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アンチ・ ドーピ ング 活 動に つい て  

 

拝啓  春 暖の候 、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。  

東京２０ ２０オ リンピ ック・パ ラリンピ ックが 目の前 にや って きました 。日本で

素晴らし い競技 が開催 され るこ と、見 るこ とを心 待ちに してい ます。 そ のよう な

素晴らし いスポ ーツの 祭典 では 、正々堂 々と勝 ってこ そスポ ー ツの真の 勝利が あり

ます。筋 肉を強 くする 薬や呼 吸 を助ける 薬など を使用 し競 技力 を高めよ うとす るこ

とはドー ピング 違反と なり ます 。選手 だけ でなく 、選 手の関 係 者もドー ピング 違反

に問われ ます。違反し た競技 者 や指導者 は練習 を含む スポ ーツ 活動の停 止や競 技会

参加の停 止 、成績 の取り 消しな ど厳しい 罰則が 科せら れま す。それは障 がい者 スポ

ーツにお いても 同様で す。  

障がい者 スポー ツの特 徴と して 、な んらか の 治療 を行っ ている 選手も多 く 、服薬

している 薬がド ーピン グ禁 止薬 である 場 合があ ります 。それ を 知らずに 服用し た場

合も、ドーピ ング違 反とな りま す。ま た、うっか りと市 販の風 邪薬を飲 んで出 たた

めドーピ ング違 反にな るこ とも あります 。  

薬やサプ リメン トの摂 取は 選手 の自己責 任とな ってお りま すの で、選手 のひと り

ひとりが アンチ・ドー ピング の 知識や意 識を高 く持っ て取 り組 んでいた だくよ うお

願いしま す 。後述 のアン チ・ド ーピング 啓発ス ライド 及び 紹介 しており ますサ イト

をくまな くご覧 いただ き 、アン チ・ド ーピ ング 活 動の重 要性を 再度ご認 識いた だき

ますよう お願い します 。  

啓発スラ イドに 沿って 調べ た結 果、服用 してい る薬が 禁止 薬で ある場合 や禁止 薬

であるか どうか 不明な 場合 は、『薬物調 査のご 案内』 に従 って 薬物調査 書をご 提出

ください （後日 ＨＰに 掲載 ）。 また、す でにＴ ＵＥ（ ドー ピン グ禁止薬 治療的 使用

の許可証 ）をお 持ちの 方は その 有効期限 の確認 をお願 いし ます 。  

サプリメ ントに ついて は日 本ア ンチ・ド ーピン グ機構 の認 定制 度が終了 となり ま

した。摂 取にお いては 選手 の自 己責任と なりま すので 、十 分に ご注意く ださい 。  

 今後 、アン チ・ドーピ ング 活 動はます ます重 要とな り、ドー ピング検 査も増 えま

すので、 JP大会や 日本パ ラ選手 権大会等 に出場 を予定 され てい る選手は 必ずご 確

認いただ きます ようお 願い しま す。  

皆様の、 ますま すのご 活躍 を祈 念いたし ます。            敬 具  


