
障害当事者の話
～肢体不自由～

Man to Man Animo株式会社
上田 進太



自己紹介
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名前 上田 進太

所属 Man to Man Animo株式会社

年齢 今年で29歳

血液型 O型

趣味 車いすツインバスケットボール

（主に水曜日・土曜日に練習）

ゲーム・マンガ・旅行 など

好きな食べ物 フルーツ大福

最近の悩み 猫背



経歴
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2011年3月 岐阜県立 加納高等学校 卒業

4月 早稲田大学 政治経済学部 入学

2014年9月 交通事故 （頸髄損傷） 入院・リハビリ

2015年3月
早稲田大学 政治経済学部 卒業
↑卒業式に向けて一時退院。東京で一人で1週間ほど滞在

2015年7月
およそ10か月の入院・リハビリを経て退院
（2度の転院・1度の一時退院含む）

以降、通院でのリハビリ

2016年2月 就職（製造業）

リハビリはいったん終了

2018年12月 退職

2019年5月 Man to Man Animo株式会社 入社

現在に至る



誰もが障害当事者に

まさか自分が障害者になるとは思っていなかった
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順風満帆な人生を送っていた

⇒ 一瞬で、障害当事者となった

月並みな言葉ですが...



健常者 → 障害者となって
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驚いたこと

道路の段差 数ｃｍの段差にあたるだけで落ちそうになる！

道路の勾配 ちょっとした勾配があると進まない！

アスファルトの抵抗 室内の何倍も漕ぎづらい！

エレベーターの位置 エレベーターに乗るために遠回りが必要！

道路のでこぼこ 穴にはまると落ちそうになる！

排水のための傾斜 まっすぐ進むだけでしんどい！

障害者用トイレの少なさ トイレに時間がかかるため、気兼ねなく使いづらい！



わたしの障害特性
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障害が多い

首の神経を損傷することにより、

運動機能や自律神経機能に障害があらわれる

頚髄損傷（四肢麻痺）

実は



わたしの障害特性
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頚髄損傷（四肢麻痺）

障害特性 外見でわかる障害かどうか

足が動かせない なんとなくわかる（車いすで判断）

対策：車いすを使用
※意思と関係なく動くことがある
（けいれんなど）

手に麻痺がある ほとんどわからない

対策：特になし
（人によってはジグを使用）

腹筋や背筋が使えない わからない

対策：手や腕をどこかに接地させている

胸から下の感覚がない
（触覚・痛覚・温冷覚）

わからない

対策：目で見て確かめる
※ケガなどが分からず悪化しやすい

※青字：運動機能 緑字：自律神経機能



わたしの障害特性
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頚髄損傷（四肢麻痺）

障害特性 外見でわかる障害かどうか

体温調節ができない（汗をかかない） わからない

対策：外部から体を冷やす
（保冷材や霧吹き、扇風機など）
※熱中症になりやすい

血圧が下がりやすい わからない

対策：下がった時には頭を低くするなど

自分の意志で排尿・排便ができない わからない

対策：自己導尿・自己摘便
※非常に時間がかかる
（摘便は長いと２時間ほど）

尿意・便意がわからない わからない

対策：時間を決めて排尿
排便のリズムをコントロール
（漏れてしまうこともある）

※青字：運動機能 緑字：自律神経機能



「障害者」ではなく、「個人」

「車いすの人」にはみんな同じ対応をすればよい
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外から見て分かること

⇒ 車いすに乗っている人 ＝ 足が不自由？

「車いすの人」には慣れているから



当事者としての困りごとの例
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困りごと 背景・配慮

高いところに手が届かない。高いと
ころのものが見えない・気づかない。

背景：車いすに乗っているから、身長が低い。
また、目線の高さも低い。

配慮：座った状態での見え方を把握しておく。
声掛けをして代わりに物を取る。

混雑したところや狭いところでは動き
にくい。

背景：車いすには幅がある
操作するためには車いす以上の幅が必要。
方向転換にはさらに幅が必要

配慮：通路の物をどかす。
進路にいる人は道を開ける。

開き戸などのドアの開閉が難しい。
背景：ドアと車いすを同時に操作する必要がある。

ドアノブをひねる動作が難しい人もいる。
配慮：戸を開けた状態で押さえて通ってもらう。

悪天候への対策がしにくい。
背景：傘を使用することが難しい。

雪上ではスリップしてしまう。
配慮：傘をさして一緒に移動する。

階段や段差は移動が難しい。
背景：転倒の危険性が高い。
配慮：簡易スロープ等を用いる。

段差を乗り越えるサポートをする。



当事者としての困りごとの例
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困りごと 背景・配慮

飲食店など、車いすで入店可能か
どうかわからない。

背景：入り口や動線などのはっきりとした写真が
ないと利用可能か判断できません。

配慮：入り口や動線の写真を掲載する。

床の物を拾えない。
背景：床に手が届かない人がいる。

物をつまむような動作ができない人がいる。
配慮：声掛けをして、物を拾う。

高いところから話をされると威圧感
がある。

背景：車いす使用者は目線が低い。
配慮：かがむなどして目線を合わせて話す。

机を使用する際に、机の下に足が
入らない。

背景：車いすに乗っていると、健常者が座るよりも
ひざの位置が高くなる。

配慮：引き出しなどがついていない机を用意する。

坂道の上り下りに危険が伴う。

背景：上りは力が足りない可能性や転倒の危険
性がある。
下りは制御ができない可能性や落下の危
険性がある。

配慮：声掛けをして、必要があればサポートする。



当事者としての困りごとの例（適正利用）
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困りごと 背景・配慮

車いす用駐車場に、カラーコーンが
立ててある。

背景：運転者が肢体不自由者の場合、駐車前
にカラーコーンをどかすことができない。

配慮：設置者が、すぐに対応できるように連絡先を
分かりやすい場所に記載する。

車の乗り降りができる場所が限られ
ている。

背景：車の乗り降りの際にドアを全開にしなければ
いけないため、スペースが必要。
ロック板などがあると、乗り降りができない。

配慮：必要がない時に車いす用の駐車場を使用
しない。枠線の外に駐車しない。

使用できるトイレが少ない。
背景：十分な広さがないとトイレへ移乗ができない。

手すりなど必要な場合がある。
配慮：必要がない時に多機能トイレを使用しない。



当事者としての困りごとの例（窓口において）
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困りごと 背景・配慮

混雑したところや狭いところでは動き
にくい・居にくい → 周囲に迷惑に
なっていないか、心配になる。

背景：車いすはスペースをとるため周囲の迷惑に
ならないか気を遣う。

配慮：車いすの方が通ることを周囲に声掛けする。
待機スペースをつくる。

机を使用する際に、机の下に足が
入らない → 書類などの記入がし
にくい。

背景：足がぶつかると記入場所までの距離が遠く
なり、無理な体勢となってしまう。

配慮：引き出しなどがついていない机を用意する。
クリップボードなどを用意する。

窓口案内時に椅子があると、どうす
るべきか困る。

背景：移動させてくれるのを待つのも失礼、自分で
動かそうとして窓口の方が慌てて出てくるの
も申し訳ない、お互いに気を遣ってしまう。

配慮：事前に順番がわかっている場合は、案内前
にあらかじめ椅子を移動させておく。

上肢（手）の麻痺があると、ペン
などが使用しにくい。

背景：手にも麻痺があり、握力がなかったり指が
動かせない場合は、物をはさんで使用する。
物によっては、使いやすさ・使いにくさがある。

配慮：ユニバーサルデザインの道具を用意する。
複数の道具を用意して、使いやすいものを
選んでもらう。



肢体不自由者のサポート時に考慮すること一例

以下の点を考慮しましょう
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・手伝いをしてあげないといけない「可哀そうな人」
ではない（サポートを押し付けない）

・他人からのサポートを嫌がる方もいる

・いきなり車いす操作の手伝いをすると、使用者は
びっくりしてしまう

・同じ動作でも人によってやり方が異なる



サポート時のポイント

先ほどの点を踏まえたポイントは…
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ex.「何かお手伝いできることはありますか」

（本人がサポートを断っていて危ないと
感じた時はまずは見守る）



わたしから見た「社会モデル」

以前は、何も考えずにできていたのに…
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「車いすだから仕方ない」

日常で諦めることに慣れてしまった

環境によって、自分ができることに
大きく変わるくやしさ



わたしから見た「社会モデル」

障害者に限らず誰もが生活しやすい世の中を

つくっていくためには…？
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みんなで、みんなのために



わたしから見た「社会モデル」

社会として、様々なバリアを解消しないといけない

では、個人単位でできることは...？
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他の人への理解を深めること

知識を持ってサポートをすること



わたしから見た「社会モデル」

障害のある方は不幸...？
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できないことは増えたけれど、

わたしは今、幸せです。



「ご清聴ありがとうございました」
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