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この講座は、運動器リハの臨床で「不安や悩み」を抱えていて、「自信がない人」にむけた内容です。 

そんな「あなたの現状」を変える為に、大切なポイントをお伝えします。 

 

有名なＰＴでもない僕に、なぜそれが出来るのか？ 

それは、あなたと同じような悩みを抱えて、それを乗り越えてきた経験があるからです。 

僕の臨床１年目の「不安や悩み」は、以下のとおりです。  
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あなたの「不安や悩み」と、同じものはありますか？ 

僕の１年目は、毎日毎日、これらの問題との戦いでした。 

でも今は、確実に乗り越えています。 

 

その証拠と言えるか分かりませんが、僕の現状を紹介します。 

当時の考え方が元となって、今は、フリーランスで仕事をしています。 

１時間１万円の仕事をしています。今年で６年目を迎えています。 

 

お客様の未来に貢献できると確信を持っていなければ、この金額は頂けません。 

臨床１年目の「不安や悩み」を抱えたままでは、到底頂けないお金です。 

 

さらに、お客様が期待する結果を出せなければ、お客様は必然的に居なくなります。 

その点では、外来リハビリと一緒です。 

期待できないものにお金を払い続けるなんて、誰にもできません。 

そんな中、少なくとも５年間は、やってこれました。 

 

そんな現状が、僕の考え方の現在価値です。 

職歴とか業績とか、分かりやすい肩書が無いので、こんな伝え方になってしまいました。 

意図がちゃんと伝わったか分かりませんが、これだけは明確に言えます。 

 

あなたが今抱えている「不安や悩み」が、僕と同じものならば、それは確実に解消できます。 
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少しだけ、僕の１年目の話をさせて下さい。 

 

僕は、新人時代、毎日自分に幻滅していました。 

｢リハビリのプロとして、価値を提供できていない」と感じていました。 

 

あれこれ知らないことだらけ。 

何から評価すればいいのか、全然分からない場合がある。 

評価してみても、症状とどう関係しているのか分からない。 

学んだことをやってみても、うまくできているのか分からない。 

治療結果も安定しない。 

治療手段も安定しない。 

辛い思いをしている患者さんが、辛そうなまま帰っていく… 

 

こんなにも非力な自分と出会ってしまった患者さんに、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。 

 

患者さんは、僕のリハビリで「良くなる」と信じてくれているはずです。 

患者さんの家族も、僕のリハビリで「良くなる」と信じてくれているはずです。 

そんな、患者さん自身の「良くなりたい」という思い。 

さらに、患者さんを大切に思うご家族の「良くなってほしい」という思い。 

そんな数々の大切な思いを、僕は踏みにじっていると感じていました。 

 

当然、表向きは「お任せください」のつもりです。 

でも、本心は「期待にちゃんと応えられない…」でした。 

 

そんな自分が情けなかったです。 

僕のリハビリを、僕の家族が受けるとしたら、そんな最悪なことはないと思っていました。 

 

だから、何が何でも、自分は変わらなければならない。 

そう思っていました。 

けれども、新しい知識や技術を学んでも、うまくいく気配がない… 

 

今思えば、その原因は明確です。 

学んだことに集中できていなかったです。 

せっかく学んでも、ちょっとうまくいかなかっただけで、心が折れていました。 

そして、すぐに諦めて、別の新しい知識や技術を求めていました。 

そんなメンタルでは、何を学んでも一緒です。 

患者さんに貢献できるわけがありません。 
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今の世の中、その気になれば何でも学べます。 

そのどれであっても、あなたが徹底的に極めれば、必ず結果を出せます。 

だから、はっきり言って、学ぶものは何でもいいのです。 

あなたが、その道を極める強い意志があるかどうかです。 

 

でも、「高度な知識」や「治療技術」は、相性があるのも事実だと思います。 

 

例えば、触診。 

僕は、そのセンスが無かったと思います。 

センスと言うより、性格上、合っていなかったです。 

 

皮膚の下にある見えない世界を、指先の感覚で把握する。 

そして、それを根拠として、リハビリを展開する。 

僕は今でも、そんな技術を持つ人をかっこいいと思います。 

 

でも僕は、性格的に、自分を信じられない人間です。 

鍵を閉めたか？ 

電気やガスを消し忘れていないか？ 

いつも気になって、再確認してしまう性格です。 

 

患者さんの体に触れてみて、それっぽいものを感じたとしても、 

｢本当にそうなの？」という疑いが消えませんでした。 

だから、評価が全然進みません。 

 

｢性格とか言ってないで練習頑張れよ」と言われてしまいそうですね。 

でも、いくら練習したとしても、それは変わらなかったと思います。 

触れたものが本当にそうなのかを確認することは、絶対に出来ないからです。 

 

｢これは○○かも」と思っても、 

皮膚や皮下組織を切り開いて、事実かどうかを確認することは不可能です。 

結局、「○○なのかもしれない」で終わってしまいます。 

 

そのくらいの根拠だと、僕は確信を持って評価を進めることは出来ません。 

そんな性格だから、しょうがないです。 

 

だから僕は、「基礎知識」から土台を固めることを決心しました。 

基礎知識は、多くの人がそうであると証明されているからです。 
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とは言え、論文ベースであっても、ケチをつけることはできます。 

どんな論文に対しても、否定的な見解を持つことは可能です。 

さらに言えば、所詮は一般論です。 

その通りではない人がいることも分かっています。 

でも僕は、「自分の感覚」よりも「基礎知識」を信じることが出来ます。 

だから、「基礎知識」を選びました。 

 

臨床での仮説の立て方は、人それぞれです。 

でも、それでいいと思います。 

僕は、その多様性を否定しません。 

筋膜でも、関節運動学でも、運動連鎖でも、内臓でも、オーラでも、仮説の立て方は自由です。 

でも、僕は「基礎知識」しか頼りにしていません。 

 

これは僕の価値観に過ぎません。 

でも、僕の過去と同じ「不安や悩み」のせいで自信が持てないなら、まず試して頂きたいです。 

 

今、あなたの頭の中にあるはずの知識で、「不安や悩み」は解消できます。 

｢基礎知識なんて役立たない」と思っているなら、それは間違っています。 

 

とは言え、先ほども申しましたが、何を学んでも結果は出せます。 

学んだものを、徹底的に使いこなせるかどうか。 

学んだものを、適材適所使い分けられるかどうか。 

それだけです。 

 

基礎知識ではない道を選んでも、間違ってはいません。 

でも、あなたには無駄が多すぎます。 

過去の僕がそうだったように… 

 

率直に言います。 

僕は、あなたの為に伝えたいのではありません。 

あなたの患者さんの為です。 

 

あなたの患者さん達は、 

あなた個人の問題である「不安や悩み」のせいで、 

｢ちぐはぐなリハビリ」を提供されてしまっています。 

 

難しい事なんてできなくても、患者さんには貢献できます。 

それなのに、あなたは自ら、難しいほうへ迷い込みに行っています。 
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自分で迷路に入り込んでいって、心が不安定になって、リハビリが安定しない。 

そんなリハビリを受ける患者さん達は、被害者です。 

１日でも早く「より良いリハビリ」を受けて頂きたい。 

そう思っています。 

 

偉そうに言っていますが、誤解しないで下さい。 

僕自身の情けない過去があるからこその思いです。 

既にお伝えした通りです。 

僕の１年目は、患者さんに対して「申し訳ない…」というリハしか出来ませんでした。 

 

辛い思いをしている人が、辛そうなまま帰っていく… 

自分の力不足のせいで、全然貢献できている気がしない… 

そんな自分と出会ってしまった患者さんに、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。 

患者さんや、患者さんの家族の大切な思いを、踏みにじってしまっていると思っていました。 

僕のリハビリを、僕の家族が受けるなんてなったら、そんな最悪なことはないと思っていました。 

 

そんな１年目の僕に、あなたの「家族」や「大切な人」のリハを、任せられますか？ 

 

自分を卑下したって、患者さんは何も変わりません。 

反省は必要ですが、反省すれば済むものでもありません。 

反省さえしていれば、１年目の僕みたいな人間に、あなたの大切な人を任せられますか？ 

あなたの答えは恐らく、｢Ｎｏ｣だと思います。 

 

リハビリの主役は、患者さんです。 

良いものも悪いものも、全ては患者さんに降りかかります。 

僕も心は辛かったです。 

しかし、そんな負のオーラにまみれたリハビリを提供されている患者さんが、一番の被害者です。 

 

過去の僕がしてしまったことを、繰り返してはいけない。 

患者さんには「思い」があって、大切な家族の「思い」もあります。 

そんな「思い」をしっかりと受け止められるＰＴが増えて欲しいんです。 

 

新人だから、患者さんの期待に応えることは難しい？ 

経験が少ないから、患者さんの思いに応えられない？ 

それは「思い込み」です。 

｢基礎知識」で、必ず達成できます。 

過去の罪滅ぼしではありませんが、今の僕なら、あなたに伝えられることがあります。 
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あなたの患者さんに関わることが出来るのは、あなただけです。 

だから、あなたの為になることをしなければなりません。 

でも、僕が教えられることは限られています。 

｢基礎知識」で考えることだけです。 

 

あなたが「特殊な知識」を重宝するなら、僕は何も貢献できません。 

あなたの「不安や悩み」が、１日でも早く消えてくれることを祈ることしかできません。 

 

今の世の中、オンラインも普及して、いつでも・どこでも・何でも学べる世の中です。 

有名な先生の講義も、有名な治療技術も、最新で高度な知識も、いくらでも学べます。 

選んだ道を迷いなく進み続けられれば、あなたは必ず結果を出せます。 

頑張ってください。 

 

でも、あなたが今の自分を変える為に「基礎知識」を求めるなら、僕が必ずお役に立てます。 

あなたと同じような「不安や悩み」を、僕は経験しました。 

あなたと同じような「不安や悩み」を、僕は乗り越えました。 

だから、あなたの「不安や悩み」は、「基礎知識」で解決できる自信があります。 

 

１日でも早く、「患者さんの思い」を「自信を持って支えられるＰＴ」になってほしいです。 

１人でも多く、「患者さんの思い」を「自信を持って支えられるＰＴ」になってほしいです。 

 

もし興味があれば、少しの期間だけ、一緒に頑張ってみませんか？ 

基礎知識を使って、あなたが苦手としている「評価」の土台を作り上げます。 

 

運動器リハ【評価の基本】 

お申込みは、以下の下線文字をクリックまたはタップして下さい。 

お申込み：運動器リハ基礎講座【評価の基本】を YouTube動画で学ぶ。 

 

長々と偉そうに言っていますが、こんな思いは、僕だけではないはずです。 

あなたの先輩たちも、同様の思いだと思います。 

きっと、あなたの成長を支えてくれているはずです。 

 

あなたの職場の先輩たちだって、あなたと同じ経験をして、それを乗り越えてきています。 

１年目に「不安や悩み」を感じないＰＴはいません。 

どんな有名ＰＴでも、「不安や悩み」を乗り越えて、それぞれの今があります。 

 

つまり、先輩たちはみんな、今のあなたが感じている「壁」の存在を知っています。 

でも残念ながら、壁の越えかたを、具体的には教えることが出来ません。 

https://form.os7.biz/f/0137c88f/
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許される関係性ならば、実際に先輩に相談してみて下さい。 

 

たぶん、いろんな勉強会や本や論文を紹介してくれます。 

そして最後に、「最終的には、それらの積み重ねだよ」とおっしゃると思います。 

何故かと言うと、先輩たちは「時間の積み重ね」で乗り越えてきているからです。 

 

それが悪いわけではありません。 

でも、それだと、具体的な手順を伝えることは出来ません。 

時間の積み重ねかたは、人によって全く異なるからです。 

 

例えばですが、、、 

 

まずは「本Ａ」を選んで、次に「セミナーＣ」を選んで、 

そこで「患者さんＧ」を経験して、その上で「論文Ｈ」を読んで、 

そこから「患者さんＭ」を経験して、今度は「本Ｒ」を選んで… 

 

その組み合わせ総数は、とんでもない数字になります。 

 

だから、あなたに壁の越えかたを伝えたくても、具体的に伝えられないんです。 

どうしても、最後の締め言葉は「時間と経験の積み重ね」になってしまいます。 

 

僕の違うところは、そんな「積み重ね」に頼りません。 

特殊な能力を必要とせず、再現性のある方法を選びました。 

 

始めに断言します。 

あなたの今を解決できるのは、経験だけではありません。 

経験に頼らない解決方法を、僕は持っています。 

 

当然、僕の解決方法を知らないままでも、経験さえ積み重ねれば、いつかは解決できます。 

それが１年後なのか、数年後なのかは、あなたの経験次第です。 

 

先輩たちは、先輩なりの積み重ねで、ゴールにたどり着いています。 

でも、そのほとんどは、普遍性と再現性が少ないです。 

先輩たちのほとんどは、苦労して頑張り続けて、ふと気づいたらゴールにいたようなものです。 

｢色々やってきたけど、もしかして、ここがゴールなんじゃない？」みたいな感じです。 

 

そんな感じだと、ゴールまでの道のりを、人に教えることは出来ません。 

道に迷いながら、あっちこっち進んでいたら、気づいた時には目的地に着いていた。 
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それでは、具体的な道案内が出来ないのは当然です。 

 

さらに、悩ましい問題もあります。 

先輩たちのゴールが、あなたのイメージしているゴールとは限りません。 

先輩たちは、イギリスをゴールだと認識しているかもしれません。 

でも、あなたがハワイをイメージしていたら、「あなたにとってのゴール」ではありません。 

 

ＰＴには、人それぞれの信念があります。 

職人としてのこだわりが多い世界なので、かなり多種多様な信念があります。 

それに惑わされることも多かったはずです。臨床実習とか… 

もしかしたら、あなたは今も、その渦中にいるかもしれませんね。 

 

ＰＴの世界には、たくさんの考え方・アプローチ視点があります。 

だから、それぞれのＰＴが、独自の価値観を形成します。 

良く言えば「多様性」ですが、悪く言えば「再現性も一貫性もない」です。 

あなたのイメージと、先輩のイメージが合えば良いですが、そうとも限りません。 

 

行ってみたら、なんか違った… 

それでは、無駄が多くないですか？ 

 

経験に頼るということは、必然的にそんな感じになります。 

だから、あなたが経験に頼ると、多くの無駄も生じます。 

 

｢なに言ってんの？ 成長に無駄な経験なんてないよ。｣ 

 

そんな声も聞こえてきそうです。 

それも一理ありますが、患者さん視点で考えて下さい。 

 

実際に試して、｢これは違ったな…｣なんて気づくこともあります。 

そんな経験は、あなたにとっては成長かもしれません。 

でも、「これは違ったな…」を提供された患者さんには、不利益しかありません。 

そんな無駄に巻き込んでいい患者さんなど、この世に１人もいません。 

あなたの大切な人が、そんな「お試しリハビリ」に巻き込まれることを想像して下さい。 

 

リハビリの主体は患者さんです。 

あなたの成長だけを追求していればいいわけではありません。 

 

だから、今のあなたの試行錯誤期間は、可能な限り最速で終わりにしなければなりません。 
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では、なぜ僕の考え方が、最速と言い切れるのか？ 

それは、「基礎知識」に基づいているからです。 

そう思えないのは、ＰＴ界特有の常識があるからだと思います。 

 

｢繊細で、緻密で、細かい評価ほど価値があり、学生レベルの知識なんて浅はかだ」 

 

こんな感覚、ありませんか？ 

僕は、そんな印象も持っていました。 

浅はかという表現は、言い過ぎかもしれません。 

でも、「基礎知識よりも重要視されている何かがある」という感覚でした。 

ＰＴの世界から、何となくそんな雰囲気を感じたからです。 

もし、あなたの感覚もそうなのであれば、それは正しいのでしょうか？ 

 

少し振り返ってみて下さい。 

なんのための国家試験だったのでしょうか？ 

 

ＰＴの世界観で考えると、その意義が見えなくなってしまうと思います。 

なので、一番身近な公的資格「運転免許」で考えてみて下さい。 

 

あなたが運転するときに、頼る知識は何ですか？ 

ほとんどの人が、免許を取る時に勉強したことだと思います。 

何か困ったことが起きても、振り返ってみれば、そこに答えがあります。 

道路交通法なんてお構いなしのインフルエンサーの意見を、あなたは頼りにしますか？ 

ちょっと有名な人が、「人がいなければ赤信号は進んで良い」と言ったら、そうしますか？ 

そんな事できないはずです。 

必ずあなたは、道路交通法を踏まえた考え方を参考にするはずです。 

 

ＰＴの国家試験も全く同じだと思うんですが、それは僕だけでしょうか？ 

 

ＰＴの国家試験は、リハビリを実践する為に、絶対に必要な知識を確認する場です。 

｢ＰＴをやっていくならば、この知識は知っておいてね。｣ 

｢ＰＴで困ったことがあったら、この知識で考えてみてね。｣ 

そんな知識が、国家試験では問われています。 

 

その反論も想像できます。 

｢臨床は複雑で、基礎知識では通用しない｣とか、 

｢人に関する科学は日々進歩している。最新知識でなければ結果は出せない｣とか、 

そんなイメージもあるかもしれません。 
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全否定はしませんが、正直微妙です。 

 

もしもあなたが、「基礎知識は役立たない」と思っているならば、 

僕の描いているゴールと、あなたの描いているゴールは全く違います。 

ここでお別れするのが最善だと思います。 

 

さらに、基礎知識には誤解されている部分があります。 

みんな既に知っていることだから、「ちゃんと使えている」と勘違いしている場合が多いです。 

 

でも、はっきり言います。 

あなたは基礎知識を「知っているだけ」で、ちゃんと使えてはいません。 

だから、臨床で「不安や悩み」が消えない日々を送っているのです。 

 

基礎知識がちゃんと使えているなら、基礎知識に基づいた仮説を立てられます。 

一貫性のある仮説を立てられている人は、「不安や悩み」で足踏みしていません。 

確実に前を向いて進み続けています。 

つまり、基礎知識を使った仮説を立てられていない時点で、あなたは基礎知識を使えていません。 

 

まだ知らない知識ならば、それを使って仮説を立てることは出来ません。 

でも、あなたは、基礎知識を知らないはずがないんです。 

なぜなら、国家試験受験の際に、何度も学習したからです。 

 

知っているだけで、使えていない。 

これが、あなたの現状だと思います。 

 

挑発的な言い方かもしれませんが、間違ったことは言っていないと思います。 

でも、何が何でも、あなたを納得させるつもりはありません。 

あなたの信念を貫いて、「基礎知識以外の道」を進むことは間違っていません。 

 

でも、始めに提示した「不安や悩み」があるなら、「基礎知識」でも解決できます。 

｢不安や悩み」がお荷物になっているなら、僕でもあなたの力になれます。 

 

繰り返しますが、僕の思いはこれだけです。 

 

１日でも早く、「患者さんの思い」を「自信を持って支えられるＰＴ」になってほしいです。 

１人でも多く、「患者さんの思い」を「自信を持って支えられるＰＴ」になってほしいです。 

 

そのために必要なことを、一緒に作り上げていきましょう。 
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基礎知識をフル活用して、あなたの「評価」を、シンプルだけど確かなものにします。 

 

運動器リハ【評価の基本】 

お申込みは、以下の下線文字をクリックまたはタップして下さい。 

お申込み：運動器リハ基礎講座【評価の基本】を YouTube動画で学ぶ。 

 

まだスタートを迷っているならば、最後にもう１つだけお伝えさせて下さい。 

あなたは今、リハ人生の分岐点にいます。 

極端に聞こえるかもしれませんが、本当にそうです。 

 

今のあなたの選択で、これから３年間の質が決まります。 

そして、その３年の経験は、３０年以上続く「あなたのリハビリ人生」に大きく影響します。 

今日変わらずに、今までの延長線上で臨床が続くなら、あなたの未来はどうなるでしょうか？ 

あなたの患者さんたちは、どんなリハビリを受け続けることになるでしょうか？ 

それが明るく思えないから、この文章を読み始めたはずです。 

 

今この瞬間、あなたは、リハ人生を左右する分岐点にいます。 

 

あなたが変わるためには、行動あるのみです。 

今までとは違う行動を選んで、実践し続けるのみです。 

１日でも早く実践し始めなければ、何も変わりません。 

実践して反復して、あなたの武器にしなければ、何も変わりません。 

 

あなたの１日は、とても貴重です。 

あなたが１日先伸ばしするだけで、２４単位のリハが流れ去っていきます。 

流れ去っていく日々を、１日でも少なくしましょう。 

 

患者さんの未来を変えられるのは、あなただけです。 

今自信が無くても、あなたは、必ず結果を出せるＰＴになれます。 

なぜなら、あなたは国家試験に合格したからです。 

 

今までとは違う方向に進み始めたあなたは、たったそれだけで、昨日のあなたとは違います。 

そんな小さな積み重ねが、あなたの未来と、患者さんの未来を変えていきます。 

 

運動器リハ【評価の基本】 

お申込みは、以下の下線文字をクリックまたはタップして下さい。 

お申込み：運動器リハ基礎講座【評価の基本】を YouTube動画で学ぶ。 

https://form.os7.biz/f/0cdbaa41/
https://form.os7.biz/f/9ceda98f/

