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0国体実施競技団体スポーツ医科学部長
和歌山県スポーツ医科学委員会委員
公益社団法人和歌山県体育協会
事

務

担

当

ドーピング防止教育・啓発教材の配布について

平素より本協会諸事業に深い御理解と御協力を賜り、感謝申し上げます。
さて、標記について、公益財団法人日本体育協会スポーツ科学研究室より下記のとお
り送付がありました。

つきましては、教材を送付いたしますので、選手等への周知のほど対応方よろしくお
願いします。
記
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ドーピング防止使用可能薬リストー2013年3月改訂版
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公益社団法人和歌山県体育協会
事務局

総務係長

志場

俊之

TEL
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FAX

073−433−4408

E−mail：Waka−taikyoO2＠wakayama−taikyo．or．jp
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7月23日

Q国体実施競技団体医科学担当者
和歌山県スポーツ医科学委員会委員
公益社団法人和歌山県体育協会
事

務

担

当

「GlobalDrugReferenceOnlineJAPAN」サイト公開に関する情報提供について

平素より本協会諸事業に深い御理解と御協力を賜り、感謝申し上げます。
さて、標記について、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構より下記のとおり情
報提供がありました。
つきましては、情報提供資料等を送付いたしますので、選手等への周知のほど対応方
よろしくお願いします。
記

1情報提供

2

内

容

「GlobalDrugRefbrenceOnlineJAPAN」サイト公開

パソコン・モバイル端末により、いつでもどこでも、製品名または成分

を入力することにより、′禁止薬物が含まれているかどうか、薬の検索がで
きます。
＊

なお、一部対応していない市販薬もあるため、スポーツファーマシストへの確認も

併せてお願いします。

公益社団法人和歌山県体育協会
事務局

総務係長

志場

俊之

TEL

073−431−3982

FAX

073−433−4408

E−mail：Waka−taikyoO2＠wakayama−taikyo．or．jp

文部科学省嚢託事業
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GIobalDROは世界的に推奨されている模索サイトです

日本・カナダ・イギリス・アメリカの4カ国が
コラボレーションして運営しています

