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１．TUE（治療使用特例）申請
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、TUE が承認されていなければ、医療上の理由でも禁止物質・禁止方法を使用
することはできません。もし、使用してしまうと「アンチ・ドーピング規則違反」と判断されることに
なります。
下記の承認条件を確認し、十分注意して手続きを行ってください。原則として TUE が必要な大会の30
日前までに申請する必要があります
【TUE の承認条件】
・治療をする上で使用しないと健康に重大な影響を及ぼすことが予想される
・ほかに代えられる合理的な治療方法がない
・使用しても、健康を取り戻す以上に競技力を向上させる効果をうまない
・ドーピングの副作用に対する治療ではない
【TUE 申請】
①使用する薬が禁止物質か再度確認
Global DRO の検索結果、スポーツファーマシストへの質問メールなどの履歴は保管してください。
②TUE 申請の期限と申請先を確認
③TUE 申請の書類を準備
④申請
⑤審査
申請書類に不備があったり、必要な情報が不足している場合は再提出が必要です。
⑥判定を受け取る
申請内容に対して「付与」もしくは「却下」の判定書を受け取ります。付与された場合、判定書には
物質、方法、期間が記載されているので必ず確認してください。

２．治療使用特例（TUE）申請の手順
申請を行う場合は以下の手順に沿って下さい。競技レベル、参加する競技会によって申請先、使用書
式が変わりますので注意してください。
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・申請には申請書と医療情報（英語表記）が必要です。時間に余裕を持ち、主治医と連携することが重
要です。
・日本カーリング選手権大会、日本 MD カーリング選手権大会の 30 日前までに提出が必要です。
・JADA から居場所情報の提出を求められていない選手が、日本カーリング選手権大会、日本 MD カー
リング選手権大会以外の大会に参加する場合、JADA からの TUE 申請連絡があったとき JADA の TUE
委員会へ書類を提出してください
※注１）International level athlete とは以下の大会に参加する選手、もしくは WCF の検査対象者登録リ
スト(Registered Testing Pool/ Team Testing Pool)へ登録された選手を指します。詳細は WCF ホーム
ページ(https://worldcurling.org/curlclean/tues/)をご参照下さい。
・オリンピック・パラリンピック競技
・世界男子・女子カーリング選手権
・世界ジュニアカーリング選手権
・世界ミックスダブルスカーリング選手権
・世界車いすカーリング選手権
・世界カーリング選手権最終予選

・世界ミックスダブルスカーリング選手権最終予選
・ヨーロッパカーリング選手権
・パシフィックアジアカーリング選手権
・アメリカチャレンジ
・オリンピック最終予選
・カーリングワールドカップ
※注２）National level athlete とは以下の大会に参加する選手を指します。詳細は WCF ホームページ
(https://worldcurling.org/curlclean/tues/)をご参照下さい。
・世界シニアカーリング選手権
・世界ジュニア B ディビジョンカーリング選手権
・世界車いす B ディビジョンカーリング選手権
・世界ミックスカーリング選手権
※ 注 3 ） 申 請 文 書 は WCF の ホ ー ム ペ ー ジ (https://worldcurling.org/curlclean/tues/) の TUE
Downloads-TUE Application Form からダウンロード可能です。申請先は WCF TUE Committee で
tue@worldcurling.org もしくは FAX: +44 1738 451641。
※注４）申請文書は JADA のホームページ(https://www.realchampion.jp/download/6)からダウンロード
可能です。以下の住所に郵送で提出してください。
〒115－0056 東京都北区西が丘 3－15－1 国立スポーツ科学センター内
公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構 TUE 委員会
FAX：03－5963－5709(FAX で申請した場合は必ず原本を郵送)

3．相互承認について
JADA が付与、承認する TUE は、通常は国内アスリートからの申請を対象とします。この申請が一定
の基準を満たし、JADA での承認内容が WCF の TUE 委員会で承認されることを「相互承認」と呼びま
す。相互承認が認められなかった場合、アスリートは WADA に審査を求めることができます。
・JADA で付与された TUE は、WCF によって相互承認する必要があるため、WCF へ TUE の状況を提
示してください。(WCF の RTP/TTP に含まれない International Level Athlete は自動承認のため、
ADAMS への登録状況の確認のうえ、tue@worldcurling.org へ提出ください。）
・WCF の TUE が付与されているアスリートが日本国内の競技会（日本カーリング選手権大会、日本
MD カーリング選手権大会）に参加する場合、事前に JADA TUE 委員会へ TUE 付与されていることを
連絡してください

4. 緊急で治療が必要な場合 遡及的(そきゅうてき)TUE
緊急で禁止物質、禁止方法を使って治療をしないと命に関わったり、健康に重大な影響を及ぼす場合、
TUE が認められる前に医療機関にて治療を受けることができます。治療後速やかに TUE 申請すること
が必要です。その際 TUE 申請書類に加え緊急性を証明する記録(書式自由)が必須です。

5.

TUE 申請書の注意点

・申請書は 6 枚、TUE 審査用確認フォーム 1 枚(JADA のみ)、WADA の再審査があるので英語記入が必
須です。
・TUE 審査用確認フォームについて、TUE 申請書および医療情報は個人情報です。審査に必要な情報が
不足していると、追加情報が必要な場合があります。確実に連絡を取ることができる連絡先を記載して
ください。
・TUE 申請の書類は最新の書式をダウンロードしてください。
・禁止物質を使用しなければ治療できない理由を客観的に示すことが必要です。
・治療期間は、原則申請後から治療を予定している期間を記載してください。

6.

TUE 申請時の参考情報(主治医に教えてください)
①JADA 公式ホームページ

医療関係のかたへ

https://www.playtruejapan.org/medical/
「患者さんがもしアスリートだったら」を参照
②Medical Information to Support the Decisions of TUECs
https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f%5B0%5D=field_resource_collections%3A158
③医師のための TUE 申請ガイドブック
https://www.realchampion.jp/download/6
申請が多い疾患については疾患別の医療情報例を参照してください

7．最後に
・アスリートは、身体に摂り入れるものに責任を持つことが求められます。飲食等の管理や薬を服用す
る際の確認はもちろん、日常にあるリスクを認識したうえで正しい選択をしていくことが自分を守ると
ても重要な行動となります。飲食（特に外食）、薬、サプリメントなどは記録するようにしましょう。
・TUE 申請は自分の記録のために写しを保管してください。
・本文書の内容についての問い合わせ、質問などは、医科学委員会(jca-ikagaku@curling.or.jp)までお願
いします。また、TUE 申請するときも医科学委員会へご連絡ください。

参考ホームページ一覧
・World Curling Federation, Therapeutic Use Exemptions (TUEs)
https://worldcurling.org/curlclean/tues/
・JADA TUE（治療使用特例）申請書類ダウンロードページ,
https://www.realchampion.jp/download/6
・JADA サプリメント分析認証プログラム終了について
https://www.playtruejapan.org/topics/2019/000378.html
以上

