mypage/）
かＪＡＤＡのホームページ（www.playtruejapan.org）からダウンロード、
もしくはＬＰＧＡに問い合わせて入手して下さい。競技者、保護者（競技者が未成
年の場合のみ）、および治療を担当している医師が所定の事項を記入します。

　確認書に記載されているように詳細な医療記録や、血液検査やレントゲン診断
の検査結果のコピーを申請書のほかに必ず提出してください。

治療上使わざるをえない
（使用をしないと健康上重大な障害を及ぼすことが予測される）

他に代替治療法がない

治療上使用した結果、競技力を向上させない

　１）

　２）

　３）

　申請書は、原則として競技会の３０日前までにＬＰＧＡに届く必要があります。

　ＴＵＥ 委員会において、提出された
申請書にもとづき３ 名以上の医師が使
用の可否を審査します。

　申請の審査結果はＬＰＧＡから「ＴＵＥ
委員会の判定」が競技者に対して発行
されます。

　競技者は、申請書類を原則として（一社）日本女子プロゴルフ協会ＴＵＥ委員会宛
に直接郵送で送付してください。緊急の場合にはファックスでも受け付けます。
（ただし原本は追って郵送してください）

〒１０４-００６１　東京都中央区銀座７-１６-３　日鐵木挽ビル８階
一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会　ＴＵＥ委員会　宛
申請書在中と明記してください。



　アンチ・ドーピングとは、「ドーピングに反対する運動」であり、また「ドー
ピングが起こらないようにする方法」をもさします。スポーツ場面での具体的活動
が「ドーピング検査」になります。
　では、なぜドーピング検査をするのでしょうか。それにはいくつか理由があり
ます。
　まず、禁止物質を使用しているかどうかは外観だけではわかりません。またルー
ルで禁止しただけでは実効性がありません。ドーピングを抑制するために検査が
必要になります。もうひとつの理由は、ドーピングをしていない人が不利になら
ないようにするためです。そして、なによりも選手のクリーンさを証明するため
に検査が行われるのです。
　なお、ドーピング検査は「ドーピング・コントロール（Doping Control： ＤＣと
略されることもある）」ともいわれます。

　ドーピング検査では、尿を取って、検査機関で分析します。選手は尿を提出す
るだけで、とくにたいへんなことはありません。プレーしたあとの検査では、な
かなか尿が出ない、あるいは他人にみられていると尿が出ないというようなこと
もあるでしょうが、落ち着いて待っていれば、かならず検査を終えることができ
ます。具体的な検査の手順は次の項に掲げますが、 わからないことは担当の人に
聞けば、ていねいに答えてくれますので、いつものようにリラックスして検査を
受けてください。
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検査対象選手へ
通告

ドーピング検査室の
受付

ドーピング検査
待合室で

トイレでの
尿の採取

5

6

7

8

サンプルキット
の選択

尿を
２つのボトルに
入れる

ボトルを封印し
箱に入れる

７日以内に
使用した薬の
申告

　では、実際にどのようにドーピング検査が行われるのかをみていくことにしましょう。
　まず、全体の流れを以下に図で示します。

1
すべての競技者は、ドーピング検査を受ける可能性があります。

ドーピング検査は、まず「通告」からはじまります。競技終了後、シャペロン
と呼ばれる係員から、「公式記録書」がしめされるので、つぎのことを確認し
ておきます。
　・シャペロンの署名。
　・ 公式記録書の記載内容（大会名、日時、種目、抽出方法等。）

自分が対象であることを確認したら、同意の署名をします。

 通告のあとはシャペロンと行動を共にします。わからないことがあれば、シャ
ペロンにたずねてください。

ドーピング検査室へは、キャディ、コーチなど１人の同伴が認められています。

ドーピング検査室には通告後できるだけ早く到着しなければなりませんが、
同伴者をさがしたり、表彰式などで遅れる場合は事情が考慮されるので、これも
申し出てください。

オフィシャル行事終了後（フェアウェルパーティー・共同会見等）はすみやかに、
ドーピング検査室へむかって下さい。

●

●

●

●

●

●

●



　注意が必要なのは、通告を受けたとき「いやだ、そんな必要はない」と断ると、
ドーピング防止規則違反、つまり検査の結果「ドーピング陽性」と判定されたの
と同じように扱われるということです。したがって、「断ることはできない」の
です。ドーピング検査を断ると、

ドーピング検査は、ルールを守っていることを証明できるチャンスなのです。
自分がクリーンであることを証明できる唯一の方法でもあります。

　むしろ、積極的に検査に協力することが、検査をスムーズに進めることになり 
ます。

検査を断ることは、「自分は陽性です」と言うことと変わりがなく、ドーピング
防止規則違反として制裁の対象となります。

検査を拒否した場合、ドーピング防止規則違反をしたことになり、重い処分を
受けます。処分に対して異議申し立てはできますが、検体を取っていないので、
再検査の要求は当然できません。

2
ドーピング検査室には、対象選手とその関係者以外は立ち入りできません。

競技者1 人に同伴者１人の付き添いが認められます。

受付では、ＬＰＧＡメンバーカードなどで本人確認を行い、ドーピングコントロー
ルパスを受付にもどします。

公式記録書に到着時間が記入され、その他の必要事項の記入がすめば、採尿まで、
待合室で待機します。

受付の後にドーピング検査の流れについて、ドーピングコントロールオフィサー
（以下ＤＣＯ）から説明を受けます。

すべての手続きが終了するまで、原則としてドーピング検査室内に留まること
になります。

どうしても外出が必要な時は、ＤＣＯの許可を得て、シャペロンと行動を共にし
て外出します。この時も再入室用にドーピングコントロールパスが渡されます。

●

●

●

●

●

●

●



3

競技後はたまっている尿の量が少ないことが多いので、適度に水分を補給して、
リラックスして尿をためてください。自分で早く出そうと焦ったり、同伴者が
早く早くとせかしたりすることは逆効果です。

尿がたまっている感じがあっても、緊張していると出ないことはあります。
時間をかけてゆっくり出そうとするのも良いでしょう。

それでも足りないときは、後で出た尿と足し合わせるので、一度で出そうと焦
る必要はありません。ゆっくりとリラックスして尿をためましょう。

待合室内で、競技者は見張られているのではなく、不正が入り込まないように
お互いに確認をしているのです。

水分補給をするときは、複数の未開封の安全な飲料の中から、自分で選んで自
分で封を開けて飲みます。更衣などをするときには、同性のシャペロンが立ち
会います。

4
十分尿がたまっていると思えば、トイレに行きたいと申し出ます。

採尿用カップを複数の中から１つ選びます。

開封された形跡やよごれが無いかを確認し、自分で封を切ってカップを取り出
します。

カップには目盛りが付いているので、９０ｍｌ の線を確認しておきます。

同性のＤＣＯがトイレの中まで同行し、本人の排尿であることを確認します。

普段と違って緊張するところですが、こそこそと不自然な動きをしないように
してください。

尿をはじめから採尿カップにとり、９０ｍｌ以上になれば十分です。

採尿がすめば、すぐにフタをしっかりとして、こぼさないように注意します。

●

●

●

●

●

●

●

●

● 尿検体は自分で持ち運びますが、手を洗
うときや移動するときにも自分とＤＣＯ
の視野の中に入れておくようにします。



5
　選手は、箱・ボトル・キャップの番号を
確認します。

6
　９０ｍｌ以上の尿が取れた場合、検体をＡとＢのボトルに分注、封印します。

作業は原則として競技者自身が行います。
ＤＣＯの指示に従い、あわてず丁寧に作業を行ってください。

検体用ボトルの入った、発泡スチロールの箱を複数の中から１つ選びます。
青いテープをはがして開封し、白いテープを引上げると、箱は開きます。
Ａ検体用（オレンジ）、Ｂ検体用（ブルー）のボトルを取出し、封印状態など
に異常が無いことを確認します。
すべての番号（箱、ボトル２、キャップ２、バーコードシール８枚 ： 合計１３ヶ所）
が同じであることを確認します。
８枚のバーコードシールを書類と封筒に貼る作業は、ＤＣＯが行います。

＜手順＞
１）
２）
３）

４）

５）

　もし、尿の量が足りない場合は、選手が自分でいったん封印し、もう一度尿が
出るのを待ちます。

尿をこぼさないように、採尿カップのフタが閉まっていることを確認して
から、注ぎ口をボトルの口に合わせて、ゆっくり注ぎます。
最初はＢボトルに（ブルーのラベルに表記されている線まで）入れ、残りを
全部Ａボトルに入れると、採尿カップに少し尿が残ります。
両ボトルともキャップを上から軽く押しながら回し、音がしなくなるまで
確実に最後まで閉めて、封印が完了します。ボトルを箱に戻します。
残った尿で比重をはかります。比重が低すぎる ( 比重計使用時 1.005 未
満、尿試験紙使用時 1.010 未満：尿が薄すぎる ) と再採尿を求められる
ことがあります。
比重が低すぎた場合、「４．トイレでの採尿」に戻ります。水分を取らずに
次の採尿まで最低でも１時間待ちます。

６）

７）

８）

９）

１０）
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7
　無事、ＡボトルとＢボトルに尿を規定量入
れることができたら、確実に封印し（フタ
をしめる）、２つのボトルを選手本人が発
泡スチロールの箱に入れます。なお、この
封印した検体は分析機関に送られ、そこで
分析されることになります。

検査の日から７日以内に使用した薬物やサプリメントは、なるべく正確に申告
します。特に薬の名前は正確さが必要なので、メモしておくようにしましょう。

医療機関で治療を受けたときは、処置に使った薬剤と処方されて飲んでいる薬
剤は、必ず記録を受けとって、説明書きと共に持つようにします。薬をいつ、
どのくらい、使用したかは忘れやすいので、記録に残しておいたほうが良いで
しょう。３4ページの「常備薬メモ欄」を活用してください。

治療中に禁止物質の処方を受ける場合は、ＴＵＥの申請手続きが必要です。
「ＴＵＥ（治療目的使用に係る除外措置）について」（８～9ページ）をよく読んで、
正しい申請手続きを行ってください。

医療機関で処方された薬は、禁止物質のいかんを問わず、その治療記録ととも
に必ず「常備薬メモ欄」（34 ページ）に記載しておき、検査のときに忘れず
申告します。



　分析機関で分析された結果は、まずＡボトルについて、ドーピング・コントロール
委員会に通知されます。

　検査の結果、禁止物質が検出され、その禁止物質についてＴＵＥが付与されていない
場合は、ドーピング・コントロール委員会は競技者に対して、その結果を通知します。
（原則として、検査日から１週間以内に結果を通知します）
　通知を受けた競技者は、Ｂボトルの再分析を要求することができます。もし、Ｂボトル
の再分析の要求をしなかった場合は、その競技者は陽性となります。

　ドーピング防止規則違反はなかったと判断されます。検査の結果はドーピング・
コントロール委員会に通知されますが、競技者には結果は通知されません。

競技者がＡボトルの検査結果の通知を受け取った後、ドーピング・コントロール
委員会は、当該競技者に暫定的出場停止を課すことができます。

※

　競技者からＢボトルの再分析の要求がなされた場合、ドーピング・コントロール
委員会は再分析の要求をした後５営業日以内に、Ｂボトルの分析の日時を競技者に通
知します。

　再分析については、「分析機関」でＡボトルの分析者とは別の分析者によって実施
されます。再分析には、競技者及び競技者の代理人がＢボトルの開封および分析に
立ちあうことができます。

　ドーピング防止規則違反はなかったと判断されます。

　ドーピング・コントロール委員会は、ドーピング防止規則違反があったと主張し、
規律パネル（制裁措置を決定する機関）に通知します。



　当該競技会において得られた個人の成績は、自動的に失効し、その結果として、
獲得された賞金及び副賞の剥奪を含む措置が課されます。

　規律パネルは、ドーピング防止規則違反をした競技者およびその違反に直接関与
が認められた場合には、競技者支援要員（コーチ、トレーナー、家族等）に対して、
制裁を課すことができます。

ＬＰＧＡが関わる全てのトーナメント※に１年間出場並びに、トーナメント等が行わ
れる会場及びその関連施設に入場すること（以下、これらを総称して「出場等」という）
ができない。ただし、トーナメント等への出場以外の会員としての活動は行うこと
ができる。

ＬＰＧＡが関わる全てのトーナメント等に永久に出場等することができない。ただし、
トーナメント等への出場以外の会員としての活動は行うことができるが、重大な違
反と判断された場合は、ＬＰＧＡは必要な手続を経た上で、会員資格を永久に剥奪
（除名）することができる。

ＬＰＧＡが関わる全てのトーナメント等に２年間出場等することが出来ない。ただし、
トーナメント等への出場以外の会員としての活動は行うことができる。

※ 主催・公式・公認・特別公認・後援競技、プロテスト、クォリファイング・トーナメント（これらをまと
めて「トーナメント等」という）

　出場停止期間中の競技者は、海外のゴルフ団体が主催する女子プロゴルフ
ツアーに参加することは出来ません。海外のゴルフ団体のドーピング検査で出場
停止期間中の競技者は、トーナメント等に参加することはできません。

　競技者がこの禁止事項に違反した場合、出場停止期間を５割延長し、当該競技会
の成績は自動的に失効し、その結果として、当該競技会において獲得された
賞金及び副賞の剥奪を含む措置が課されます。

　出場停止期間中の競技者は、出場停止期間の終了後の競技会参加のためエント
リーは行うことができます。

　ドーピング防止規則違反の制裁によって競技者の成績が失効した場合は、順位
の繰上げが発生します。優勝者である競技者の成績が失効した場合は、直近下位
の成績の競技者が繰上げにより優勝者となります。
（副賞についてはＬＰＧＡと主催者の協議の上、決定します）

直近下位の成績の競技者が複数いる場合、繰上げにより優勝者となる競技者は、
下記に従い決定されます。

最終日のスコアによって決定し、最終日のスコアが同一の場合には２日目のスコアによっ
て決定し、２日目のスコアも同一の場合には最終日１８番ホールからのカウントバックに
よって決定します。

最終日のスコアによって決定し、最終日のスコアが同一の場合には３日目のスコアによっ
て決定し、３日目のスコアも同一の場合には２日目のスコアによって決定し、２日目の
スコアも同一の場合には最終日１８番ホールからのカウントバックによって決定します。



　ドーピング検査の結果に対して、自分ではその覚えがなく納得できない場合や
規律パネルの制裁内容に不服がある場合はどうすればよいでしょうか。
     この場合は、申立ての対象となっている決定がされた日から１４日以内に、 
日本スポーツ仲裁機構（ＪＳＡＡ）に不服申立てを行うことができます。

　不服申立ての手続き ( ＬＰＧＡドーピング紛争仲裁規則 ) の詳細については、        
ＪＳＡＡホームページの仲裁規則（http://www.jsaa.jp/）を参照して下さい。

〒１５０-００４１
東京都渋谷区神南２丁目１番１号　
国立代々木競技場内
ＴＥＬ : ０３-５４６５-１４１５　ＦＡＸ : ０３-３４６６-０７４１
http://www.jsaa.jp/　e-mail  info@jsaa.jp

　禁止物質を使用すると、さまざまな副作用が生じます。たとえば、禁止物質のひと
つ「タンパク同化薬（筋肉増強剤）」であれば、肝臓機能障害、女性の男性化、精神不
安定など、身体や精神に深刻な被害を引き起こします。

　選手の皆様が、テレビコマーシャル・広告等で、禁止物質の入った商品（風邪薬等）
を手に持つ等により宣伝することは、ＬＰＧＡドーピング防止規程（2.5.1 項）（「禁止
物質を競技会外において競技者が保有すること」）に抵触する可能性があります。各自
十分にご注意下さい。



　「ドーピング検査をします」といわれてから、急に何かできるものではありません。
だからこそ、日々の生活、つまり日常での注意が必要となります。
　「自分はドーピングなんかしていない」と思っていても、ドーピング検査で禁止物質
が検出されることは「ありえる」のです。
　たとえば、「これは大丈夫」と思って飲んでいる薬やサプリメントにドーピング禁止
物質が含まれていることがあるのです。
　また、「絶対大丈夫」であるスポーツドリンクや水であっても、気をつけていないと、
だれかが禁止物質をひそかに入れないともかぎりません。
　この項では、こういった日常生活で注意すべきことをあげてみました。

　頭痛、腹痛、風邪などで薬を飲むのは一般的なことです。病院など医療機関で薬を
もらうこともあれば、薬局で購入することもあるでしょう。
　購入、使用する場合は、問題がないかどうかたしかめてからにしましょう。しかし、
自分ではよくわからないことも多いので、薬については、ドクターや薬剤師会に問い合
わせて使用するようにしてください。

　特に薬局で市販されている薬で多いのが、よく似た名前でも、その成分にドーピング
禁止物質を含むものと含まないものがあるので注意が必要です。
薬剤名の頭に「新」が、終わりに「錠」や「顆粒」がつくか否かによって、また製薬
会社名が違うだけでも成分が異なることがあります。
例えば、同じバファリンという名前でも、「バファリン A」は使用可能ですが、「バファ
リンかぜEX」には禁止物質のメチルエフェドリンが含まれています。

　かぜの原因を取り除く薬はありません。かぜ薬を使うのは、発熱、咳、たん、のどの痛み、
だるさなどの症状を楽にするためです。症状を楽にしても無理に身体を動かすことは回
復を遅くするだけです。かぜを早く治すには、栄養を良くとって暖かく、安静にして
体力を温存することです。

　総合感冒薬には十分注意しましょう。禁止物質であるエフェドリンなどを含むことが
多いからです。薬の外箱で成分をチェックしましょう。メチルエフェドリン、エフェド
リン、プソイドエフェドリン、麻黄（マオウ）などは禁止成分です。

　総合感冒薬と同じく禁止物質であるエフェドリンなどが含まれることが多く要注意で
す。咳止めとして含まれているコデインは、禁止物質ではありません。

　漢方薬を構成する生薬には、それぞれたくさんの成分が含まれており、１つ１つの成分
を禁止物質にあたるかどうかを特定するのは困難です。漢方薬にも明らかに禁止物質を
含むものがあり、麻黄（マオウ）、ホミカ（ストリキニーネを含む）はその代表です。
　また、名前が同じでも、製造会社、原料の産地、収穫の時期などで成分が違うことが
あります。成分が全部記載されていないとチェックできない上に、成分の含有量が一定
していないのが普通です。内容成分の正確な把握はできないものは使用を避けたほうが
いいでしょう。



　健康食品・サプリメントと呼ばれているものは、医薬品ではなくあくまで「食品」です。
医薬品ではないので製造・販売の規制が厳しくなく、成分表示が信頼できるものばかり
ではありません。表示されていない禁止物質が混入されている商品もあり、注意が必要
です。

　サプリメントの服用は自己責任です。「これは安全」と
保証することは大変難しいからです。信頼できないサプリ
メントは絶対に口にしないことです。成分の分からないも
のを人に勧めるのも危険です。必要がなければ、サプリメ
ントに頼らない、サプリメントをとるときも、原料、成分
が確認できるものしかとらない、という大原則を守ってく
ださい。

　めったに起こることではありませんが、だれかがあなたを「ドーピング陽性者」にし
ようと思っているかもしれません。自分が飲むスポーツドリンクやお茶、水などのペッ
トボトルはしっかり自分で管理しましょう。たとえば、不特定多数の人間が出入りする
ような施設でトレーニングを行う場合、自分
が使用しているペットボトルなどをその辺に
無造作に置いておくのは危険です。だれか
信頼できる人に預けるか、だれも手を触れるこ
とができないように注意する必要があります。
「そんなことをする人はいないだろう」と思う
かもしれませんが、何が起こるかわからない
と考えるリスクマネジメントが必要です。
あまり人を疑うことはよいことではありませ
んが、用心のうえにも用心が大切です。

医療機関を受診するときは「スポーツ競技者なので禁止物質を処方しないでほしい」
ことを伝えましょう。
治療を受けたときに使われた薬が分かるようにしてください。主治医には、「常備薬
メモ欄」（34ページ）に治療記録を記載してもらいましょう。
普段持っている治療薬は、必ず正確な薬物名、用法、用量のメモを持ち、説明書き
があれば、一緒に持っておきます。特に症状があるときだけ飲む薬（頓用薬）は、
飲んだときに日付と用量をメモしておきます。
使用の申告が必要な治療薬については、ドーピング検査時に必ず申告してください。

●

●

●

●

　処方したドクターに確認し、禁止物質を治療のために使用しなければならない場合は
ＴＵＥを申請（８～9ページ）してください。
　救急治療または急性症状の治療が必要である場合は禁止物質・禁止方法を使用した後
に申請する遡及的なＴＵＥ申請が認められます。

　市販の薬は、必ず外箱に「成分表示」がされていて、中に「説明書」が入っています。
これらは捨てないで薬と一緒に持っていてください。

　薬品に対するお問い合わせは、薬剤師会ドーピング防止･ホットライン（36 ページ）
に問い合わせてください。



　花粉症で悩む選手もいますが、その治療で使うことのある糖質コルチコイド
の筋肉注射は、競技会検査では禁止されています。また、セレスタミンという
内服薬も糖質コルチコイドが含まれているため、競技会検査では禁止されてい
ます。

　花粉症には、ほかの代替治療法があるため基本的にはＴＵＥの申請も認められ
ません。花粉症のシーズン前から抗アレルギー剤（アレジオン、ジルテック、
クラリオン）などを予防的に投与し、症状のひどいときは糖質コルチコイド入
りの点眼薬、点鼻薬の使用や、抗ヒスタミン薬の内服などで対処するようにし
てください。糖質コルチコイド入りの点眼薬、点鼻薬については申請なしで使
用できます。

　薬はめったに使わないという選手の方も、ケガや病気のときは薬が必要になるもので
す。「でも、ドーピング検査があるから使えない」と考えるのは間違いです。
　病院であろうが、薬局・薬店であろうが、どこで入手しても薬はみな注意が必要です。
　しかし、それでは病気やケガのとき、選手生活に困ってしまいます。そんな時は、　
薬剤師会ドーピング防止・ホットライン（36 ページ）に問い合わせるか、別冊の「ドー
ピング防止のための使用可能薬リスト」を利用してください。
　では、「禁止物質が含まれているけれど、治療上必要」というときはどうすればよい
のでしょうか。このような場合は、ドクターを通じて申請すれば、その薬が使える場合
があります。自分で判断せず、アンチ・ドーピングの知識のあるドクターに相談してく
ださい。
　ケガや病気になっても薬は使えないと思いこむ選手もいますが、そうではなく、使え
る薬もあるし、禁止されているものでも申請すれば使えるものもあるということです。



薬・サプリメントの
名前

◇使った薬、サプリメントを記録しておきましょう。
◇病院で治療を受けたときに使われた薬は、主治医の先生に記載してもらいましょう。
◇普段使っている薬の正確な名前、メーカー名、用量を記録します。
◇症状があるときだけに飲む薬（頓用薬）は、飲んだ日付と用量も記録しておきます。

年／月／日 メーカー名 用　量 メ　モ

　／　　／

　／　　／

　／　　／

　／　　／

　／　　／

　／　　／

　／　　／

　／　　／

　／　　／

　／　　／

　／　　／

　「ＬＰＧＡドーピング防止規程」における禁止表は、世界ドーピング防止規程（ＷＡＤＡ）

ピング機構（ＪＡＤＡ）のホームページを参照してください。

http://www.playtruejapan.org/

　『ドーピング防止のための使用可能薬リスト』は、公益社団法人日本薬剤師会発行
『薬剤師のためのドーピング防止ガイドブック』の内容から一部を抜粋したものです。
薬局・薬店で薬を購入したり、病院などで薬を処方してもらう際の参考にしてください。
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