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๓⏦ㄳࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
z ᅜ㝿➇ᢏ㐃┕ࡀദࡲࡓࡣᣦᐃࡍࡿฟሙࡍࡿ➇ᢏ⪅ࡣࠊᅜ㝿➇ᢏ㐃┕ࡢ
TUE ๓⏦ㄳࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
z WADA ࡲࡓࡣᅜ㝿➇ᢏ㐃┕ࡀ❧ᐇࡍࡿ➇ᢏእ᳨ᰝࡢᑐ㇟࡞ࡾᚓࡿ➇ᢏ
⪅ࡣ TUE ๓⏦ㄳࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡇࡢሙྜࠊ㏻ᖖࡣ TUE ࡢᥦฟඛࡣᅜ㝿➇ᢏ㐃
┕࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࠓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸰㸸➇ᢏࡢ༊ศࡼࡾ TUE ๓⏦ㄳࡀᚲせ࡞ࡿ➇ᢏ⪅ࠔ
ୖグࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸯ຍ࠼࡚ࠊ௨ୗࡢ A ࡢ➇ᢏ✀┠࡛ B ࡢ➇ᢏཧຍࡍࡿ➇ᢏ⪅ࡣࠊ
TUE ๓⏦ㄳࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ
A㸸➇ᢏ✀┠
  㸯㸧ኟᏘ࠾ࡼࡧᏘ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ✀┠㸦ࢦࣝࣇࣛࢢࣅ࣮ࢆྵࡴ㸧
  㸰㸧ኟᏘ࠾ࡼࡧᏘࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ➇ᢏ✀┠
  㸱㸧ᅜẸయ⫱ṇᘧ➇ᢏ
  㸲㸧᪥ᮏ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ㸦JOC㸧ࡀὴ㐵ࡍࡿᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏᑐ㇟✀┠
B㸸➇ᢏ














㸧ᖺ㱋➼ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜไ㝈ࡢ↓࠸᪥ᮏ㑅ᡭᶒ࠾ࡼࡧྠࣞ࣋ࣝࡢᅜ
ࣟ㸧ྛ➇ᢏ✀┠࠾ࡅࡿᅜෆ᭱㧗ᓠࡢ࣮ࣜࢢᡓ
ࣁ㸧ࡑࡢ➇ᢏᅋయ JADA ࡀㄪᩚࡢ࠺࠼ᣦᐃࡍࡿ➇ᢏ
ࢽ㸧JOC ࡀὴ㐵ࡍࡿᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏ
࣍㸧᪥ᮏࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ㸦JPC㸧ࡀὴ㐵ࡍࡿᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏ
࣊㸧ᅜẸయ⫱㸦ᮏ࣭Ꮨ㸧
ͤ㒔㐨ᗓ┴ཬࡧࣈࣟࢵࢡࡣ㝖ࡃ
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㸦㸰㸧㐳ཬⓗ TUE ⏦ㄳࡘ࠸࡚
ศᯒᶵ㛵ࡼࡾ㐪ࡀࢃࢀࡿศᯒሗ࿌ࡀ JADA ሗ࿌ࡉࢀࠊJADA ࡽ➇ᢏ⪅㏻▱
ᩥࡀ㏦ࡉࢀࡓሙྜࠊ➇ᢏ⪅ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜᛂࡌ࡚ࠊ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࡢᑐᛂࡀྲྀࡽࢀࡲ
ࡍࠋᑦࠊ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ➇ᢏ⪅࠾࠸࡚ࡶࠊཎ๎ࡋ࡚㐳ཬⓗ TUE ࡢ
ࡀ࡞࠸☜ᐃࡋࡓⅬ࡛ᬻᐃⓗ㈨᱁Ṇࡀㄢࡉࢀࡲࡍࠋ
z TUE ๓⏦ㄳᑐ㇟⪅㸸
JADA ࡀ➇ᢏ⪅ TUE ᅜ㝿ᇶ‽ 4.3 ᮲ࡢ⠊ᅖ࠾ࡅࡿ㐳ཬⓗ TUE ⏦ㄳࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿ㸨ࡀ࠶ࡿࡢ☜ㄆࢆࡋࡲࡍࠋ
z TUE ๓⏦ㄳᑐ㇟⪅௨እࡢ➇ᢏ⪅㸸
  JADA ࡣ➇ᢏ⪅㐳ཬⓗ TUE ⏦ㄳࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆ㏻▱ࡋࠊ➇ᢏ⪅㐳ཬⓗ TUE ⏦
ㄳࢆ⾜࠺ᕼᮃࡀ࠶ࡿࡢ☜ㄆࢆࡋࡲࡍࠋ
ὀ㸧㐳ཬⓗ⏦ㄳࡀ⾜ࢃࢀࡓ௳࡚ᑐࡋ TUE ࡀࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㐳
ཬⓗ⏦ㄳࡢᢎㄆ㸦㸧ࡢᇶ‽ࡣ㏻ᖖࡢ⏦ㄳኚࢃࡾࡲࡏࢇࠋ

㸨

TUE ᅜ㝿ᇶ‽ 4.3 ᮲ࡢ⠊ᅖ࠾ࡅࡿ㐳ཬⓗ TUE ⏦ㄳࡀㄆࡵࡽࢀࡿ

㸯㸧ᩆᛴ⒪ࡲࡓࡣᛴᛶ≧ࡢ⒪ࡀᚲせ࡛࠶ࡿሙྜ
㸰㸧≉ู࡞ࡼࡾࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ⏦ㄳࢆࢻ࣮ࣆࣥࢢ࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝඛ❧ࡗ࡚ᥦฟࡋࠊ
ࡲࡓࡣ TUE ጤဨࡀࢻ࣮ࣆࣥࢢ࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝඛ❧ࡗ࡚⏦ㄳෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿ༑
ศ࡞㛫ࡲࡓࡣᶵࡀ࡞ࡗࡓሙྜ


㸦㸱㸧TUE ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟඛ

 TUE ⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟඛࡣ➇ᢏ⪅ࡢࣞ࣋ࣝࠊ➇ᢏࡢ✀㢮ࡼࡾ␗࡞ࡾࡲࡍࠋ
➇ᢏ⪅

ᥦฟඛ

࣭IF ࡢ RTP ࡢ➇ᢏ⪅
࣭IF ࡀᣦᐃࡋࡓᅜ㝿➇ᢏཧຍࡍࡿ IF
➇ᢏ⪅
࣭ᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏཧຍࡍࡿ➇ᢏ⪅

ᅜ㝿⥲ྜ➇ᢏദᅋయ
㸦IOCࠊIPCࠊOCAࠊFISU࡞㸧

࣭ୖグ௨እࡢ➇ᢏ⪅

JADA


 ࣭⏦ㄳ᭩ᘧࡣᥦฟඛࡈ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ࣭ᅜ㝿➇ᢏ࡛ࡢᥦฟඛࡣࠊദᅋయ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣭IF㸸ᅜ㝿➇ᢏ㐃┕
࣭RTP㸸Registered Testing Pool㸦᳨ᰝᑐ㇟⪅Ⓩ㘓ࣜࢫࢺ㸧
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㸦㸲㸧JADA ࡢ⏦ㄳᚲせ࡞⏦ㄳ᭩
㻌
㹟㸬TUE ⏦ㄳ᭩
TUE ⏦ㄳ᭩ࡣ JADA ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦http://www.playtruejapan.org㸧ࡽࢲ࢘ࣥࣟ
࣮ࢻࡀྍ⬟࡛ࡍࠋࡇࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡࡢϫ⥛ࡌ㎸ࡳࡢࡶࡢࢆࢥࣆ࣮ࡋ࡚ࡶ⏝࡛ࡁࡲࡍࠋ


 㹠㸬TUE ⏦ㄳ᭩ᘧ

㼀㼁㻱 ⏦ㄳ᭩㸩☜ㄆ᭩㸩㻌 デ᩿᰿ᣐ䜢ᐈほⓗ䛻ド᫂䛩䜛᭩㢮㻌 
            ලయⓗࡣࠊ
⮫ᗋ⤒㐣ࢆグ㍕ࡋࡓᩥ᭩ࠊ
デᐹᡤぢࠊᚲせᛂࡌ࡚┿
             ᳨ᰝ⤖ᯝࠊᚲせᛂࡌ࡚ࢹ࣮ࢱࠊሗ࿌᭩ࢥࣆ࣮ࠊ
⏬ീᡤぢࠊࣇ࣒ࣝ

ࠗ྾ධࢧࣝࣈࢱ࣮ࣔࣝࠊ྾ධࢧ࣓ࣝࢸ࣮ࣟࣝࠊ࠾ࡼࡧ྾ධ࣍ࣝࣔࢸ࣮ࣟࣝ࠘௨እࡢ྾ධ
࣮࣋ࢱ㸰స⏝⸆ࡢሙྜࡣࠊ
㻌 㼀㼁㻱 ⏦ㄳ᭩㻌 㸩㻌 ☜ㄆ᭩㻌 㸩㻌 㻶㻭㻰㻭㻌 ྾ධ䝧䞊䝍䠎స⏝⸆⏝䛻㛵䛩䜛ሗᥦ౪᭩㻌 




㸦㸳㸧ᅜయࡢሙྜ

 㹟㸬ᅜయ㑅ᡭࡢ TUE ⏦ㄳ
 ྲྀۃᚓ῭ࡳ TUE ࡢ᭷ຠᮇ㝈ࡀᅜయ⤊ࡲ࡛ṧࡗ࡚࠸ࡿሙྜ
ᅜయ⏝ᗘ⏦ㄳࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡢሙྜࡣ㻌 㒔㐨ᗓ┴ྡ⏦࿌᭩ව 㼀㼁㻱 ⏦
ㄳᢎㄆሗྠព᭩㻌 ࡢࡳࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢ࢞ࢻࣈࢵࢡࡢϫ⥛ࡌ㎸ࡳࡢࡶࡢ
ࢆࢥࣆ࣮ࡋ࡚ࡶ⏝࡛ࡁࡲࡍࠋ
㻌 㒔㐨ᗓ┴ྡ⏦࿌᭩ව 㼀㼁㻱 ⏦ㄳᢎㄆሗྠព᭩㻌 ࡣ
  ᅜయ㑅ᡭࡋ࡚ཧຍࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢ᭩㢮ࡀ࡞
ࡃ࡚ࡶ TUE ⏦ㄳࡣ᭷ຠ࡛ࡍࡀࠊ㑅ᡭࡋ࡚ཧຍࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡢሗࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ
㒔㐨ᗓ┴య༠ࡣ TUE ⏦ㄳࡢ⤖ᯝࢆཧ↷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

 ۃᅜయ⏝ TUE ࡢ᭷ຠᮇ㝈  ㏻ᖖࡢ TUE ྠࡌ࡛ࡍࠋ
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㹠㸬ᅜయ㑅ᡭࡢ⏦ㄳ᭩㢮
 
㻌 㼀㼁㻱 ⏦ㄳ᭩㻌 㸩㻌 ☜ㄆ᭩㻌 㸩㻌 デ᩿᰿ᣐ䜢ᐈほⓗ䛻ド᫂䛩䜛᭩㢮㻌㸦๓㡫 㸲 b ࢆཧ↷㸧


㸩㒔㐨ᗓ┴ྡ⏦࿌᭩ව 㼀㼁㻱 ⏦ㄳᢎㄆሗྠព᭩㻌 㻌

ࠗ྾ධࢧࣝࣈࢱ࣮ࣔࣝࠊ྾ධࢧ࣓ࣝࢸ࣮ࣟࣝࠊ࠾ࡼࡧ྾ධ࣍ࣝࣔࢸ࣮ࣟࣝ࠘௨እࡢ྾ධ
࣮࣋ࢱ㸰స⏝⸆ࡢሙྜࡣࠊ
㻌 㼀㼁㻱 ⏦ㄳ᭩㻌 㸩㻌 ☜ㄆ᭩㻌 㸩㻌 㻶㻭㻰㻭㻌 ྾ධ䝧䞊䝍䠎స⏝⸆⏝䛻㛵䛩䜛ሗᥦ౪᭩㻌 㻌

㸩㒔㐨ᗓ┴ྡ⏦࿌᭩ව 㼀㼁㻱 ⏦ㄳᢎㄆሗྠព᭩㻌 




㸦㸴㸧JADA ࡢ TUE ⏦ㄳ

➇ᢏ⪅ᢸᙜ་ࡀ⏦ㄳ᭩㢮ࢆసᡂࡋࠊ➇ᢏ⪅ࡀ JADA 㒑㏦ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᐄඛ㸸ࠛ115-0056
   ᮾி㒔༊すࡀୣ 3 ┠ 15 ␒ 1 ྕ ᅜ❧ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮3 㝵
           බ㈈  ᪥ᮏࣥࢳ࣭ࢻ࣮ࣆࣥࢢᶵᵓ TUE ጤဨ
   FAX 㸸03-5963-8031

ᛴࡄሙྜࡣࠊFAX ࢆࡋ࡚ࠊᚋࡽᚲࡎཎᮏࢆ㒑㏦ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
➇ᢏᅋయ㸦ᅜయࡢሙྜࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴య༠㸧ࡽᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡕࡽࢆ⤒⏤ࡋ
࡚ࡢ⏦ㄳࡶྍ⬟࡛ࡍࠋ
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䠐䠊⏦ㄳᚋ䛾ὶ䜜㻌

㸦㸯㸧⏦ㄳᚋࡢ JADA ࡛ࡢᡭ⥆ࡁ

ᢎㄆࡀᚲせ࡞᪥ࡢ  ᪥๓ࡲ࡛⏦ㄳࢆࡍࡿ


⏦ㄳ᭩ᘧࡢ☜ㄆ㸦ົᒁ㸧

᫂ࡽ࡞グ㍕₃ࢀࠊグ㍕࣑ࢫ



ᑂᰝ㸦JADA㸫TUE ጤဨ㸸་ᖌ 3 ྡ௨ୖ㸧

  ⏦ㄳ⪅ᑐࡋ࡚ࠊ㏣ຍࡢ་⒪ሗࢆせồࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ

  30 ᪥௨ෆᑂᰝ⤊



OK
NO



ุ࣭ᐃ᭩㸦ᢎㄆ㸧ࢆ⏦ㄳ⪅㸦➇ᢏ⪅㸧
ุ࣭ᐃ᭩㸦ᢎㄆ㸧ࢆ⏦ㄳ⪅㸦➇ᢏ⪅㸧

㏦
㏦

࣭ᡤᒓࡢᅜෆ➇ᢏ㐃┕㸦ᅜయࡢሙྜࡣ

㒔㐨ᗓ┴య༠㸧㏻▱

࣭ADAMS ࡢⓏ㘓


㸨TUE ุᐃ᭩ࡢぢᮏࡣࠊϫᥖ㍕ࡋࡲࡋࡓࠋ


㸦㸰㸧᭷ຠᮇ㛫

 TUE ࡢ᭷ຠᮇ㛫ࡣࠊデ᩿ࡢ☜ᐇᛶࡸᐃࡉࢀࡿ⒪ᮇ㛫ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡋࠊุᐃ᭩グ
㍕ࡉࢀࡲࡍࠋ➇ᢏ⪅ࡼࡗ࡚ࡣࠊᬻᐃⓗ࡞᭷ຠᮇ㝈ࢆࡶ࠺ࡅࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

࣭ཎ๎ࡋ࡚ࠊTUE ⏦ㄳ᭩ࡢࠕ⏝ணᐃᮇ㛫ࠖグ㍕ࡉࢀࡓᮇ㛫ࡣ㉸࠼ࡲࡏࢇࠋ
࣭デ᩿ࡀᐈほⓗ☜ᐇ࡛࠶ࡾࠊ⏦ㄳ≀㉁ࡼࡿ㛗ᮇ㛫ࡢ⥅⥆⒪ࡀᚲせุ᩿ࡉࢀࡿሙ
ྜࡣ 4 ᖺ㛫ࡋࡲࡍࠋ
࣭⥅⥆⒪ࡀᚲせ࡞ᝈ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⒪⤒㐣ࡼࡗ࡚ TUE ᢎㄆࡢ᳨ウࡀᚲせุ᩿
ࡉࢀࡿሙྜࡣࠊ1 ᖺ㛫ࡢ᭷ຠᮇ㛫ࢆᇶᮏࡋࡲࡍࠋ
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㸦㸱㸧TUE ࡢ㛵ࡍࡿᇶ‽㸦TUE ᅜ㝿ᇶ‽ 4.1㸧

࣭ᛴᛶཪࡣ៏ᛶࡢ≧ࢆ⒪ࡍࡿ㐣⛬࠾࠸࡚⚗Ṇ≀㉁ཪࡣ⚗Ṇ᪉ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡞ࡗ
ࡓሙྜࠊᙜヱ➇ᢏ⪅ࡢᗣ≧ែࡀ῝้࡞㞀ᐖࢆཷࡅࡿࡇࠋ
࣭ᙜヱ⚗Ṇ≀㉁ཪࡣ⚗Ṇ᪉ἲࢆ⒪┠ⓗ࡛⏝ࡍࡿࡇࡼࡾࠊṇᙜ࡞≧⒪ࡢᚋ
㏻ᖖࡢᗣ≧ែᅇࡍࡿࡇࡽணࡉࢀࡿ➇ᢏ⬟ຊࡢྥୖ௨እࠊ㏣ຍⓗ࡞➇ᢏ
⬟ຊࡢྥୖࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇࠋ⚗Ṇ≀㉁ཪࡣ⚗Ṇ᪉ἲࢆ⏝ࡋ࡚ࠕṇᖖୗ㝈ࠖࣞ࣋ࣝࡢ
ෆᅉᛶ࣍ࣝࣔࣥࢆቑຍࡉࡏࡿࡇࡣࠊཷࡅධࢀྍ⬟࡞⒪⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡣぢ࡞ࡉࢀ࡞
࠸ࠋ
࣭ᙜヱ⚗Ṇ≀㉁ཪࡣ⚗Ṇ᪉ἲࢆ⏝ࡍࡿ௨እࠊྜ⌮ⓗ࡞⒪ἲࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇࠋ
࣭ᙜヱ⚗Ṇ≀㉁ཪࡣ⚗Ṇ᪉ἲࢆ⏝ࡍࡿᚲせᛶࡀࠊ⏝ᙜ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡓ≀㉁ཪࡣ
᪉ἲࢆࠊTUE ࡀ↓࠸ࡶࢃࡽࡎ௨๓⏝ࡋࡓࡇࡢ㸦㠃ⓗ࡛࠶ࡿ㒊ศⓗ࡛
࠶ࡿࢆၥࢃࡎ㸧⤖ᯝࡋ࡚⏕ࡌࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࠋ




㸦㸲㸧TUE ⏦ㄳࡀᢎㄆࡉࢀ࡞࠸ሙྜ

 TUE ࢆ⏦ㄳࡋ࡚ࡶࠊ㛵ࡍࡿᇶ‽ྜ⮴ࡋ࡞ࡅࢀࡤチྍࡉࢀࡲࡏࢇࠋࡇࡇ௦⾲
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TUE ⏦ㄳ᭩ グධぢᮏ
Ver. 2012. 1. 1

【JADA TUE申請書】
（Japan Anti-Doping Agency Therapeutic Use Exemption（TUE）Application Form）
国際的水準の競技者が申請する場合はすべて英語で記入し、
すべての箇所を判読可能な文字で明瞭に記入してください。
（Please complete all sections in capital letters or typing）

１．競技者に関する情報（Athlete Information）
（競技者が記入） 記 入 例
姓
（Surname）：

田 中
（漢字）

女性
（Female）

男性
（Male）

名
（Given Name）：

TANAKA
（ロ−マ字）
生年月日（西暦） 20
（Date of Birth）：19

郵便番号
123
（Postode） 0 0 0
現住所（区・町・村・字、番地）
（Address）：

4

国
（Country）：

太 郎

TARO

（漢字）

80

日本

年
（y）

12

月
（m）

都道府県
（State/Prefecture）埼

（ロ−マ字）
日
（d）

12

玉

市・郡
（City）

所

沢

南町5−6−78

TEL：+81− 1234−5678
E-mail: abc123@efgh.jp
（International code）
競技
種目・ポジション
○○○
（Sport）：
（Discipline/Position）
国際競技連盟あるいは国内競技連盟
日本 ○ ○
（International or National Sport Organization）：

○○○

○ 協会
忘れずに該当箇所にチェックを
あてはまる□に×でマークしてください。（Please mark the appropriate box:）
□私は、国際競技連盟の検査対象者登録リストに掲載されています。

（I am part of an International Federation Registered Testing Pool）

□私は、国内ドーピング防止機関(日本ではJADA)の検査対象者登録リストに掲載されています。
（I am part of a National Anti-Doping Organization Testing Pool）

□私は、国際競技連盟の規則に従って付与されたTUEが要求される国際競技大会に参加します。1

（I am participating in an International Federation event for which a TUE granted pursuant to the International
Federation's rules is required1.）
競技会名（Name of the competition）：
□上記のいずれにも該当しません。
（None of the above）
障害を有する競技者は、その障害を記載する（If athlete with disability, indicate disability）：

1

TUEが要求される競技大会のリストについては、あなたが所属する国際競技連盟に問い合わせてください。
（Refer to your International Federation for the list of designated events）

注意事項

２．医学的情報（Medical Information）
（医師が記入）
十分な医学的情報を伴う診断内容（p3の6.注を参照）
（Diagnosis with suﬃcient medical information
（see note 1）
）
：

診断名（病歴、所見、検査結果など客観的に
診断が確認できる内容を別紙で添付する。）
禁止されていない薬剤で治療可能な場合は、禁止薬剤の使用を希望する医学的正当性を記載してください。
（If a permitted medication can be used to treat the medical condition, provide clinical justiﬁcation for the
requested use of the prohibited medication）

禁止薬剤以外では治療できない理由を
明確に記載する。
期
受

極秘資料
STRICTLY CONFIDENTIAL
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付
（ADAMS）
回答送付
（ADAMS）
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日
月
月
月
月

担当者
日
日
日
日

←（JADA記入欄）

申請第

号

（Application No）

注意事項：複数の物質を含む配合剤は個々の物質名を

３．薬剤使用の詳細（Medication details）
（医師が記入） 記載する。漢方の方剤名は物質名ではない。
禁止物質（Prohibited substance（s））
一般名（Generic name）

1.

PREDNISOLONE

2.

一般名を記入

使用量
Dose

使用経路
Route

5mg/日

使用頻度
Frequency

経

3.

口

毎

日

・使用予定期間を記入のこと
・
「１度だけ」の場合は使用予定日付を記入

使用予定期間

１度だけ

緊急時
（emergency）：□

（Intended duration of treatment） （once only）：□
該当箇所にチェック・記入
（Please tick appropriate box）

または期間（週または月単位）
or duration（week /month）：

3ヶ月（2012/02/01〜2012/04/30）

この申請者は、以前にTUE申請をしたことがありますか
Have you submitted any previous TUE application

判定（Decision）:

いいえ
no □

BETAMETHASONE

申請した薬剤名（For which substance?）：

JADA

申請先（To whom?）：

はい
yes □

2008/11/22

申請日（When?）：

承認（Approved）□

非承認（Not approved）□

記 入 例
４．医師の宣誓（Medical practitioner's declaration）
（医師が記入）
私は上記の治療が医学的に適切であり、禁止リストに掲載されていない代替えの薬剤では、この医学的状態に対して
不十分であることを認証します
（I certify that the above-mentioned treatment is medically appropriate and that the use of alternative medication not
on the prohibited list would be unsatisfactory for this condition.）
氏名（Name）：

佐藤

花子

専門医療分野（Medical speciality）：

内

科

現住所
（Address）： 東京都北区西ヶ丘3−15−1
Tel: +81− 7777-8888
（International cod）
E-mail:

郵便番号
（Postcode） 1

15

0056

Fax:

sato@abcd.co.jp

医師の署名（Signature of Medical Practitioner:）

○○○○

忘れずに自筆の署名を
（西暦）
日付
20
（Date）

年
12 （y）
2

月
（m）

1

日
（d）

↓（JADA記入欄）

極秘資料
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申請第

号

（Application No）
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記 入 例
５．競技者の宣誓（Athlete's declaration）（競技者、保護者が記入）

田中 太郎
は、上記１に記載された内容が正確であること、及びWADA禁止表に掲載された物質又は方法
の使用についての承認を申請していることを認めます。私は、ドーピング防止機関（ADO）及びWADAから授権された職員、WADA
TUEC（治療目的使用に係る除外措置委員会）、並びにWADA規程の定めに基づきこの情報についての権利を有する他のADOのTUEC
及びその認可された職員に対して、医療分野における個人情報が開示されることを承認します。

私

私は、私に関する情報が私のTUE申請の審査、並びにドーピング防止違反の調査及び処理手続との関係でのみ使用されるものと理
解しています。私は、（１）私に関する情報の使用についてさらに知りたい場合、（２）アクセス権及び訂正を求める権利を行使し
たい場合、又は（３）これらの機関が私の医療情報を取得する権利を取り消したい場合には、担当医及び本申請を行ったADOに対し
て、その旨を書面で通知しなければならないことを理解しています。私が同意を取り消す前に提出されたTUE関連の情報は、ドーピ
ング防止規則違反の有無を立証することのみを目的として保持される必要があり、このことはWADA規程で要求されていることを理
解して同意します。
私は、私の個人情報が本同意と「プライバシー及び個人情報の保護に関する国際基準」に従って使用されていないと考えた場合
は、WADA又はCASに不服申立てができることを理解しています。

I, TANAKA, TARO , certify that the information under 1. is accurate and that I am requesting approval to use a
Substance or Method from the WADA Prohibited List. I authorize the release of personal medical information to the Anti-Doping
Organization (ADO) as well as to WADA authorized staﬀ, to the WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) and to
other ADO TUECs and authorized staﬀ that may have a right to this information under the provisions of the Code.
I understand that my information will only be used for evaluating my TUE request and in the context of possible anti-doping
violation investigations and procedures. I understand that if I ever wish to (1) obtain more information about the use of my
information; (2) exercise my right of access and correction or (3) revoke the right of these organizations to obtain my health
information, I must notify my medical practitioner and my ADO in writing of that fact. I understand and agree that it may be
necessary for TUE-related information submitted prior to revoking my consent to be retained for the sole purpose of establishing a
possible anti-doping rule violation, where this is required by the Code. 忘れずに自筆の署名を
I understand that if I believe that my personal information is not used in conformity with this consent and the International
Standard for the Protection of Privacy and Personal Information I can ﬁle a complaint to WADA or CAS.
競技者の署名：名字
○ ○
（Athlete's signature）（Last Name）

名前
（First Name）

○ ○

記入日：2012 年 02 月 01
日
（Date）
（y）
（m）
（d）

競技者が未成年の場合、または署名に障害のある競技者の場合は、当該親権者／保護者の署名と署名年月日を以下に記入してください。
（if the athlete is a minor or has a disabillity preventing him/her to sign this form, a parent or guardian shall sign together with or on behalf of the athlete）
親権者／保護者の署名：名字
○ ○
（Parent's/Guardian's signature）（Last Name）

名前

○ ○（First Name）

記入日：2012 年 02 月
（Date）
（y）
（m）

01

日
（d）

忘れずに自筆の署名を
６．注（Note）：
注１
Note 1

診断内容（Diagnosis）
診断内容を確認できる証明書を添付して、本申請書とともに提出しなければならない。この医学的証明書には、こ
れまでの病歴、診療所見、検査結果及び画像所見をもれなく盛り込むこと。可能であれば、報告書又は書簡の写しを
添付する。証明書の内容は、臨床上可能な限り客観的なものとし、立証不可能な状況にある場合には、他の中立的医
師の診断書を本申請書の参考資料にすることができる。（Evidence confirming the diagnosis shall be attached and

forwarded with this application. The medical evidence should include a comprehensive medical history and the
results of all relevant examinations, laboratory investigations and imaging studies. Copies of the original reports or
letters should be included when possible. Evidence should be as objective as possible in the clinical circumstances
and in the case of non-demonstrable conditions independent supporting medical opinion will assist this application.）

不備な申請書は差し戻されるので、完全な申請書にして再提出の必要がある。
（Incomplete Apllications will be returned and will need to be resubmitted）
完成させた申請書を日本アンチ・ドーピング機構に提出し、コピー１部を手元に保管しておくこと。
（Please submit the completed form to tha Japan Anti-Doping Agency and keep a copy for your records.）
提出先：日本アンチ・ドーピング機構 TUE委員会
〒115−0056 東京都北区西が丘 3 丁目15番 1 号 国立スポーツ科学センター 3 階
FAX 03−5963−8031
↓（JADA記入欄）
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 స⏝⸆ࢆ⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⌮⏤㸦ࡑࡢ⸆⏝࡛≧ࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ
Ṕ࡛᫂♧ࡍࡿࠊ࡞㸧ࡶᚲせ࡛ࡍࠋ
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࣭ヲࡋࡃࡣࠊ
ࠕJADA ྾ධ࣮࣋ࢱ㸰స⏝⸆⏝㛵ࡍࡿሗᥦ౪᭩ࠖ ϫ㸬㛵㐃᭩ᘧ H ࢆ
ཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸧࣮࣋ࢱ㸰స⏝⸆ࡢ⤒ཱྀ⏝ࡸ㈞⏝
࣭TUE ⏦ㄳࡀ๓ᚲせ࡛ࡍࠋ
㸦㸱㸬⏦ㄳᡭ⥆ࡁཧ↷㸧
࣭Ẽ⟶ᨭႍᜥ࡛࠶ࡿࡇࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵࠊࠕJADA ྾ධ࣮࣋ࢱ㸰స⏝⸆⏝㛵ࡍࡿ
ሗᥦ౪᭩ࠖグ㍕ࡉࢀࡓ᳨ᰝࢆ⾜࠸ࠊ᳨ᰝ⤖ᯝࡀ㝧ᛶ࡛࠶ࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
࣭྾ධ࣮࣋ࢱ  స⏝⸆࡛௦᭰࠼࡛ࡁ࡞࠸ṇᙜ࡞་Ꮫⓗ⌮⏤ࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡢࡳᢎㄆ
ࡉࢀࡲࡍࠋ

㸦E㸧⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ

㸧⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ྾ධ⏝
TUE ⏦ㄳࡣせ࡛ࡍࠋ
⏝ࡢ⏦࿌ࡶせ࡛ࡍࠋ

㸧⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ㌟ᢞ㸦⤒ཱྀࠊ㟼⬦ෆ㸧
 ➇ᢏእࡢሙྜࡣࠊ㌟ᢞࡘ࠸࡚ࡢ TUE ⏦ㄳࡣせ࡛ࡍࠋࡋࡋࠊ➇ᢏࡢண
ᐃࡀ࠶ࡿሙྜࡣ TUE ⏦ㄳࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
 
⏝࠸ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸⌮⏤
 ࣭Ẽ⟶ᨭႍᜥࡢᛴᛶቑᝏ
 ࣭㔜㈐ⓎసࡼࡿṚஸࡢྍ⬟ᛶ
 ࣭྾ධ⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ㧗⏝㔞⏝࠾ࡼࡧే⏝㸦⒪ࢫࢸࢵࣉ㸲㸧ࡼࡗ࡚ࡶႍ
ᜥ⟶⌮ࡀⰋ

㸦㸱㸧⏝ᮇ㛫ࡢグධ
 ࠗ྾ධࢧࣝࣈࢱ࣮ࣔࣝࠊ྾ධࢧ࣓ࣝࢸ࣮ࣟࣝ࠾ࡼࡧ྾ධ࣍ࣝࣔࢸ࣮ࣟࣝ࠘௨እࡢ྾ධ
࣮࣋ࢱ㸰స⏝⸆㸸᭱㛗㸲ᖺ㛫
࣮࣋ࢱ㸰స⏝⸆ࡢ⤒ཱྀ⏝ࡸ㈞⏝㸸᭱㛗  ᖺ㛫

⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ㌟ᢞ㸸㸯㐌㛫௨ෆࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ᭱㛗㸯ࣨ᭶㛫ࡋࠊ≧ἣᛂࡌ࡚
⥅⥆⏝ࡢሙྜࡣࠊTUE ࢆ⏦ㄳࡍࡿࠋ
➇ᢏ⪅ࡢᗣ≧ែࢆ⪃࠼ࡿࠊ㌟ᢞ୰ࡢ➇ᢏཧຍࡣᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ࠋ

㸦㸲㸧TUE ⏦ㄳᚲせ࡞ῧ᭩㢮
ࠕJADA ྾ධ࣮࣋ࢱ㸰స⏝⸆⏝㛵ࡍࡿሗᥦ౪᭩ࠖࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ࡓࡔࡋࠊ,) ᥦฟࡍࡿሙྜࡣࠊⱥᩥ࡛グ㍕ࡋࠊྠᵝ࡞ሗࡢῧࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
16

デ⒪࢞ࢻࣛࣥ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ≧ែࡢホ౯
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝⰋዲ
㸦ࡍ࡚ࡢ㡯┠ࡀヱᙜ㸧

ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ༑ศ
㸦࠸ࡎࢀࡢ㡯┠ࡀヱᙜ㸧

ႍᜥ≧㸦᪥୰࠾ࡼࡧኪ㛫㸧

࡞ࡋ

㐌 1 ᅇ௨ୖ

Ⓨస⒪⸆ࡢ⏝

࡞ࡋ

㐌 1 ᅇ௨ୖ

㐠ືࢆྵࡴάືไ㝈

ṇᖖ⠊ᅖෆ

࠶ࡾ

྾ᶵ⬟
㸦FEV1ࠊ࠾ࡼࡧ PEF㸧

ṇᖖ⠊ᅖෆ

ண ್࠶ࡿ࠸ࡣ
⮬ᕫ᭱㧗್ࡢ 80㸣ᮍ‶

PEF ࡢ᪥䠄㐌䠅ෆኚື

20㸣ᮍ‶

20㸣௨ୖ

ቑᝏ

࡞ࡋ

ᖺ 1 ᅇ௨ୖ

ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝⰋ

ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ༑ศࡢ㡯┠
ࡀ 3 ࡘ௨ୖᙜ࡚ࡣࡲࡿ

᭶ 1 ᅇ௨ୖ*

*ቑᝏࡀ᭶ 1 ᅇ௨ୖ࠶ࢀࡤࡢ㡯┠ࡀヱᙜࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝⰋホ౯ࡍࡿ

㸺 ♫ ᪥ᮏࣞࣝࢠ࣮Ꮫࠕႍᜥண㜵࣭⟶⌮࢞ࢻࣛࣥ ࠖ㸪༠⏬㸼
ႍᜥ⒪ࢫࢸࢵࣉ






ᇶ

⒪ࢫࢸࢵࣉ 

྾ධࢫࢸࣟࢻ⸆
㸦ప⏝㔞㸧

྾ධࢫࢸࣟࢻ⸆
㸦ప㹼୰⏝㔞㸧

྾ධࢫࢸࣟࢻ⸆
㸦୰㹼㧗⏝㔞㸧

྾ධࢫࢸࣟࢻ⸆
㸦㧗⏝㔞㸧

ୖグࡀ⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ
௨ୗࡢ࠸ࡎࢀࢆ⏝࠸ࡿ

ୖグ࡛༑ศ࡞ሙྜ௨
ୗ࠸ࡎࢀ୍ࢆే⏝

ୖグୗグࡢ࠸ࡎࢀ 
ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ」ᩘࢆే⏝

ୖグୗグࡢ」ᩘࢆే⏝


LTRA

LABA

LABA

LABA

ࢸ࢜ࣇࣜࣥᚎᨺ〇

䠄㓄ྜ䛾⏝ྍ䠅

䠄㓄ྜ䛾⏝ྍ䠅

䠄㓄ྜ䛾⏝ྍ䠅

LTRA

LTRA

ࢸ࢜ࣇࣜࣥᚎᨺ〇

ࢸ࢜ࣇࣜࣥᚎᨺ〇

LTRA

⟶
⌮
⸆

ࢸ࢜ࣇࣜࣥᚎᨺ〇



㛗
ᮇ



⒪ࢫࢸࢵࣉ 



⒪ࢫࢸࢵࣉ 



ᮏ

⒪

⒪ࢫࢸࢵࣉ 





䠄≧䛜⛥䛷䛒䜜䜀ᚲせ
䛺䛧䠅



ୖグࡢࡍ࡚࡛ࡶ⟶⌮
Ⰻࡢሙྜࡣୗグࡢ࠸ࡎࢀ
࠶ࡿ࠸ࡣ୧᪉ࢆ㏣ຍ

ᢠ IgE ᢠయ㸰㸧
⤒ཱྀࢫࢸࣟࢻ⸆㸱㸧
㏣
ຍ

⒪
Ⓨస⒪㸲㸧

LTRA ௨እࡢ
ᢠࣞࣝࢠ࣮⸆㸯㸧

྾ධ SABA

LTRA ௨እࡢ
ᢠࣞࣝࢠ࣮⸆㸯㸧

྾ධ SABA

LTRA ௨እࡢ
ᢠࣞࣝࢠ࣮⸆㸯㸧

LTRA ௨እࡢ
ᢠࣞࣝࢠ࣮⸆㸯㸧

྾ධ SABA

྾ධ SABA

LTRA㸸ࣟࢥࢺ࢚ࣜࣥཷᐜయᣕᢠ⸆ࠊLABA㸸㛗㛫స⏝ᛶș2 ่⃭⸆ࠊSABA㸸▷㛫స⏝ᛶș2 ่⃭⸆
1㸧ᢠࣞࣝࢠ࣮⸆ࡣࠊ࣓ࢹ࢚࣮ࢱ࣮㐟㞳ᢚไ⸆ࠊࣄࢫࢱ࣑ࣥ H1 ᣕᢠ⸆ࠊࢺࣟࣥ࣎࢟ࢧࣥ A2 㜼ᐖ⸆ࠊTh2 ࢧࢺ
࢝ࣥ㜼ᐖ⸆ࢆᣦࡍࠋ
2㸧㏻ᖺᛶ྾ධᢠཎᑐࡋ࡚㝧ᛶࡘ⾑Ύ⥲ IgE ್ࡀ 30㹼700 IU/mL ࡢሙྜ㐺⏝࡞ࡿࠋ
3㸧⤒ཱྀࢫࢸࣟࢻ⸆ࡣ▷ᮇ㛫ࡢ㛫Ḟⓗᢞࢆཎ๎ࡍࡿࠋࡢ⸆࡛⒪ෆᐜࢆᙉࡋࠊࡘ▷ᮇ㛫ࡢ㛫Ḟᢞ࡛ࡶ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜࡣࠊᚲせ᭱ᑠ㔞ࢆ⥔ᣢ㔞ࡍࡿࠋ
4㸧㍍ᗘࡢⓎసࡲ࡛ࡢᑐᛂࢆ♧ࡋࠊࡑࢀ௨ୖࡢⓎసࡘ࠸࡚ࡣ 7-2 ࢆཧ↷ࠋ
㸦ὀ㸸7-2 ࡣࠊฟࡢู㡯ࠕᛴᛶቑᝏ㸦Ⓨస㸧
ࡢᑐᛂ㸦ᡂே㸧ࠖ㸧

㸺 ♫ ᪥ᮏࣞࣝࢠ࣮Ꮫࠕႍᜥண㜵࣭⟶⌮࢞ࢻࣛࣥ ࠖ㸪༠⏬㸼
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䠏䠊៏ᛶ⅖ᛶ⭠ᝈ㻌

㼀㼁㻱 ⏦ㄳୖࡢὀពⅬ
 ࣭ึⓎࠊ⇞ࡢ⦆ゎᑟධ⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ㌟ⓗ⏝ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
  Ѝ⏝ࡋࡓሙྜࠊᚲせᛶࡢ᰿ᣐࢆࡲ࡛ࡢ⒪⤒㐣㸦ࡢ⒪ຠᯝ➼㸧ࢆྵࡵ࡚
ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
࣭➇ᢏ᳨ᰝ࡛⚗Ṇᑐ㇟࡞ࡿ
࣭TUE ⏦ㄳࡀᚲせ ㌟ⓗ⏝㸦㟼ὀ࣭⤒ཱྀ࣭⤒┤⭠࡞㸧
࣭⥭ᛴࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏝ᚋ⏦ㄳ࡛ࡶᢎㄆࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿ
࣭ᮇ㛫ࡢ⏦ㄳ ᭱㛗㸯ᖺ㛫㸦ྍ⬟࡞㝈ࡾ▷ࡃࡍࡿ㸧
࣭⏬ീᡤぢࡸ⌮ᡤぢࡢሗ࿌᭩ࢥࣆ࣮ࡣᚲ㡲࡛ࠊ⏬ീࡢῧࡀᮃࡲࡋ࠸
࣭ᖖ᭩㢮ࡀసࢀࡿ‽ഛࢆࡋ࡚࠾ࡃࡇ




㸦㸯㸧₽⒆ᛶ⭠⅖
㹟㸬デ᩿㸸
ཌ⏕ປാ┬≉ᐃᝈ㞴ᛶ⅖ᛶ⭠⟶㞀ᐖㄪᰝ◊✲⌜ デ᩿ᇶ‽ࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


㹠㸬⒪⸆
⚗Ṇ≀㉁࡛࠶ࡿ⒪⸆㸸
 ⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ ㌟ⓗ⏝㸦㟼ὀ࣭⤒ཱྀ࣭⤒┤⭠࡞㸧
⚗Ṇ≀㉁࡛࡞࠸⒪⸆㸸
5-࣑ࣀࢧࣜࢳࣝ㓟〇


㹡㸬TUE ⏦ㄳ࡛ᚲせ࡞ῧ᭩㢮
㸦デ᩿᰿ᣐࢆᐈほⓗド᫂ࡍࡿ᭩㢮S㸱 㸲 E ཧ↷㸧
࣭ヲ⣽࡞Ṕ
࣭⭠ෆど㙾᳨ᰝ࣭⏕᳨⌮ࠊὀ⭠᳨ᰝࡢᡤぢ࣏࣮ࣞࢺࡢࢥࣆ࣮
࣭⮫ᗋ≧ࠊ㔜ᗘ
࣭౽ᇵ㣴ࠊ౽༸᳨ᰝࠊ⾑Ύ࣓࣮ࣂᢠయ౯ࠊࡑࡢ㝖እデ᩿
࣭⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ⏝ࡢ⤒㐣
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㸦㸰㸧ࢡ࣮ࣟࣥ
㹟㸬デ᩿㸸
ཌ⏕ປാ┬≉ᐃᝈ㞴ᛶ⅖ᛶ⭠⟶㞀ᐖㄪᰝ◊✲⌜ デ᩿ᇶ‽ࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


㹠㸬⒪⸆⒪᪉ἲ
 ⚗Ṇ≀㉁࡛࠶ࡿ⒪⸆㸸
⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ ㌟ⓗ⏝㸦㟼ὀ࣭⤒ཱྀ࣭⤒┤⭠࡞㸧
⚗Ṇ≀㉁࡛࡞࠸⒪⸆⒪᪉ἲ㸸
ᰤ㣴⒪ἲ㸦⤒⭠ᰤ㣴⒪ἲࠊ㟼⬦ᰤ㣴⒪ἲ㸧
5-࣑ࣀࢧࣜࢳࣝ㓟〇⸆
  චᢚไ⸆
  ᢠ TNF-

㹡㸬TUE ⏦ㄳ࡛ᚲせ࡞ῧ᭩㢮 
㸦デ᩿᰿ᣐࢆᐈほⓗド᫂ࡍࡿ᭩㢮S㸱 㸲 E ཧ↷㸧

 ࣭ヲ⣽࡞Ṕ
 ࣭⭠ෆど㙾࣭⏕᳨⌮ࠊὀ⭠㐀ᙳࠊᑠ⭠㐀ᙳࡢᡤぢ࣏࣮ࣞࢺࡢࢥࣆ࣮
 ࣭⮫ᗋ≧ࠊ㔜ᗘࠊ㝖እデ᩿
 ࣭⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ⏝ࡢ⤒㐣
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䠐䠊⢾ᒀ㻌

㹟㸬⏦ㄳࡢὀពⅬ
࣭⒪⏝ࡉࢀࡿࣥࢫࣜࣥ GLP-1 ࢼࣟࢢ㸦GLP-1 ཷᐜయసື⸆㸧ࡣᖖ⚗Ṇ
ࡉࢀࡿ≀㉁࡞ࡢ࡛ࠊ⏝࠶ࡓࡗ࡚ࡣ TUE ⏦ㄳࡀᚲせ࡛ࡍࠋ
࣭㸯ᆺ⢾ᒀ࡛ࡣࣥࢫࣜࣥࡣ⏕ᾭᚲせ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊุᐃ᭩ TUE ᢎㄆ᭷ຠᮇ㝈ࡀグ
ࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊ᭷ຠᮇ㛫ෆ⥅⥆⏦ㄳࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⥅⥆⏦ㄳࡣ᭱㏆ࡢࢹ࣮ࢱ
ࢆῧࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣭ࡑࢀ௨እࡢ⢾ᒀ࡛ࡶࣥࢫࣜࣥࡀᚲせ࡞ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࣭⢾ᒀ᫃╧ࡢ㝿ࡢࣥࢫࣜࣥ⒪ࡣࠊ⥭ᛴ⒪⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
࣭ࣥࢫࣜࣥ GLP-1 ࢼࣟࢢ(GLP-1 ཷᐜయసື⸆)ࡣ⚗Ṇ≀㉁ヱᙜࡍࡿࡢ࡛ࠊTUE

⏦ㄳࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡑࡢࡢᢠ⢾ᒀ⸆ࡣ⚗Ṇ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ


㹠㸬⢾ᒀࡢデ᩿ᇶ‽
᪥ᮏ⢾ᒀᏛ ⢾ᒀデ᩿ᇶ‽ࢆཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


㹡㸬ࣥࢫࣜࣥ⒪ἲࡢ㐺ᛂࡢᇶ‽
ձࣥࢫࣜࣥ⒪ἲࡢ⤯ᑐⓗ㐺ᛂ
࣭ࣥࢫࣜࣥ౫Ꮡ≧ែ
࣭⢾ᒀ᫃╧㸦⢾ᒀࢣࢺࢩࢻ࣮ࢩࢫࠊ㧗⾑⢾㧗ᾐ㏱ᅽ᫃╧ࠊங㓟ࢩࢻ࣮ࢩࢫ㸧
࣭㔜ࡢ⫢㞀ᐖࠊ⭈㞀ᐖࢆྜేࡋ࡚࠸ࡿࡁ
࣭㔜ឤᰁࠊእയࠊ୰⛬ᗘ௨ୖࡢእ⛉ᡭ⾡㸦㌟㯞㓉⾜࡞㸧ࡢࡁ
࣭⢾ᒀྜేዷፎ㸦ዷፎ⢾ᒀ࡛㣗⒪ἲࡔࡅ࡛Ⰻዲ࡞⾑⢾ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀᚓࡽࢀ
࡞࠸ሙྜࡶྵࡴ㸧
࣭㟼⬦ᰤ㣴ࡢ⾑⢾ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ

ղࣥࢫࣜࣥ⒪ἲࡢ┦ᑐⓗ㐺ᛂ
࣭ࣥࢫࣜࣥ㠀౫Ꮡ≧ែࡢ࡛ࡶࠊⴭ᫂࡞㧗⾑⢾㸦ࡓ࠼ࡤࠊ✵⭡⾑⢾್ 250mg/dl
௨ୖࠊ㝶⾑⢾್ 350mg/dl ௨ୖ㸧ࢆㄆࡵࡿሙྜ
࣭⤒ཱྀ⾑⢾㝆ୗ⸆⒪ἲ࡛ࡣⰋዲ࡞⾑⢾ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ሙྜ㸦SU ⸆ࡢ୍ḟ
↓ຠࠊḟ↓ຠ࡞㸧
࣭ࡸࡏᆺ࡛ᰤ㣴≧ែࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
࣭⢾㉁ࢥࣝࢳࢥࢻ⒪㧗⾑⢾ࢆㄆࡵࡿሙྜ
࣭ࣈࢻ࢘⢾ẘᛶࢆ✚ᴟⓗゎ㝖ࡍࡿሙྜ
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ᚲ㡲㡯㸸
࣭ࣥࢫࣜࣥ⒪ἲࡢ㐺ᛂࢆド᫂ࡍࡿࢹ࣮ࢱ
࣭ᐙ᪘Ṕ࣭⌧Ṕ࣭⫧‶Ṕ
࣭⒪⤒㐣
࣭ฎ᪉࠾ࡼࡧฎ᪉㔞➼

㸯ᆺ⢾ᒀࡢሙྜ㸸
࣭ࣥࢫࣜࣥࡢᇶ♏ศἪࠊ㏣ຍศἪࡢపୗ
 ᒀ୰ CPR ್ࡢ㧗ᗘࡢపୗ
 ึデࡸ✵⭡ࡢ⾑⢾㧗್
 ࢣࢺࢩࢻ࣮ࢩࢫ㸦ᒀ୰ࢣࢺࣥ㸸㝧ᛶ㸧
࣭⮬ᕫᢠయ㸦ᢠ GAD ᢠయ➼㸧ࡢᏑᅾ
࣭HbA1c ࡢ㧗್
ࡑࡢࡢࣥࢫࣜࣥ⒪ἲࡢ㐺ᛂ㸸
࣭⌮⏤ࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ
࣭Ⴔዲရࠊయ㔜ࠊBMI ኚࢆྵࡵࡓ⏕άṔ
࣭デ᩿ࡉࢀ࡚ࡽཷࡅࡓᣦᑟࠊ⒪ࡢෆᐜ࡞ࡽࡧ⥅⥆≧ἣ➼ࢆྵࡵࡓ⒪Ṕ
࣭་ࡣ⢾ᒀᑓ㛛་࡛࠶ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸
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WADA ࡢࠗMedical Information to Support the Decisions of TUECs࠘
㸦 http://www.wada-ama.org/en/Science-Medicine/TUE/Medical-information-to-suppo
rt-the-decisions-of-TUECs/㸧ࢆཧ⪃ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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【JADA TUE申請書】
（Japan Anti-Doping Agency Therapeutic Use Exemption
（TUE）Application Form）
国際的水準の競技者が申請する場合はすべて英語で記入し、
すべての箇所を判読可能な文字で明瞭に記入してください。
（Please complete all sections in capital letters or typing）

１．競技者に関する情報（Athlete Information）
（競技者が記入）
姓
（Surname）：

名
（Given Name）：
（漢字）

女性
（Female）

男性
（Male）

郵便番号
（Postode）
現住所（区・町・村・字、番地）
（Address）：

（ロ−マ字）

（漢字）

生年月日（西暦） 20
（Date of Birth）：19

年
（y）

国
（Country）：

TEL：+81−
E-mail:
（International code）
競技
（Sport）：
国際競技連盟あるいは国内競技連盟
（International or National Sport Organization）：

（ロ−マ字）

月
（m）

都道府県
（State/Prefecture）

日
（d）
市・郡
（City）

種目・ポジション
（Discipline/Position）

あてはまる□に×でマークしてください。（Please mark the appropriate box:）
□私は、国際競技連盟の検査対象者登録リストに掲載されています。
（I am part of an International Federation Registered Testing Pool）
□私は、国内ドーピング防止機関(日本ではJADA)の検査対象者登録リストに掲載されています。
（I am part of a National Anti-Doping Organization Testing Pool）
□私は、国際競技連盟の規則に従って付与されたTUEが要求される国際競技大会に参加します。1
（I am participating in an International Federation event for which a TUE granted pursuant to the International
Federation's rules is required1.）
競技会名（Name of the competition）：
□上記のいずれにも該当しません。
（None of the above）
障害を有する競技者は、その障害を記載する（If athlete with disability, indicate disability）：

1

TUEが要求される競技大会のリストについては、あなたが所属する国際競技連盟に問い合わせてください。
（Refer to your International Federation for the list of designated events）

２．医学的情報（Medical Information）
（医師が記入）
十分な医学的情報を伴う診断内容（p3の6.注を参照）
（Diagnosis with suﬃcient medical information（see note 1））：

禁止されていない薬剤で治療可能な場合は、禁止薬剤の使用を希望する医学的正当性を記載してください。
（If a permitted medication can be used to treat the medical condition, provide clinical justiﬁcation for the
requested use of the prohibited medication）

期
受

極秘資料
STRICTLY CONFIDENTIAL
p1/4

付
（ADAMS）
回答送付
（ADAMS）
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日
月
月
月
月

担当者
日
日
日
日

←（JADA記入欄）

申請第

号

（Application No）

３．薬剤使用の詳細（Medication details）
（医師が記入）
禁止物質（Prohibited substance（s））
一般名（Generic name）

使用量
Dose

使用経路
Route

使用頻度
Frequency

1.
2.
3.
使用予定期間

１度だけ

緊急時
（emergency）：□

（Intended duration of treatment） （once only）：□
該当箇所にチェック・記入
（Please tick appropriate box）

または期間（週または月単位）
or duration（week /month）：

この申請者は、以前にTUE申請をしたことがありますか
Have you submitted any previous TUE application

はい
yes □

いいえ
no □

申請した薬剤名（For which substance?）：
申請先（To whom?）：
判定（Decision）:

申請日（When?）：
承認（Approved）□

非承認（Not approved）□

４．医師の宣誓（Medical practitioner's declaration）（医師が記入）
私は上記の治療が医学的に適切であり、禁止リストに掲載されていない代替えの薬剤では、この医学的状態に対して
不十分であることを認証します
（I certify that the above-mentioned treatment is medically appropriate and that the use of alternative medication not
on the prohibited list would be unsatisfactory for this condition.）
氏名（Name）：
専門医療分野（Medical speciality）：
現住所
（Address）：
Tel: +81−
（International cod）

郵便番号
（Postcode）
Fax:

E-mail:
医師の署名（Signature of Medical Practitioner:）
（西暦）
日付
20
（Date）

年
（y）

月
（m）

日
（d）

↓（JADA記入欄）

極秘資料
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５．競技者の宣誓（Athlete's declaration）（競技者、保護者が記入）

私

は、上記１に記載された内容が正確であること、及びWADA禁止表に掲載された物質又は方法
の使用についての承認を申請していることを認めます。私は、ドーピング防止機関（ADO）及びWADAから授権された職員、WADA
TUEC（治療目的使用に係る除外措置委員会）、並びにWADA規程の定めに基づきこの情報についての権利を有する他のADOのTUEC
及びその認可された職員に対して、医療分野における個人情報が開示されることを承認します。
私は、私に関する情報が私のTUE申請の審査、並びにドーピング防止違反の調査及び処理手続との関係でのみ使用されるものと理
解しています。私は、（１）私に関する情報の使用についてさらに知りたい場合、（２）アクセス権及び訂正を求める権利を行使し
たい場合、又は（３）これらの機関が私の医療情報を取得する権利を取り消したい場合には、担当医及び本申請を行ったADOに対し
て、その旨を書面で通知しなければならないことを理解しています。私が同意を取り消す前に提出されたTUE関連の情報は、ドーピ
ング防止規則違反の有無を立証することのみを目的として保持される必要があり、このことはWADA規程で要求されていることを理
解して同意します。
私は、私の個人情報が本同意と「プライバシー及び個人情報の保護に関する国際基準」に従って使用されていないと考えた場合
は、WADA又はCASに不服申立てができることを理解しています。

I,

, certify that the information under 1. is accurate and that I am requesting approval to use a
Substance or Method from the WADA Prohibited List. I authorize the release of personal medical information to the Anti-Doping
Organization (ADO) as well as to WADA authorized staﬀ, to the WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) and to
other ADO TUECs and authorized staﬀ that may have a right to this information under the provisions of the Code.
I understand that my information will only be used for evaluating my TUE request and in the context of possible anti-doping
violation investigations and procedures. I understand that if I ever wish to (1) obtain more information about the use of my
information; (2) exercise my right of access and correction or (3) revoke the right of these organizations to obtain my health
information, I must notify my medical practitioner and my ADO in writing of that fact. I understand and agree that it may be
necessary for TUE-related information submitted prior to revoking my consent to be retained for the sole purpose of establishing a
possible anti-doping rule violation, where this is required by the Code.
I understand that if I believe that my personal information is not used in conformity with this consent and the International
Standard for the Protection of Privacy and Personal Information I can ﬁle a complaint to WADA or CAS.

競技者の署名：名字
（Athlete's signature）（Last Name）

名前
（First Name）

記入日：
（Date）

年
（y）

月
（m）

日
（d）

競技者が未成年の場合、または署名に障害のある競技者の場合は、当該親権者／保護者の署名と署名年月日を以下に記入してください。
（if the athlete is a minor or has a disabillity preventing him/her to sign this form, a parent or guardian shall sign together with or on behalf of the athlete）
親権者／保護者の署名：名字
（Parent's/Guardian's signature）（Last Name）

名前
（First Name）

記入日：
（Date）

年
（y）

月
（m）

日
（d）

６．注（Note）：
注１
Note 1

診断内容（Diagnosis）
診断内容を確認できる証明書を添付して、本申請書とともに提出しなければならない。この医学的証明書には、こ
れまでの病歴、診療所見、検査結果及び画像所見をもれなく盛り込むこと。可能であれば、報告書又は書簡の写しを
添付する。証明書の内容は、臨床上可能な限り客観的なものとし、立証不可能な状況にある場合には、他の中立的医
師の診断書を本申請書の参考資料にすることができる。（Evidence confirming the diagnosis shall be attached and

forwarded with this application. The medical evidence should include a comprehensive medical history and the
results of all relevant examinations, laboratory investigations and imaging studies. Copies of the original reports or
letters should be included when possible. Evidence should be as objective as possible in the clinical circumstances
and in the case of non-demonstrable conditions independent supporting medical opinion will assist this application.）

不備な申請書は差し戻されるので、完全な申請書にして再提出の必要がある。
（Incomplete Apllications will be returned and will need to be resubmitted）
完成させた申請書を日本アンチ・ドーピング機構に提出し、コピー１部を手元に保管しておくこと。
（Please submit the completed form to tha Japan Anti-Doping Agency and keep a copy for your records.）
提出先：日本アンチ・ドーピング機構 TUE委員会
〒115−0056 東京都北区西が丘 3 丁目15番 1 号 国立スポーツ科学センター 3 階
FAX 03−5963−8031
↓（JADA記入欄）
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確

認

書

【TUE 申請時の添付資料】
１．TUE 申請時には、以下の書類を整えて申請してください。

TUE 申請書 ＋ 確認書（本件文章）

＋

添付資料

一般のTUE 申請の添付資料としては、
 臨床経過を記載した文書
 診察所見、必要に応じて写真
 検査結果、必要に応じてデータ、報告書コピー
 画像所見、フィルム

２．吸入サルブタモール・サルメテロール以外の吸入ベータ２作用薬を申請する場合
JADAホームページより「JADA吸入ベータ２作用薬使用に関する情報提供書」
をダウンロードし添付すること

【医療行為の正当性の確認】
以下の６ 項目に  することにより、各項目に該当していることの確認を行い、医
療行為の正当性を確認してください。

□ 医療行為は、特定選手の疾病または傷害を治療するために必要なものでなければ
ならない、
□ その状況下で、ドーピングの定義に該当しない有効な治療が他にないこと、
□ その医療行為が選手の運動能力を高めないこと、
□ その医療行為に先立って、選手の医学的診断がなされていること、
□ その医療行為が資格のある医療担当者により、適切な医療環境においてきちんと
実施されること、
□ その医療行為にかかわる適切な記録が保持されており、閲覧できること。

申請に必要な書類を確認した上で署名してください
日付：

年

月

日

医師の署名：

極秘資料
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