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◼ 世界アンチ・ドーピング規程2021

◼ 2022年禁止表基準変更点
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アンチ・ドーピングにおけるアスリートの権利宣言

https://www.playtruejapan.org/code/provision/2021codeis.html

世界アンチ・ドーピング規程

2021年世界アンチ・ドーピング規程と国際基準
※フェアでクリーンなスポーツを守り、クリーンなスポーツに参加するアスリートの権利を守るため
のもの

教育に関する国際基準結果管理に関する国際基準

検査及びドーピング調査に関する国際基準 治療使用特例に関する国際基準 プライバシー及び個人情報の保護に関する国際基準

禁止表国際基準



世界アンチ・ドーピング規程2021（CODE 2021）

◼規則重視から健康を第一優先とした規定に変更

◼競技者の権利

◼ 「教育」に関する国際基準の追加

◼ 「結果管理」に関する国際基準が追加

◼禁止表国際基準に「濫用物質」と「特定方法」が追加

◼ 「要保護者」に対する柔軟な制裁措置

◼ 「レクレーション競技者」（過去5年間で国際又は国内

レベルの競技者ではない等の条件あり）

［2015から2021の主要な変更点］

参考資料：JADA翻訳世界アンチ・ドーピング規程202120200819



「濫用物質」と「特定方法」

濫用物質
⚫禁止物質の中でスポーツ以外の社会で頻繁に使われている物質

⚫コカイン、ジアモルヒネ（ヘロイン）、メチレンジオキシメタンフェタミ

ン（MDMA/“エクスタシー”）、テトラヒロドカンナビノール（THC)

⚫濫用物質による違反は、競技会外での使用、競技力向上とは

無関係であることを競技者自身が立証した場合、制裁は3か月

間となる

特定方法

⚫競技力向上以外の目的のために使用される可能性が高い方法

⚫特定方法による違反は、重大な過誤・過失がない場合、けん責

~2年間の制裁に短縮される



アンチ・ドーピングにおけるアスリートの権利宣言

資料：第1部＿世界規程と国際基準に基づき有する権利

1.0 機会の平等

2.0 公平かつ公正な検査プログラム

3.0 治療及び健康上の権利の保護

4.0 正義に対する権利（聴聞を受け決定を受ける権利、代理人を立てる権利）

5.0 説明責任を果たさせる権利

6.0 内部告発者の権利

7.0 教育に対する権利

8.0 データ保護に対する権利（個人情報の処理）

9.0 損害賠償に対する権利

10.0 要保護者の権利

11.0 検体採取セッション中の権利（ドーピング検査における権利）

12.0 B検体の分析に対する権利

13.0 影響を受けない、他の権利及び自由

14.0 適用及び地位



⚫世界アンチ・ドーピング規程

⚫国際基準

禁止表国際基準

検査及びドーピング調査に関する国際基準

治療使用特例に関する国際基準

プライバシー及び個人情報の保護に関する国際基準

結果管理に関する国際基準

教育に関する国際基準

⚫アンチ・ドーピングにおけるアスリートの権利宣言

世界アンチ・ドーピング規程と国際基準



2022年禁止表国際基準と関連事項
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1.2022年禁止表国際基準の変更点

⚫ 無承認物質：BPC-157（サプリメントに含有）

⚫ 吸入ベータ２作用薬：使用量の変更

⚫ 静脈注射の注意点：救急搬送時の対応

⚫ 監視プログラム

2.糖質コルチコイド（副腎皮質ホルモン）

3.TUE（治療使用特例）申請について

4.18歳未満競技者親権者の同意書について



BPC-157：2022年の規則で禁止されている実験用ペプチド
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https://www.usada.org/spirit-of-sport/education/bpc-157-peptide-prohibited/

BPC-157は15個のアミノ酸から構成
Gly-Glu-Pro-Pro-Pro-Gly-Lys-Pro-Ala-Asp-Asp-Ala-Gly-Leu-Val



アンチ・ドーピングに関する第三認証機関

⚫ インフォームド・チョイス認証（INFORMED-CHOICE：イギリス）

⚫ インフォームド・スポーツ認証（INFORMED-SPORT：イギリス）

⚫ エヌエスエフ・サーティファイド・フォースポーツ認証（NSF Certified 

Sport：アメリカ）

⚫ サーティファイド・ドラッグフリー認証（BSCG CERTIFIED DRUG 

FREE：アメリカ）

⚫ Kolner Liste（Cologne List／ケルナー・リスタ、コロウン・リスト）

⚫ HASTA（Human and Supplement Testing Australia／

ヒューマン・アンド・サプリメント・テスティング・オーストラリア）

⚫ BSCG （Banned Substance Control Group／バンド・サブスタ

ンス・コントロール・グループ）

⚫ アンチ・ドーピングのためのスポーツサプリメント製品情報公開サイト（日

本分析センター）

製品としての安全性、ドーピング禁止物質を含まないという安全性を100％保障
するものではない！リスクはゼロではない！最終判断は自己責任！



常に禁止される物質と方法
（競技会（時）および競技会外）

[禁止物質]

S0. 無承認物質

S1. 蛋白同化薬

S2. ペプチドホルモン、成長因子、関連物質

および模倣物質

S3. ベータ2作用薬

S4. ホルモン調節薬および代謝調節薬

S5. 利尿薬および隠蔽薬

［禁止方法］

M1. 血液および血液成分の操作

M2. 化学的および物理的操作

M3. 遺伝子および細胞ドーピング

競技会検査で禁止される
物質と方法

[禁止物質]

S6. 興奮薬

A. 特定物質でない興奮薬

B. 特定物質である興奮薬

S7. 麻薬

S8. カンナビノイド

S9. 糖質コルチコイド

特定競技において禁止される物質

P1. ベータ遮断薬

2022年禁止表国際基準

S1、S2、S4.3、S4.4、S6.a以外は「特定物質」、M1、M2.1、M3以外は「特定方法」

2022年 1 月 1 日発効

12



S3. ベータ2作用薬
（禁止理由）
蛋白同化作用が期待できる
（注意点）
ベータ2作用薬で許可される吸入（ぜんそく治療薬）は以下。製造販売会社の最大
推奨投与量まで使用可能で、TUE不要。

2021年 最大投与量 製品例

吸入
サルブタモール

24時間で最大1600μg、いかなる用量から
開始しても8時間で600μgを超えないこと

×8時間600＋8時間600＋8時間600

〇8時間600＋8時間600＋8時間400

サルタノール

サルブタモール

吸入
ホルモテロール

24時間で最大投与量54μg
オーキシス

シムビコート（配合薬）

吸入

サルメテロール
24時間で最大投与量200μg

セレベント

アドエア（配合薬）

吸入

ビランテロール
24時間で最大投与量25μg

レルベア

アノーロ（配合薬）

テリルジー（配合薬）

常に禁止される物質と方法
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医師の指示、説明書通りに使用



競技会場等で静脈内注入および又は静脈注射
を行う際の注意とTUE

2022年禁止表国際基準禁止方法

M2.化学的および物理的操作

2.静脈内注入および又は静脈注射で、12時間あたり計

100 mLを超える場合は禁止される。但し、入院設備を

有する医療機関での治療およびその受診過程、外科手

術、又は臨床検査のそれぞれの過程において正当に受け

る場合は除く 。

競技会場等で静脈内注入および/又は静脈注射を開始

した場合は、引き続いて病院に搬送されたとしても遡及的

TUE申請が必要（2021年8月追加）

常に禁止される物質と方法



監視プログラム

1.蛋白同化薬：競技会（時）および競技会外：エクジステロン
2.ベータ2作用薬：最低報告レベル未満のサルメテロールおよびビラ

ンテロール
3.興奮薬： 競技会（時） のみ: ブプロピオン、カフェイン、ニコチン、
フェニレフリン、 フェニルプロパノールアミン、ピプラドロール、シネフリン

4.麻薬： 競技会（時） のみ: コデイン、ヒドロコドン、トラマドール

2022年における禁止物質ではありません

2022年禁止表国際基準 2022年 1 月 1 日発効

監視プログラム：

禁止表に掲載されてはいないが、スポーツにおける濫用のパターンを把握するために
監視することを望む物質 15



投与経路 投与方法

競技会前 競技会（時）

申請
ウォッシュアウト

期間
申請

経口

口腔粘膜、口腔
内（頬）、歯肉
及び舌下経路も
含む

遡及的TUE
遡及的TUE

（TUEを求められ
る場合あり）

TUE

すべての注射経路
（静脈内、筋肉内、
関節周囲、関節内、
腱周囲、硬膜外
等）

注射 遡及的TUE 同上 TUE

経直腸
直腸

（坐薬を含む）
遡及的TUE 同上 TUE

S9.糖質コルチコイドに関する変更

作表引用資料：2022禁止表国際基準

（禁止理由）
気持ちをやわらげ、炎症をおさえる作用があるため、ケガをしていても競技を継続できる

皮膚疾患、耳疾患、鼻疾患、目疾患、および肛門周囲の疾患に対する局所的
使用

申請必要なし

（許可）

16

競技会検査で禁止



糖質コルチコイド投与のウォッシュアウト期間

（出典：2022禁止表国際基準）

経路 糖質コルチコイド ウォッシュアウト期間＊

経口（口腔粘膜、口腔内
（頬）、歯肉及び舌下投
与を含む）

すべての糖質コルチコイド 3日

但し、トリアムシノロンアセトニド 10日

筋肉内 ベタメタゾン；デキサメタゾン；
メチルプレドニゾロン

5日

プレドニゾロン；プレドニゾン 10日

トリアムシノロンアセトニド 60日

局所（関節周囲、
関節内、腱周囲、腱内）

すべての糖質コルチコイド 3日

但し、トリアムシノロンアセトニド；プレ
ドニゾロン；プレドニゾン

10日

※JADA訳注（要約）：ウォッシュアウト期間とは、体内に吸収された薬物がほぼ全て排出
される期間を示す。
＊ウォッシュアウト期間は、最終投与から競技会（競技者が参加する予定の競技会の前日
の午後11時59分に開始される）までの時間を参照する。
ウォッシュアウト期間中に禁止されている経路を通じて糖質コルチコイドを投与する必要がある
場合、TUEを申請できるようにしておく。



18歳未満の未成年選手に対する親権者同意書

◆18歳未満のアスリートが競技会に参加する際には、親権者からの

ドーピング検査に関する同意書の提出が必要

◆提出方法：全日本レベルの大会へ参加する際、親権者の署名

した同意書を大会に持参し携帯する。

◆検査対象となった時にドーピング検査員に提出
※一度、提出したら、その後は
提出済みであることを伝えるだけ
でよい。

＜提出できない場合＞
検査後7日以内にJADA事務局

へ郵送にて提出。

https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html

〒112-0002 東京都文京区小石川1-12-14
日本生命小石川ビル4階
（公財）日本アンチ・ドーピング機構 TUE委員会

18



TUE申請の流れ

19

1.アスリートカテゴリーの確認

2.TUE事前申請対象大会の確認

3.TUE申請の準備

4.TUE申請の実際

禁止物質を治療で使わなければならない時の手順



https://www.playtruejapan.org/athlete/athlete_category.html
20

TUE申請について

・国際レベル

・国内レベル

➡事前申請

・国際レベル及び

国内レベル以外

のアスリート

➡事前申請不要。

大会参加後に

JADAより求め

られることがある



①IF指定のRTP/TP

②国際大会参加アスリート

国際レベルアスリート 提出時期 提出先

①禁止物質・方法必要時

②原則、大会30日前まで
IF指定の窓口

③JADA指定のRTP/TP

④国内TUE事前申請大会

国内レベルアスリート 提出時期 提出先

③禁止物質・方法必要時

④原則、大会30日前まで
JADAの窓口

①②③④以外のアスリート

それ以外のアスリート 提出時期 提出先

事前申請不要。大会参
加後にJADAより求められ
ることがある

JADAの窓口

TUE（治療使用特例）申請方法

アスリートの権利
⚫ 病気やケガの治療のために禁止物質・禁止方法を使用している人でもスポーツに平等に参加する

権利を守るため

参考：アンチ・ドーピングと医療-2022年版- 21

※RTP/TPアスリートとは、JADAまたはIF（国際競技連盟)より、登録検査対象者リスト／検査対象者リストへ登

録されたトップクラスのアスリートのこと。

国体



国民体育大会（国民スポーツ大会）の開催地
開催年 回 地区 本大会 手続状況

国民体育大会

2022（R4） 77 東 栃木県 決定

2023（R5） 特別 西 鹿児島 決定

国民スポーツ大会

2024（R6） 78 西 佐賀県 決定

2025（R7） 79 中 滋賀県 内定

2026（R8） 80 東 青森県
（冬季大会含む）

内定

2027（R9） 81 西 宮崎県 内々定

2028（R10） 82 中 長野県 内々定

令和４年６月７日現在
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2022年度 国内最高レベルの競技大会一覧

⚫ ツアー・オブ・ジャパン
⚫ 全日本選手権自転車競技大会－トライアル
⚫ 第68回全日本プロ選手権自転車競技大会
⚫ Coupe du Japon やわたはま国際
⚫ ツール・ド・熊野
⚫ 全日本選手権自転車競技大会－ロードレース・個人タイムトライアル･パラサイクリング
⚫ 全日本選手権自転車競技大会－BMX レース
⚫ 全日本選手権自転車競技大会－MTB（XCO/DHI）
⚫ おおいたアーバンクラシック
⚫ ジャパントラックカップ I / II
⚫ ツール･ド･北海道
⚫ 全日本自転車競技選手権大会－トラック(エリート）・パラサイクリング
⚫ 全日本選手権自転車競技大会－BMXフリースタイル
⚫ 第53回JBCF全日本トラックチャンピオンシップ
⚫ 第56回経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ
⚫ ツール・ド・おきなわ
⚫ RAPHA スーパークロス野辺山
⚫ 全日本選手権自転車競技大会ーシクロクロス
⚫ 全日本選手権自転車競技大会－室内自転車競技
⚫ 全日本選手権自転車競技大会－MTB（XCE/XCC)
⚫ 第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」 ≪本大会≫

https://www.playtruejapan.org/code/tue.html

２．TUE事前申請対象大会の確認



TUE（治療使用特例）

TUE申請の目的

⚫ 禁止物質を治療目的に使用
する際に事前申請（12枚）

⚫ 医薬品のみ（サプリメント、漢
方薬は不可）

TUE申請の理由

⚫ 使用しないと健康に重要な影
響が出る

⚫ 健康を取り戻す以上に競技力
を向上させない

⚫ 他に代えられる治療方法がな
い

⚫ ドーピングの副作用に対する治
療ではない

医師のためのTUE申請ガイドブック2022 24



TUE（治療使用特例）

医師のためのTUE申請ガイドブック2020

＜申請に必要な書類＞

1. TUE申請書（12枚）英語で記入

2. TUE申請用確認フォーム（1枚）

3. 医療情報：臨床経過、診療所見（写真等）、検査結果（データ、報告書コ

ピー）、画像所見（フィルム）等

4. 都道府県名申告兼TUE申請承認情報同意書（国体の場合のみ）

TUE送付先

⚫ 国体の場合はJADAに郵送

〒112-0002 東京都文京区小石川1－12－14 日本生命小石川ビル4階

（公財）日本アンチ・ドーピング機構 TUE委員会

⚫ 大会の30日前までに提出

⚫ 競技団体からの申請の場合はパフォーマンスレベルにより異なる

＜注意点＞

⚫ 基本的には事前申請。不測の事態や緊急治療の場合には大会期間中でも受付

⚫ 承認後、有効期間を確認



アンチ・ドーピングと医療-2022年版-

https://www.realchampion.jp/resources/0001
63.html

TUE申請に関する情報

• 最新の情報を確認
• 必要な書式はJADAのホームページから最

新のものをダウンロード

• TUE申請書はすべて英語で記載
• JADAホームページ：

http://www.playtruejapan.org/
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【TUE申請の添付書類】

診断根拠を客観的に証明する医療記録
・ 診断所見
・ 治療経過
・ 検査結果
・ 画像データ
緊急治療を証明する医療情報（遡及
的申請）
※診断名のみの診断書は不可

http://www.playtruejapan.org/


Global-DRO 自分の薬を検索できるサイト
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①ユーザータイプ

• 競技者

• コーチ

②競技 ③購入国

• 日本

④検索：

調べたい薬の

名前や成分を入力
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自分で薬を調べてみる
メチルエフェドリン

⚫ 咳、鼻水を止める

⚫ 中枢興奮作用

エフェドリン類を
含まない製品
を購入



ドーピング通報窓口ガイドブック 第4版 JAPAN SPORT COUNCIL



ドーピング通報窓口ガイドブック 第4版 JAPAN SPORT COUNCIL



アンチ・ドーピング情報関連サイト

◼ 世界アンチ・ドーピング機構（WADA）

https://www.wada-ama.org/

◼ 日本アンチ・ドーピング機構（JADA）

https://www.playtruejapan.org/

◼ 日本スポーツ振興センター（JSC）

https://www.jpnsport.go.jp/

◼ 日本スポーツ協会（JSPO）

https://www.japan-sports.or.jp/



アンチ・ドーピングに関する規則は

随時、改定されます。

特に禁止表国際基準や関連情

報は必ず最新の情報を確認して

ください。

Hokkaido Sport Association



【基礎編】
知っておきたい アンチ・ドーピング情報

アンチ・ドーピングの基礎知識

◼ ドーピングの定義

◼ アスリートの役割と責務

◼ ドーピング検査

◼ ドーピング禁止物質と方法

◼ 治療使用特例（TUE）

◼ 情報を探す
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国体におけるアンチ・ドーピング教育の義務化

選手・監督、本部役員帯同のスポーツドクター、
アスレチックトレーナー、少年種別に参加する
選手の保護者は、本大会又は冬季大会参加
前の1年以内に日本スポーツ協会が指定する
アンチ・ドーピング教育を受講する。

◼ 令和4（2022）年
6月7日～令和5（2023）年3月31日
国体本戦出場前（参加申し込みエントリー
までに）のアンチ・ドーピング教育受講を努力
義務とする

※第77回本大会（栃木県）/特別大会
冬季大会（青森県・岩手県）

◼ 令和5（2023）年4月1日～
国体本戦出場前のアンチ・ドーピング教育受
講を完全義務化とする

※特別大会本大会（鹿児島県）～

JSPOホームページ（ドーピング検査・アンチ・ドーピング教育）
https://www.realchampion.jp/who/kokutai_education.html

↑

選手・保護者用

←監督・スポーツドクター・
アスレティックトレーナー用



アンケート送付のお願い

北海道スポーツ協会：

令和4年度 国民体育大会出場選手を中心としたアンチ・ドーピ

ング情報

以下のURLからアクセスして、アンケートの入力をお願いします。

オンデマンド配信：2022年7月8日（金）から

https://forms.gle/8mXvBpAqPFiu4FUx9

Hokkaido Sport Association


