旅する車椅 子の看護師
櫛田美知子

MICHIKO KUSHIDA

一般社団法人 Smile Again 代表理事
価値ある患者体験をした車椅子の看護師です。車椅子で５センチの段差

Smile
Barrier Free Nurse Michiko Kushida’s Journey Book

に泣いていた私が、今は地球の段差を楽しみ世界を旅しています。
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高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターに看護師として勤務

2017

地域包括支援センターを退職・一般社団法人 Smile Again 代表理事
全身性障害者ガイドヘルパー養成講座（車椅子介助や障害の理解）の講師を14年以上継続中
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看護師が脊髄損傷者となり歩んだ19年 〜子育ては、福祉用具の活用の歴史〜
「地域リハビリテーション2014.12号」巻頭言「それぞれの視点〜社会に生かす当事者の体験〜」

2015

16回「こども未来賞」読売新聞社賞 〜車椅子からの子育て〜

2017

第5回 私は自分の仕事が大好き大賞作文部門 佳作 〜Smile Again! 車椅子の看護師!〜
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バリアフリーナース：西アフリカふれあい旅

お仕事のご依頼はこちら→

ココロが自由なら

た体験をダイバーシティ&インクルージョンとして社会活動をしています。

どこまでもいける︒

「子供たちに明るい未来を！」と重度障がい者・シングルマザーで暮らし
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旅 す る 車 椅 子 の 看 護 師

誰 と で も ︑ど こ ま で も ︒

心をひらいていく

自由な旅へ︒

私はある日をさかいに、
体が不自由になりました。
３人の子供を抱え、ただただ嘆く日々で、いつし
か心まで不自由になってしまいました。
そんな時この言葉に出会いました。
心が動けば体も動く──。
今の私は「体」は不自由かもしれないけれど
「心」は自由なんだ。心が自由になれば「体」
だって動くんだ、
と気づきました。
たくさんの人に支えられ今があります。支えら
れる中で
「助け合い」
の大切さを学びました。
だからこそ
「一般社団法人 Smile Again」は、多
様性を認め合い、助け合う社会の実現のため
に立ち上げました。
誰とでも、
どこまでも心をひらき、
「ココロのバリ
アフリー」
を実現し、障がい者と健常者を楽しく
つないでいきたいと考えています。
一般社団法人 Smile Again 代表

櫛田 美知子

人生が一変する事故
涙がかれるほど泣いた日々
看護師だった私は、
２０年以上前、自宅の階段から落ち、救急救命セン
ターに運ばれました。13時間にも及ぶ手術と輸血によって一命はとりと
めましたが、一生涯歩けない体になってしまいました。
ショックのあまり
食事も水も喉を通らず、
「死にたい！」
と涙がかれるほど泣きました。絶望
の淵にいた私を救ってくれたのは３人の子供たちでした。
「この子たち
のため」
と歯をくいしばり、
車椅子での子育てに一人奮闘してきました。

車椅子のナースとしての体験
全国初の電動車椅子（スタンディング＆リクライニング機能搭載）の給
付を受け、八王子市障害者療育センターに看護師として勤務。
その後八
王子市地域包括支援センター高尾で看護師として再就職。全国初ス
マートドライブの給付を受け、重度の障がいを持ちながらも看護師経験

笑 顔 か ら ︑も う 一 度 ︒

を活かし地域に出向き、地域の子供達やお年寄りに、車椅子介助講座

Story

や相談業務を行いました。2017年には、
より広く社会に貢献するため、
一般社団法人 Smile Again を立ち上げました。

重度の障がい者の
移動介護講座で高い評価
これまで、福祉教育の専門校である三幸福祉カレッジにて、重度の障が
い者の移動支援である
「全身性ガイドヘルパー講座」の講師を14年以
上担当してきました。のべ１５００名以上の生徒の前で講義を行い移動
介護研修を行ってきました。満足度の高い講義ができるよう、車椅子利
用者としての視点、看護師としての専門性を交えながら講義を行ってき
た結果、受講後のアンケートでは、常に高評価をいただいてきました。
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ナース・医療向け研修事業

講演会

ナースの車椅子介助研 修

車椅子の視点からの講演

看護師としてのキャリアを生かし、
ナース、医療

車椅子での子育て経験、障がいを乗り越え手に

関係者向けに車椅子外出サポートや車椅子介

入れた楽しい車椅子生活の話、車椅子の視点
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からの町づくりなどの講演を行っています。

ナースのための車椅子外出サポート実践講座（看護

車椅子からの子育て／車椅子体験講座の講話／エン

学生・潜在看護師・病院看護師等）／基礎講座・スキ

ジョイ車椅子
（車椅子生活の楽しみ方）
／健康講座
（車

ルアップ講座

椅子の視点から）
／車椅子ふれあい旅／人権講話

体験講座
資格取得者向け研修講師

車椅子サポート体験講座

重度障がい者移動介護研修

老若男女、個人・法人を問わず、車椅子サポー

個人・法人の資格取得希望者向けに、重度

トについてマナー講座や、実際に車椅子に

訪問介護従業者養成研修、全身性ガイドへ

乗ってみる体験講座を行っています。

ルパー研修の講師業務を行っています。
まちなか車椅子サポートマナー講座／車椅子ス
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／マンツーマンで学ぶ車椅子外出サポート講座／
あんしん車椅子体験（体験型車椅子散歩）
講座

相談事業

バリアフリーコンサルタント
バリアフリーの視点から、企業のコンサル業務
や、旅を通じた障がい者の社会参加・自立支援
などの相談を受け付けています。

社会貢献活動
ワ ク ワ ク

ＷＣＷＣプロジェクト
社会貢献活動の一環として、ボランティアで小
学校・中学校に出張し、地域の特徴・地域力を
活かした車椅子の体験学習を行っています。

企業コンサルタント・アドバイザー／介護相談・あんし
ん生活相談（高齢者・障がい者）／健康相談／車椅

車椅子体験学習／小学校・中学校等での車椅子体

子旅相談

験と講話
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