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2009年9月、第21回夏季デフリンピック大会（聴覚
障害者のオリンピック:Deaflympics）が、台湾台北市で
開催された。20の競技に、81カ国、総勢5500名、日本か
らも選手・スタッフ合わせて245名が参加した（1）。筆者
は日本選手団のメディカルサポートを行うため、本部メ
ディカルスタッフの一員としてアスレティックトレー
ナー（以下:AT）で大会に帯同した。また、本学スポー
ツ医療学科健康スポーツコース4年生３名（山崎剛:男
子サッカー、太田夏未:ビーチバレー、栢森香澄:女子バ
スケットボール）も競技付きATとして大会に帯同した

（写真1）。
デフリンピックの歴史と、今大会における我々 ATの

活動を報告する。

デフリンピックの歴史と現状

デフリンピックは、ろう者のオリンピックとして、第
1回夏季大会（国際ろう者競技大会）が1924年にフラン
スで開催された。これは、1896年に第1回大会が行われ
たオリンピックに次ぐ、世界で２番目に古い国際総合ス
ポーツ大会である。その後、大会の名称は1967年に世界
ろう者競技大会に変更され、さらに、2001年には国際オ
リンピック委員会（IOC）の承認を得て、現名称デフリ
ンピックとなった。

この大会は、障害当事者であるろう者自身が運営す

る、ろう者のための国際的なスポーツ大会であり、参加
資格は補聴器をはずした裸耳状態での聴力損失が55dB
を超えている者とされている。

現在、加盟国は94カ国である。1989年に国際パラリン
ピック委員会が発足した当時は、国際ろう者スポーツ委
員会も加盟していたが、デフリンピックの独創性を追及
するために、1995年に組織を離れたため、現在もろう者
はパラリンピックに参加できない状況が続いている。

このデフリンピックの独創性（2）とは、コミュニケー
ション全てが手話によって行われ、競技はスタートの音
や審判の声による合図を視覚的に工夫する以外は、オリ
ンピックと同じルールで運営される点にある。また、競
技中は身体の安全を確保する観点から、補聴器、人工内
耳を使用することは禁止されている。いくつかの競技で
は、競技がスムーズに行われるための工夫がされている。
例えば、陸上競技・水泳では、スタート時のピストルの
合図の代わりに、選手のスタート位置にはランプが置か
れ光でスタートを知らせるようになっている（写真２）。
バスケットボールでは、ゴールボードの枠がランプとな
り、反則・得点を知らせるようになっている（写真３）。
その他の競技でも、選手のための数々の工夫がなされて
いる（3）。
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Abstract

In September 2009, the 21st Summer Deaflympics （Olympic Games for the Hearing Impaired） was held in 
Taipei, Taiwan. The Deaflympics was first held in France in 1924 as an international event for the deaf, making it 
the second oldest international sports event in the world after the Olympic Games. We accompanied the team in 
their trip to the games to provide medical support for the Japanese team as the headquarters medical staff and 
athletic trainers. Three students of the Department of Sport and Medical Science also accompanied them as 
athletic trainers for sporting events. We report the history of the Deaflympics and activities in this competition.
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大会中のATの役割

我々 ATは、日本体育協会公認アスレティックトレー
ナー（JASA-AT）の役割（4）として掲げられた、①スポー
ツ外傷・障害の予防、②スポーツ現場における救急処置、
③アスレティックリハビリテーション、④コンディショ
ニング、⑤測定と評価、⑥健康管理と組織運営、⑦教育
的指導、という7つの役割に基づいて活動した。

今大会の本部メディカルスタッフは、整形外科医1
名、内科医1名、看護師1名（手話通訳士）、鍼灸師1
名（視覚障害者）、学生ボランティア1名（ろう者）、そ
して筆者を含めた総勢7名で構成された。本部ATの役
割は、日本チーム全体に対するコンディショニングサ
ポートである。ホテル内トレーナールームでの傷害相談、
コンディショニング指導、また、試合会場に出向いての
コンディショニング指導を行った。本部スタッフとして
同行した、鍼灸師、学生ボランティアも、大会中はAT
の役割を理解してもらい一緒に活動し、延べ80名の選手
に対して指導を行った。

学生AT4名は、大会中それぞれの競技に張り付き、
選手のコンディショニング指導を行った。大会に臨むに
あたって、各競技とも国内での事前合宿に参加し、選手
との信頼関係を構築した。筆者は可能な限り、合宿に同
行し、スタッフ・選手との橋渡しを行った。

学生は、日頃から学内クラブで学生ATとして活動し
ていたが、選手との実際のコミュニケーションは全て手
話であるため、ろう者を招き手話の勉強会も行った。ま
た、聴覚障害者の身体的特徴（5）であるバランスの問題、
呼吸の使い方についても勉強会を行い大会に備えた。

しかし、実際に大会が始まると、事前準備通りにはい
かず、それぞれの競技で学生ATは苦労した。

サッカーは、1年以上前から帯同していたので、万全
の準備で臨んだはずだった。しかし、大会が始まってす
ぐに7名の選手が季節性インフルエンザを発症してしま
い、本来のAT業務以外のこともこなさなければならな
かった。選手が発熱すると、スタッフの代わりに選手に
付き添って病院に行き、また、隔離された選手への食事
配膳等も行った。もちろん、練習・試合への対応も行った。

バスケットボールでは、試合中の選手にAEDが装着
されてしまうシーンがあった。日本選手が相手選手と衝
突し頭部を強打し転倒した。すぐに会場医療スタッフに
よってバックボードに乗せられAEDを装着された。周
りは一時騒然となったが、筆者が会場巡回中であったの
で、学生ATと一緒に対応することができ、すぐに日本
チーム本部ドクターも呼んで対応した。

ビーチバレーボールは、大会1か月前に宿泊場所が変

更となり、本部のあるホテルから２時間かかる場所とな
り、学生1人での活動となってしまった。しかし、大会
中は大きな怪我もなく、無事、任務を果たした。

このように、３人の学生は２週間の大会帯同中に数々
の経験をし、多くのことを学んだ。それぞれの競技の監
督からは、深く感謝され、ろうスポーツ界に帝京大学学
生トレーナーの名前を大きく印象付けた。

まとめ

デフリンピックの歴史と、大会に帯同した筆者・学生
ATの活動を報告した。

2010年になり、各競技とも次のデフリンピックに向け
ての新チームの活動が始まった。その中で、日本代表サッ
カーチームは、男女とも本学科３年生の学生がATを担
当している。また、日本代表女子バレーボールチームも
暫定的であるが、２年生の学生がATとし選手をサポー
トしている。

ATというと、プロ野球、Jリーグ、オリンピックなど
に帯同するトレーナーをイメージする学生が多いが、こ
のような障害者スポーツの世界もあるのだということ、
現場ではATを欲しているということを理解してもらい
たい。今後も、本学科の学生に対しては、アスリートに
ばかり目を向けるのではなく、もっと広い視野でATの
活動を捉えてもらえるよう、指導していきたいと考えて
いる。
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写真1：筆者と本学科学生

写真３：バスケットボールのゴールボード

写真２：陸上トラックのスタートランプ

写真4：ストレッチの時も予防のマスク…




