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物質のカテゴリー常に禁止   
(競技会時および競技会外)  
•	無承認物質:	ヒト治療、治験薬用に政府の保健
規制当局によって承認されていない薬品
•	タンパク質同化薬:	アナドロール、	アンドロス
テンジオール、	アンドロステンジオン、	ボラステロ
ン、	ボルデノン、	クレンブテロール、ダナゾール	、	デ
スオキシメチルテストステロン(マドール)、	デヒドロ
クロロメチルテストステロン	(DHCMT、トリナボ{ー
ル)	ジアナボール、ドロスタノロン、メタスター-1、メ
チル-1-テストステロン、メチル	-	テストステロン、ナ
ンドロロン（デカ・デュラボリン）、ノルボレトン、オキ
サンドロロン、プラステロン（デヒドロエピアンドロス
テロン、DHEAおよびそのプロホルモン、例えば7ケ
トDHEA）、プロスタノゾール、選択的アンドロゲン
受容体モジュレーター（SARM（例：オスタリン（エ
ノボサルム、MK-2866）、LGD-4033（リガンドロー
ル）、アンダリン（GTx-007、S-4）およびRAD140）
、ノゾロール（Winstrol）、テストステロン、トラヒドロ
ゲストリノン（THG）、チボロン、トレンボロン、ゼラノ

本カードはUFC禁止リストの完全版ではありま
せんが、禁止物質、ならびに許可されている物質
の例が含まれています。 このリストは、変更され
る場合があります。 禁止物質の完全なリストにつ
いては、UFC.USADA.org/prohibited-list
のUFC禁止リストを参照してください。
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ール、ジルパテロール、および類似の化学構造また
は類似の生物学的効果を持つ他の物質。		
•	ベータ2 作用薬:	すべてのベータ２作用薬は、す
べての光学異性体を含めて禁止されます。	これに
は、経口、静脈内、および吸入による投与が含まれま
す。	ほとんどの吸入ベータ2作用薬は禁止されてい
ます。これには、アルフォルモテロール、フェノテロー
ル、インダカテロール、レボサルブタモール（レバルブ
テロール）、オルシプレナリン（メタプロテレノール）、	
オロダテロール、	ピルブテロール、	テルブタリン(、ト
レトキノール、ツロブテロール。禁止されていない方
法を有する吸入サルブタモール*、ホルモテロール*、
サルメテロール、およびビランテロール。ヒゲナミン（
ノルコクラウリン、ティノスポラ・クリスパ）は、競技会
でのみ禁止されています。
•	利尿薬および隠ぺい薬 (裏面の利尿薬/閾値
警告を参照してください):	アルブミン、デキストラ
ン、ヘタスターチおよびマンニトールの静脈内投与;
アセタゾラミド、	アミロリド、	ブメタニド、	カンレノ
ン、	クロルタリドン、	クロロチアジド、	デスモプレシ
ン(DDAVP)、	エプレレノン、	フロセミド、ヒドロクロ
ロチアジド、	インダパミド、メトラゾン、	プロベネシ
ド、	スピロノラクトン、トリアムテレントルバプタン。
例外：ブリンゾラミドまたはドルゾラミド点眼薬、ド
ロスピレノン、パマブロム、および歯科麻酔における
フェリプレシンの局所投与は禁止されていません。
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•	ホルモン調節薬および代謝調節薬:		アアロマ
ターゼ阻害薬 、以下を含むがこれらに限定されま
せん：ミノグルテチミド、	アナストロゾール、アンド
ロステントリオン	(6-oxo)、	アリミスタン、、	エキセ
メスタン、	ホルメスタン、	レトロゾール、	ストラクト
ン;	選択的エストロゲン受容体調節薬 (SERMS) 
および抗エストロゲン:	クロミフェン、	シクロフェ
ニル、	フルベストラント、	オスペミフェン、	ラロキ
シフェン、	タモキシフェン、トレミフェン;	アクチビ
ン受容体^IIB活性化を阻害する作用薬	; 代謝調
節薬 :	AMP-活性プロテインキナーゼの活性化薬	
(AICAR、SR9009)、	および	PPARδ	作働薬	(GW	
1516、GW501516);	インスリンおよびインスリン模
倣物質;	メルドニウム(ミルドロネート);	トリメタジン。
•	ペプチドホルモン、 成長因子、 関連物質お
よ ルチ び模倣物質 およびすべての放出因子: 
コルチコルトピン、	成長ホルモンおよびその放出因
子および類似体	（例：CJC-1293、CJC-1295、セ
ルモレリンおよびテサモレリン）;	成長ホルモン分泌
促進薬（GHS）（例：レノモレリン（グレリン））および
その類似体（例：アナモレリン、イパモレリン、マシモ
レリン、およびタビモレリン）;	成長ホルモンフラグメ
ント（例：AOD-9604、hGH	176-191）;	GH放出
ペプチド（GHRP）（例：アレキサモレリン、GHRP-1
、GHRP-2（プラルモレリン）、GHRP-3、GHRP-4
、GHRP-5、GHRP-6、およびエキサモレリン（ヘキサ
レリン））;						
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エリスロポエチン受容体作働薬:	エリスロポエチン	
(EPO)、	EPO-Fc、	ダルベポエチン(dEPO)、	GATA
阻害薬、	ルスパテルセプト、	メトキシポリエチレング
リコールエポエチンベータ	(CERA)、	ペギネサチド、	
ソタテルセ	プト	
低酸素誘導因子 (HIF) 安定薬および活性化因子:		
コバルト、ダプロデュスタット（GSK1278863）;	
モリダスト（BAY	85-3934）;	ロキサデュスタット
（FG-4592）;	バダデュスタット（AKB-6548）、お
よびキセノン
成長因子:	線維芽細胞成長因子	(FGF)、	肝細胞成
長因子(HGF)、	インスリン様成長因子(IGF-1,	メカ
セルミン)、機械的成長因子(MGF)、	血小板由来成
長因子、	血管内皮増殖因子、	および筋、腱または
靭帯でのタンパク合成/分解、血管新生、エネルギ
ー利用、再生能または筋線維組成の変換に影響を
与えるその他の成長因子	例外:	血小板由来血漿製
剤(例：PRP)	は許可されています†
男性に対してのみ禁止：繊毛性ゴナドトロピン	
(CG、	hCG)	および黄体形成ホルモン		(LH)、ブセ
レリン、デスロレリン、ゴナドレリン、ゴセレリン、リュー
プロレリン、ナファレリン、およびトリプトレリン
方法 I常に禁止  
(競技会時および競技会外)
•	血液および血液成分の操作:	a)	血液ドーピン
グ:	自己血、他者血、または異種血、またはいかなる
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種類の赤血球を投与または再び戻すこと。	血液ま
たは血液成分を物理的または化学的手段を用いて
血管内操作すること（例：全血献血が許可されてい
る場合を除き、血球を体循環に戻すオゾン療法また
は血漿献血）。	b)酸素運搬:	酸素摂取や酸素運搬、
酸素供給を人為的に促進すること。過フルオロ化合
物、エファプロキシラール（RSR13）、静脈内酸素、	
および修飾ヘモグロビン製剤（ヘモグロビンを基に
した血液代替え物質、ヘモグロビンのマイクロカプ
セル製剤等）などが含まれる。	例外：	補給酸素の
吸入は許可されます。
•	化学的および物理的操作:		
–	 検体の完全性または有効性を変化させるための
改ざん、または改ざんの試み：	尿のすり替えおよび/
または尿の改質（例：検体にタンパク質分解酵素を
加える）。	
–	 病院での治療、外科的処置、臨床診断中に合法
的に受けたもの、および/または医学的に正当である
と認定され、認可された医師によって標準治療の範
囲内で、認可された医療専門家によって管理されて
いるものを除き、12時間あたり100	mLを超える許
可または禁止された物質/流体の静脈内（IV）注入
または注射は禁止されている。	
•	遺伝子および細胞ドーピング:	ゲノム配列を変
更したり、および/または任意のメカニズムによって
遺伝子の発現を変更する可能性のある核酸または
核酸類似体の使用は禁止されている。これには、遺
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伝子編集、遺伝子サイレンシング、および遺伝子導
入技術、およびパフォーマンスを向上させるための
通常または遺伝子組み換え細胞の使用を含むが、
これらに限定されない
物質のカテゴリー 禁止 競技会時のみ†

•	興奮剤:	エエピネフリン	*	(アドネラリン)またはエ
ピペンの使用は、治療後、緊急TUEの提出が求めら
れる、	アドラフィニル、	アンフェタミン、	アルモダフ
ィニル、	ベンズフェタミン、	カチノンおよび類似体、	
コカイン、	デクスメチルフェニデート、	デキストロア
ンフェタミン、	1、3-ジメチルブチルアミン	(DMBA、	
AMPクエン酸塩、	4-アミノ	-2-メチルペンタン)、	エ
フェドラ、	エフェドリン*、	イソメタプテン、	リスデキ
サンフェタミン、	メタンフェタミン、	メチルヘキサン
アミン(4-メチルヘキサン	-2-アミン、	DMAA、	ジェ
ラナミン)および類似体、	メチルシネフリン(オキシロ
フリン)、	メチルフェニデート、	モダフィニル、	オクト
パミン“ダイダイ、”ペモリン、	フェネチラミンおよびそ
の誘導体、	フェンテルミン、	プソイドエフェドリン*、
セレギリンおよび関連物質	*裏面の利尿薬/閾値警
告をご覧ください。			
•	麻薬:	ブプレノルフィン、	デキストロモラミド、	ジ
アモルフィン(ヘロイン)、	フェンタニルおよび誘導
体、	ヒドロモルフォン、	メペリジン、	メタドン、	モルヒ

*		閾値物質–興奮薬およびモニタリングプログラムについての詳
細は以下をご参照ください	UFC.USADA.org/prohibited-list

http://UFC.USADA.org/prohibited-list
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ネ、	ニコモルヒネ、	アヘン、	オキシコドン、	オキシモ
ルホン、	ペンタゾシン、ペチジン。
•	カンナビノイド:	天然または合成デルタ-9-テト
ラヒドロカンナビノール（THC）またはカンナビノイ
ド類(例：“スパイス”	、JWH018、	JWH073、	HU-
210)。	カンナビノイド（CBD）は、禁止されていませ
んが、州競技委員会によって禁止される可能性があ
る異なる濃度のTHCおよび他の天然カンナビノイ
ドが含まれる可能性があります。†
•	糖質コルチコイド:	ベタメタゾン、ブデソニド、コ
ルチゾン、デフラザコート、デキサメタゾン、フルチカ
ゾン、ヒドロコルチゾン、メチルプレドニゾロン、プレ
ドニゾロン、プレドニゾン、トリアムシノロン筋肉内使
用、静脈内使用、経口使用、経直腸/座薬による全身
使用は禁止されています。	局所使用,	関節への直接
関節内注射（コルチゾン注射など）、局所硬膜外注
射、吸入などは許可れています	裏面参照)。†	

警告: USADAは、薬品が尿および/または血液か
ら 抜けるのにかかる時間を予測することはできま
せん。 競技までに競技会時禁止の薬品が体内から
抜ける かどうか確信が持てないときは、医師およ
び薬剤師と話合い、競技前にTUEを申 請すること
をお奨めします。
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栄養補助食品    
多くの栄養補助食品（ビタミン、ミネラル、アミノ酸、
ホメオパシー、ハーブ、エネルギードリンク）には、禁
止物質表示ラベルに記載されていない成分を含む
場合があります。	栄養補助食品を摂取する競技者
は、アンチ・ドーピング方針違反および/または健康
への有害な影響のリスクがあります。	
（リスクがあるにもかかわらず栄養補助食品を使
用することを選択した競技者は、USADAではUFC
禁止リストに記載されている認定サプリメントのみ 
を使用することを推奨しています。	詳細について
は、UFC.USADA.org/supplementsをご覧く
ださい。

http://UFC.USADA.org/supplements
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正しい選択の代弁者となってください。
スポーツにおける運動能力向上薬の乱用を報告
し、公明正大な競技者を保護し、公明正大な競技
を促進するための役割を果たしましょう。		
•	playclean@USADA.org
•	1-877-Play-Clean	(1-877-752-9253)
•	UFC.USADA.org/playclean
†   UFC Global DROのWebサイトでは、UFC禁止リストに

従って、特定の成分および医薬品の許可または禁止に関す
る状況を提供しています。使用の薬品については、関連競技
委員会が、UFCアンチ・ドーピングプログラムで可する物質
および方法を禁止する、またその逆の場合もありますので、
そちらにもご確認ください。

  競技者は、USADAからの有効な治療使用特例（TUE）が発
行され、TUEが関連競技委員または規制機関よって公式に
承認されるか、または発行されない限り、禁止物質または方
法を使用すべきではありません。

mailto:playclean%40USADA.org?subject=
https://ufc.usada.org/resources/playclean/
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許可される薬品の例      
競技委員会は、UFCアンチ・ドーピングプログラム
で指定する物質よりも多くの物質を禁止する可能
性があることにご注意ください。†
•	にきび:	抗生物質（局所および経口）、アダパレン、
イソトレチノイン、レチノイド、サリチル酸、局所コルチ
コステロイド。注意：スピノロラクトンおよびカンレ
ノンは禁止されています。
•	麻酔薬: リドカイン;	エピネフリン（アドレナリン）
を含む局所麻酔薬の局所的投与（皮内、	経鼻、	点
眼）は許可されます。地域の競技委員会によっては、
このカテゴリにさらに多くの制限または禁止物質を
指定する場合があります。		
•	制酸剤:	炭酸カルシウム、デクスランソプラゾー
ル、ファモチジン、ランソプラゾール、マグネシア、マグ
ネシウム	-	アルミニウム、オメプラゾール、パントプラ
ゾール、ラニチジン、シメチコン		
•	抗生物質:	抗生物質軟膏、アジスロマイシン、カ
ルバペネム、セファロスポリン、クリンダマイシン、フ
ルオロキノロン、エリスロマイシン、メトロニダゾー
ル、ニトロフラントイン、ペニシリン系抗生物質、リフ
ァンピン、サルファ抗生物質、バンコマイシン				
•	抗うつ剤/精神安定剤:	アミトリプチリン、アリピ
プラゾール、ブプロピオン、シタロプラム、シアノコバ
ラミン、デスベンラファキシン、エスシタロプラム、フ
ルオキセチン、ラモトリギン、リチウム、パロキセチン、



    

クエチアピン、リスペリドン、セルトラリン、トラゾド
ン。地域の競技委員会によっては、このカテゴリにさ
らに多くの制限または禁止物質を指定すｷる場合が
あります。
•	糖尿病治療薬:	エキセナチド、デュラグルチド、グ
リメピリド、グリピジド、グリブリド、メトホルミン、リ
ナグリプチン、ピオグリタゾン、シタグリプチン
•	下痢止め:	アトロピン、次サリチル酸ビスマス、ロ
ペラミド、カオリン/ペクチン
•	抗真菌薬:	シクロピロクス、クロトリマゾール、ケ
トコナゾール、ミコナゾール、ナイスタチン、テルビナ
フィン、トルナフテート	
•	制吐/抗めまい薬:	ジフェンヒドラミン、ドキシラ
ミン、ヒオスシン（スコポラミン）、メクロジン、オンダ
ンセトロン、プロメタジン
•	抗ウィルス: アシクロビル、抗レトロウイルス薬、
アマンタジン、エムトリシタビン、レジパシビル/ソフ
ォスバビル、オセルタミビル、リバビリン、テノホビ
ル、バラシクロビル	
•	喘息:	クロモリンナトリウム、	イプラトロピウム、	
モンテルカスト、ネドクロミル、オマリズマブ、テオフ
ィリン、	チオトロピウム
特定のベータ２作用薬(吸入のみ):	吸入サルブタモ
ール*（アルブテロール：用量を分割して24時間で最
大1600マイクログラム、任意の用量から開始して
12時間で800マイクログラムを超えないこと吸入ホ
ルモテロール*：24時間にわたって54マイクログラ
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ムの最大投与量;	吸入サルメテロール：24時間にわ
たって200マイクログラムの最大投与量;	吸入ビラ
ンテロール：24時間で最大25マイクログラム。ネブ
ライザーによるこれらの喘息薬の使用は、許可され
た用量以上を吸入する可能性があります。	ベータ2
アゴニストをネブライザーで使用する場合は、治療
目的免除を提出してください。利尿薬/閾値警告を
参照してください。*	
•	注意欠陥 (多動性) 障害 (ADD または 
ADHD):	アトモキセチン、グアンファシン
•	風邪 /アレルギー /咳:	風邪薬やインフルエン
ザの薬は多数あり、その構成物は頻繁に変わりま
す。	薬を飲む前には、それらの各有効成分を調べる
ことが重要です許容成分：セチリジン、デキストロメ
トルファン、ドキシラミン、グアイフェネシン、ロラタジ
ン、フェニレフリン、プロメタジン。	フルチカゾン、ナフ
ァゾリン、オキシメタゾリン、およびテトラヒドロゾリ
ンの点鼻剤/スプレーまたは点眼剤。	テトラヒドロ
ゾリン、タシオネックス注意： プソイドエフェドリン

（眠気を誘発しない、またはDタイプ製剤）および
エフェドリンについては、禁止物質表示面をご覧く
ださい。		
•	避妊薬:	プロゲスチン	(デソゲストレル、	ジエノ
ゲスト、	ドロスピレノン、	エチノジオールジアセテー
ト、	エトノゲストレル、	レボノゲストレル、	メドロキ
シプロゲストロン、	ノルエチンドロン、	ノルゲストレ
ル、ノルゲスチメート、ノルエチンドロンアセテート）
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単体またはエストロゲンとの組み合わせ（エチニ
ルエストラジオール、エストラジオールバレラート）
、IUD	
•	点耳薬: ベンゾカイン、シプロフロキサシン/デキ
サメタゾン、フェナゾン、およびすべての点耳薬抗生
物質		
•	眼用製剤:	人工涙液および眼の潤滑剤、シクロ
スポリン、ナファゾリン（眼内）、オキシメタゾリン（]眼
内）、プレドニゾロン（眼内）、およびすべての眼科抗
生物質
•	心臓の薬:	アムロジピン、アスピリン、アトルバ
スタチン、クロニジン、ジルチアゼム、リシノプリル。	
注意：一部の心臓薬にはヒドロクロロチアジド

（HCTZ）などの利尿薬が含まれていますが、こ
れは禁止されています。ベータブロッカーについて
は、*利尿薬/閾値警告を参照してください。	
• 痔の薬:	ハマメリス水、メントール、プラモカイン、
ヒドロコルチゾンクリーム外用薬注意：グルココル
チコステロイド坐剤/直腸クリームは競技会時に
は禁止。
•	甲状腺機能低下症:	レボチロキシン
•	緩下剤/便軟化剤:	カルシウムポリカルボフィル、
ドキュセート、マクロゴール、クエン酸マグネシウム、
セノサイド		
•	痛み/抗炎症剤:	アスピリン、セレコキシブ、コデ
イン、ジクロフェナク、ドライニードル、イブプロフェ
ン、ケトロラク、メロキシカム、ナプロキセン、パラセタ
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モール（アセトアミノフェン）、プレガバリン、トラマド
ール	
•	鎮静/睡眠剤:	ジフェンヒドラミン、ドキシラミン、
エゾピクロン、トラゾドン、ゾルピデム。地域の競技委
員会によっては、このカテゴリにさらに多くの制限ま
たは禁止物質を指定すｷる場合があります。
•	外用薬:	ベタメタゾン外用薬、カプサイシン、ジク
ロフェナク、ジフェンヒドラミン、メントール、サリチル
酸メチル、ヒドロコルチゾン外用薬、酸化亜鉛			
•	ワクチン:	ジフテリア	,	肝炎、HPV、インフルエン
ザ、はしか、おたふく風邪、風疹	(MMR)、髄膜炎疾
患w、百日咳、肺炎球菌、	ポリオ、狂犬病、	ロタウイ
ルス、破傷風、破傷風	-	百日咳	-ジフテリア	(Tdap)
、腸チフス菌、水痘ウイルスワクチン、黄熱病
•	膣用製剤:	ブuトコナゾール、クロトリマゾー[ル、
メトロニダゾール、ミコナゾール、ナイスタチン、テル
コナゾール、チオコナゾール
治療上の使用特例    
アンチ・ドーピング方針違反を避けるためには、
禁止物質または方法を競技会および/または競技
会の外で使用する前に、承認された治療使用特例
（TUE）が必要です。競技委員会は独自のTUEまた
は医療規則を持っている可能性があるため、USA-
DAが承認するTUEを取得しても、特定の競技委
員会の管轄下にある選手が禁止物質および/また



    

は方法を使用する許可を自動的に持つことを意味
しません。	TUE申請手続きに関する詳細について
は、UFC	TUE方針を参照するか、UFC.USADA.
org/tueをご覧ください。

*利尿薬 /閾値 警告:	閾値水準が設定されている
物質（例：ホルモテロール、サルブタモール、カチン、
エフェドリン、メチルエフェドリン、プセドエフェドリ
ン）を利尿薬または隠ぺい薬と共に使用する場合に
は、閾値の対象となる物質および利尿薬または隠ぺ
い薬に対する治療使用特例が必要です。	「閾値の
対象となる物質」の許容量ﾊ内での使用、および/ま
たは処方のもとでの使用でもこれは適用されます。
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リソース    
使用している製s品および方法の状況を調べる: 
1. UFC止表     
 UFC.USADA.org/prohibited-list 
2.  UFC.GlobalDRO.com  
 で使用している薬品について調べる     
3. UFC.USADA.org/supplements  
 認定サプリメントの詳細
4. Drug Reference（ドラッグ・レファレンス）
 に連絡をとる  
•	 (719) 785-2000 またはダイヤルフリー    

(866) 601-2632
•	 国際フリーダイヤル  +8008-120-8120
•	ufcdrugreference@usada.org
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*†裏面をご覧ください。

https://ufc.usada.org/substances/prohibited-list/
http://UFC.GlobalDRO.com
https://ufc.usada.org/supplements/
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