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国際競技会に参加する場合のＴＵＥ申請について

２０１４年１月１日以降は、国際競技会に参加する競技者のＴＵＥ申請は、ＦＩＡに申請しなければ
ならないことが、ＦＩＡから発表されました。
以下にＦＩＡから発表された「Therapeutic Use Exemptions (TUE) Important information for all drivers
and co-drivers」（治療目的使用に係る除外措置(TUE)すべてのドライバーおよびコ・ドライバーへの重
要なお知らせ）の和訳版と英語による原文を掲載いたします。

（和訳版）

FIA（国際自動車連盟）
治療目的使用に係る除外措置(TUE)
すべてのドライバーおよびコ・ドライバーへの重要なお知らせ

→TUE とは何か？
年に１度（あるいは、必要がある場合はさらに高頻度で）、世界ドーピング防止機構は競技会（時）
および/または競技会外において使用が禁止される物質および方法を一覧に掲載し発行している。この
一覧表は「禁止表」と呼ばれる（www.fia.com/sports/fia-anti-doping-regulations より入手可能）。
しかしながら、医療上の理由により、ドライバーが禁止物質を含有する薬物あるいは禁止される方法
を使用する必要がある場合（許可される薬剤をその代わりに使用することができないため）には、「治
療目的使用に係る除外措置（TUE）
」の要請を管轄の機関に行うことができる（下記参照）
。
こ の た め の 申 請 に は 、 FIA の 公 式 ウ エ ブ サ イ ト か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き る 書 式
（www.fia.com/sports/anti-doping/therapeutic-use-exemptions)あるいは、国内ドーピング防止機関（注）
から入手可能な書式を使用しなければならない。
重要：
TUE の申請は、禁止物質あるいは方法の使用を必要とする治療の臨床上の理由を解説する、完全且
つ詳細な書類を伴って送付されなければならない。その書類には、これまでの病歴、検査結果、いかに
して本人の疾病／障害／負傷がその経過期間に渡り処置されてきたか、また禁止されていない薬物治療
や方法を使用する一切の試みについての記述が含まれること。
→TUE 書式は誰が記入するべきか？
当該ドライバーの担当医。ドライバーが関連情報のすべてを提供できるようその担当医が TUE の医
療的要件を再検討しなければならない。

→TUE 書式の申請はいつ行うべきか？
・ シーズン開始あるいは次の参加競技会の遅くとも３０日前。
・ 国内検査対象者登録リストあるいは FIA 国際検査対象者登録リストに登録されている場合には、そ
のリストに登録される時点。
・ 緊急処置あるいは急性病状の治療が必要である場合については直ちに。

→申請は誰に提出すべきか？
以下の場合には FIA へ：
・FIA 国際検査対象者登録リストに登録されている場合。
・国際競技会(1)への参加を計画している場合。
以下の場合には管轄の国内ドーピング防止機関（注）へ：
・国内競技会への参加を計画している場合。
(1)

２０１４年１月１日開始

さらに詳細な情報については www.fia.com/sports/fia-anti-doping-regulations 国際モータースポーツ競
技規則付則 A 項第４条５項および WADA 治療目的使用に係る除外措置に関する国際基準を確認してく
ださい。

２０１３年１１月６日 FIA メディカル＆アンチドーピング部門

（注）日本の“国内ドーピング防止機関”は“公益財団法人日本アンチ･ドーピング機構（ＪＡＤＡ）”
http://www.playtruejapan.org/です。

※原文は次ページに掲載しております。
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Therapeutic Use Exemptions (TUE)
Important information for all drivers and co-drivers
 What is a TUE?
Once a year (or more frequently if required), the World Anti-Doping Agency issues a list of substances
and methods the use of which is prohibited in and/or out of competition. This list is called the
“Prohibited List” (available on www.fia.com/sports/fia-anti-doping-regulations).
However, if, for medical reasons, a driver needs to use a drug containing a prohibited substance or a
prohibited method (because no permitted medicine can be used instead), a request for a “Therapeutic
Use Exemption” (TUE) can be made to the competent organisation (see below).
For this, an application must be made using the official form which can be downloaded from the FIA
website (www.fia.com/sports/anti-doping/therapeutic-use-exemptions) or which can be obtained from
any National Anti-Doping Organisation.
IMPORTANT:
Complete and detailed documentation explaining the clinical reasons for the therapy requiring the use
of a prohibited substance or method must be sent together with the TUE request. It should include
the patient’s history, test results, how the disease/disorder/injury has been managed over time, and
any and all attempts to use non-prohibited medications and methods.

 Who should fill in the TUE form?
The driver’s doctor, who must review the medical requirements for the TUE so that he or she can
provide all of the relevant information.

 When should the TUE form be submitted?


no later than 30 days before the beginning of the season or the next competition



if you are part of your National Registered Testing Pool or the FIA International Registered Testing
Pool: at the moment of your inclusion in this pool



immediately for emergency treatment or if treatment of an acute medical condition is necessary.

 To whom should the application be submitted?
To the FIA if you are:
•

included in the FIA International Registered Testing Pool

•

planning to participate in an international competition(1)

To your National Anti-Doping Organisation if you are:
•
(1)

planning to participate in a national competition.
starting from 01.01.2014

For further information, please check www.fia.com/sports/fia-anti-doping-regulations Article 4.5 of
Appendix A to the International Sporting Code and the WADA International Standard for Therapeutic
Use Exemptions.
FIA medical and anti-doping affairs, 6 November 2013

