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ドーピングとは？

薬やその他不正な方法を用いて

競技力向上をはかること

アンチ・ドーピング規則違反

意図的でなくても、ドーピング検査で禁止物質
が検出されると違反となる

禁止物質の不法取引、保持、援助、企てなども
アンチ・ドーピング規則違反になる



なぜドーピングはいけないのか？

１、選手の健康を害する

２、アンフェアである

３、社会に悪影響を与える

４、スポーツ本来の目的に反する



ドーピング違反とは？

検査で禁止物質が検出される

検査を逃げる・拒否する

禁止物質を所持する

禁止物質を使用・使用を企てる

禁止方法を使用・使用を企てる



禁止物質の規定

禁止物質・禁止方法は世界アンチ・ドーピング

規定（WADA code）で規定

毎年１月１日に規定が改定される

（2018年1月より2018年度版）

メルドニウムは2016年1月1日より禁止物質



アンチ・ドーピングに関するテスト １

Q1. スポーツで勝つためには、どんな手段を使ってもよい

○ ×

Q2. 勝つために、スポーツで禁止された薬を使うことを

「ドーピング」という

○ ×

Q3. ドーピングはからだに悪い

○ ×



ドーピング検査とは？

• 「競技会検査」と「競技会外検査」がある

• 検査室には１人の同伴者が認められる

18歳未満の対象者は成人の同伴者とともに検査室へ

• 尿検査と血液検査がある（尿検査のみが多い）

検体をA・B 2つの検体容器に分けて入れ、封をする

• 検査前7日間に使用した薬・サプリメントを申告

• 分析結果が陽性の場合のみに報告





検査で陽性になったらどうなるか？

・ A検体が陽性の時、本人に通知される

・ 本人が要求すればB検体の確認分析を行う

・ B検体もA検体と同じ所見であればドーピング防止規則
違反となる

・ 違反の認定・制裁内容を決定する前に聴聞会が開かれ、
本人には弁明の機会が与えられる

・ 制裁には成績・記録の抹消、資格停止（一定期間競技
会に出られない）などがある。制裁期間：4年



アンチ・ドーピングに関するテスト ２

Q1. 禁止表（禁止物質・方法のリスト）はいつ更新される？

A 毎年1月1日 B 2年に1度の4月1日 C オリンピックが開催される年の9月1日

Q2. ドーピング検査に選ばれる可能性のある選手は？

A 大会に出場する全ての選手 B 大会で上位に入賞した選手のみ

Q3. ドーピング防止規則違反にならないものは？
A 筋肉増強のために禁止物質を使っていたが、試合の1カ月前に使うのをやめた

B ドーピング検査の通告をされたが、用事があったので検査を受けずに帰った

C １人でドーピング検査室に行くことが不安なので、コーチに付き添ってもらった



けがや病気のときは

どうすればよいか？



禁止物質・方法
治療使用特例

Therapeutic Use Exemptions

(TUE)

治療目的であれば禁止物質を
絶対に使えないわけではない





TUE事前申請が必要な国内の競技大会

国民体育大会
明治杯全日本選抜レスリング選手権大会
天皇杯全日本レスリング選手権大会

上記以外の競技大会においてもドーピング検査あり

国際大会は
UWWへTUE
申請

国内大会は
JADAへTUE
申請

大会の30日前
まで



• TUEは国際大会（UWWへ申請）、国内大会
（JADAへ申請）の両者が必要

• TUEはあくまでも「特例」であり、規則に従った

申請に基づく審査を経た承認を得て、はじめ
て認められる

申請が不承認の時は禁止物質の摂取となる

• TUEには有効期限がある→有効期限が切れ
る前に再申請が必要

TUEの注意点



ステロイドの使用は？
糖質コルチコイド

・経皮、点耳、点鼻、点眼、口腔内塗布（吸入）、注射
などによる局所投与は禁止ではない

治療目的での局所使用は禁止しないが、医療記録の
保管が必要

・全身投与

（経口、静脈内、筋肉内、経直腸使用）

は禁止



喘息の治療は？

• サルブタモール（サルタノール）、ホルモテロー
ル（シムビコート）、サルメテロール（セレベント、
アドエア）の 至適な吸入使用はTUEは不要
吸入サルブタモール（サルタノールインヘラー）の用量：

12時間で800µg（8吸入）、24時間で1600µgを超えないこと

• 上記以外の吸入薬（メプチンなど）はTUEが必要

貼り薬（ホクナリンテープなど）もTUEが必要

• ステロイド（糖質コルチコイド）の吸入はTUE不要



花粉症の選手

• ステロイドの全身投与（筋肉注射、セレスタミン
の内服）は競技会検査では禁止

• 季節の前から毎日抗アレルギー剤を内服する
（アレジオン、タリオン、ジルテックなど）

• 症状が強ければそれに加え、ステロイド入りの
点鼻薬や目薬を使う、抗ヒスタミン剤を内服する



ドーピング違反率（AAF: Adverse Analytical Findings）

は2014年から2016年まで増加した



日本においてもドーピング違反例が続出している
2017年の違反事例（公表されているもの）

カヌー：ライバル選手の飲み物に禁止物質（筋肉増強剤）を混入→8年の資格停止

ボディビル：意図的な違反（筋肉増強剤）→ 3年9カ月の資格停止

水泳：サプリメント（米国製）に禁止物質（興奮薬）が含有→ 7カ月の資格停止

レスリング：医師処方のかぜ薬に禁止物質が含有 → 1年8カ月の資格停止

フェンシング：TUE（治療使用特例：疾患名は非公表・薬剤名プレドニン）の期限切
れ→ 1年3カ月の資格停止



ドーピング違反を防ぐために心がけること



口にするものはしっかり自分で管理

「自分の身は自分で守る」
意識の徹底



禁止物質・方法を理解

禁止物質・禁止方法はWADA codeで規定

毎年１月１日に規定が改定される（2018年1月より2018年度版）

禁止物質・方法は期中に改訂される可能性がある：JADAウェ

ブサイトで確認

メルドニウムは2016年1月1日より禁止物質

2018年の変更点の例

吸入サルブタモール（サルタノールインヘラー）の用量：

12時間で800µg（8吸入）、24時間で1600µgを超えないこと



サプリメント（栄養補助食品）

１、内容・成分を調べる

→ 成分表示がないものは使わない

成分を秘密にするものは使わない

わからない成分を含むものは使わない

特に海外製のものは注意→使用しない！

ジメチルブチルアミン（興奮薬）が含有するものあり

２、人のすすめにのらない、

自分でしっかり調べてから使う



禁止物質を含むサプリメント（2001､IOC調査）

　　国 商品数 陽性 ％
オランダ 31 8 25.8
オーストラリア 22 5 22.7
イギリス 37 7 18.9
アメリカ 240 45 18.8
イタリア 35 5 14.3
スペイン 29 4 13.8
ドイツ 129 15 11.6
ベルギー 30 2 6.7
フランス 30 2 6.7
ノルウェー 30 1 3.3
　合　計 634 94 14.8



風邪薬と胃腸薬

• 市販の「風邪薬・鼻炎薬」の中には競技会
での禁止物質であるエフェドリン、メチルエ
フェドリン、プソイドエフェドリンなどが含ま
れているものがある

• 「咳止め」には常に禁止されるベータ2作用
薬が含まれているものがある



漢方薬・生薬成分にも注意

• 葛根湯（麻黄、エフェドリン）

• ホミカ（ストリキニーネ）

• 鹿茸（ロクジョウ）

• 鹿鞭（ロクベン）

• 麝香（ジャコウ）

• 海狗腎（カイクジン）

• 驢腎（ロジン）

などは禁止物質



滋養強壮薬

• 強精剤の一部にはテストステロン（男性ホ
ルモン）が含まれている

• 海外で栄養補助食品として市販されている
DHEA、アンドロステンジオンは禁止物質

• ドリンク剤の中には常時禁止される鹿茸
（ロクジョウ）が含まれているものがある

市販薬や栄養補助食品を使用するときは

必ず成分を確認!!



市販の塗り薬

（育毛剤など）

も注意が必要!!

男性ホルモンなどを含有するものがある



うっかりドーピングをしないために・・・

医療機関を受診したら

自身がアスリートであることを伝え、

禁止物質・禁止法を使用しない治療を
お願いしましょう！



注意！

医療機関（クリニック、医院）で自身がアスリートであることを伝え、禁
止物質を使用しない治療をお願いしたのにも関わらず禁止物質が処
方される例が続いています
・めまいで受診→利尿剤が処方された
・風邪で受診→エフェドリン（興奮薬）、ベータ2作用薬が処方された

対策として
・日本スポーツ協会公認スポーツドクター・スポーツファーマシストが
いるなどアンチ・ドーピングに熟知している医療機関を受診
・自分自身で処方された薬剤に禁止物質が入っていないかJADAの
ホームページの「スポーツファーマシスト検索」「Global DRO」から調
べる
を強くすすめます



薬・サプリメントを使用する前に

スポーツファーマシスト

アスリートを守る薬の検索サイト

（Global DRO JAPAN）

一般名・物質名・ジェネリックでない薬剤名
で検索すること



公認スポーツファーマシストとは？

・（公財）日本アンチ・ドーピング機構（JADA）により創設。

・２００９年認定制度開始

薬剤師の資格を有し、所定の課程を修めた者が、

JADAにより認定される資格制度。

《 活 動 》

下記の情報提供および啓発活動

・競技者、指導者への薬の使用に関して

・学校教育の現場における薬の使用に関して



薬に関する疑問・質問が生じたら・・・

もしくは

JADAやGlobal DRO JAPANのHPの

から検索し、おたずねください

公認スポーツファーマシスト





アスリート向けEラーニング

国内に適したシステムが2019年2～3月に完成予定

修了書が発行される

定期的なEラーニング受講が必須となる予定









アンチ・ドーピングに関するテスト ３

Q1. 治療のためにどうしても禁止物質を使用しなければな
らない時、どうする？

A 意地でも飲まない

B 治療目的で使用するという申請を出して、承認を得る

C ドーピング検査の対象となった際に、検査員に伝える

Q2. 病院で診察を受ける時・薬局で薬を購入する時、選

手として最も正しい行動は？

A 病院で、一番早く治る方法で治療するように医師に伝える

B ドーピング検査を受ける可能性がある選手であることを、医師・薬剤師
に伝える

C 薬局で薬剤師に一番効果のある薬を教えてもらい、薬を購入する


