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 ついつい周りに話したくなるような、 

働き甲斐があり、 

仕事の楽しさを感じてもらえる会社を目指しています。 

Company Profile  
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様々な理由をつけて、社員をマッサージ要員にしていることが多い整骨院

業界。これまで指が腫れあがっている先生をたくさん見てきました。マッ

サージや慰安を否定するわけではありませんが、私たちは医療国家資格者

です。「気持ち良さの追求」ではなく、「治すことを追求をして誇りを持

って仕事をしてほしい」と考えています。 

奥が深い治療ですが、計画的な技術研修と分かりやすいマニュアル 

があるので、短期間でハイレベルな技術を身につけてもらえます。 

 

国家資格者として誇りを持って仕事をしてほしい 

α波のリズムで「カタカタカタ」とソフトな振動を与える当院のメイン施術。 

「バイタルリアクトセラピー」呼ばれ、その場で体の変化を実感できる治療技術です。 

力が要らない、術者にも患者さんにも負担の少ないのが特徴です。瞬時に体の変化を実感

できるので、ほぼ全ての患者さんが、治療後に「え～？なんで？？」と驚かれます。 

 

 

   

    

   

株式会社ここから 

代表取締役 東 剛士 

整骨院の仕事は大きく分けて 3 つあると考えています。 

1．患者さんを健康に導くこと。 

2．社会・世の中に何らかの形で貢献すること。 

3．人（社員）を健全に成長させる教育機関。 

①はどの会社様も考えに大差はないと思います。②と③は各社によって、理念に

大きな差があるものです。株式会社ここからの考えを 6 つほどご紹介いたします。

そして、私たちの考えに共感できる方はぜひ共に成長しましょう。 

心よりご応募お待ちしております。 

ここから整骨院グループは、 

 ポイント！ 

女性や小柄な人でも大丈夫！ 

力の要らないソフトな施術 

1．整骨院はマッサージ屋さんではありません 

マッサージを一切していません！ 

研修期間中でも、ぎっくり腰の 

痛みを 1回で取れるように！ 



入社 10 年 本院院長 森 亮二 

 

社内でも心理学・心理カウンセラーの勉強はしています。 

さらに深く学びたい人は、外部研修（日本メンタルヘルス協会）を 

受講することが可能です。 

私たちの仕事は技術職と思われがちですが、名治療家ほど、患者さんの心に意識

を向け、安心・尊敬・信頼を得るのがとても上手。心理カウンセラーの資格まで

協力してくれる会社は他にないと思います。 

 

名治療家・ゴッドハンドの多くは心の達人 

心理学を学びワンランク上の先生を目指そう！ 

  

 

  

2．治療も職場の人間関係も「心」が大切！ 

仕事もプライベートも上手くいき

たいなら、「心の持ち方・意識」を

高めることは大切。心の勉強は人生

に大いに役立ちます！ 

「心理学」を勉強したい人大歓迎！ 

離職の一番の原因は人間関係。相手

の立場を理解する、相手を思いや

る、傾聴、伝える力…心理学を学ん

で、職場の人間関係を良好に。 

ここから整骨院グループは、 

施術スタッフ全員が心理カウンセラー 

 ポイント！ 

知ってましたか？ 

心理療法は手術よりも推奨されて

おり、患者さんの心にアプローチす

ることが根本改善のカギなのです。 

私たちは「病気」を診ているのではなく、「病気を持った患者 

さん」を診ています。患者さんの心を理解したり寄り添うことが、 

最善最良の治療といえます。しかし、柔道整復師も鍼灸師も、さらには 

医師でさえも、心の勉強はほとんどしていないのが現状。 

心の勉強をすると良いことだらけ 

最新医学 人間関係 仕事の成功 

先輩からの声 



その理由は… 

元国際腰痛学会理事、福島県立医科大学常任顧問

である菊地先生は、現在も腰痛の世界的権威とし

て活躍されています。「日本の痛み医療は２０年以

上遅れている」と警鐘をならしている医師の１人。 

 

オーストラリアで成功したメディアキャンペーン。私たちも、講演会や web

を通して、同業の先生や患者さんに向けて、最新の医療健康情報をお伝えして

います。「世界から遅れを取っている日本の痛み医療を変革する」これを使命と

考え取り組んでいます。 

 

私たちの強み・他院様との違いは… 

    

 

  

ここから整骨院グループは、 

3．日本の痛み医療を変革したい！ 

・統計開始以来 24 年間ずっと一位をキープ 

・病院に通院する理由→１位高血圧に次いで２位が腰痛 

・医療費が莫大にかかっている（経済的損失は年間 1 兆 8000 億！)  

患者数と医療費の増加が世界的にも問題になっていますが 

特に日本は深刻な状態なのです。 

(Vos T. et al, Lancet,2012) 

(厚生労働省、国民生活基礎調査 2010) 

ここ数十年で世界的に研究が進み、腰痛をはじめ「痛み」 

に関する考え方や治療が大きく変わりました。 

新常識(エビデンス)を知り、それに基づいて治療 

をしていけば治りやすいことが分かってきました。 

 

・最新の医学常識を学ぶ機会を設けていること 

・それに基づく施術をしていること 

・分かりやすく患者さんへ伝える技術が高いこと 

（Buchbinder R et al, BMJ, 2001） 

腰痛に最も力を入れています 

腰痛の世界的権威菊地臣一先生、日本の腰痛治療のパイオニアである

長谷川淳史先生。第一人者やトップリーダーたちから、最新の医学的

根拠(エビデンス)を学ぶ機会を設けています。 

 ポイント！ 

腰痛が減れば患者さんにも 

国にも貢献できる！ 

オーストラリア政府は、テレビやラジオ、厚生

労働大臣、俳優、芸能人や小冊子を使って腰痛

の新常識を国民に広める、「腰痛メディアキャ

ンペーン」を行いました。すると、腰痛の患者

数が減り医療費が大幅に減少しました。 

この研究は国際的な賞を受賞し、スコットラン

ドやノルウェーでも成果を出しています。 

菊地先生と長谷川先生 



会社成長のスタートは従業員満足から！ 

ついつい人に自慢したくなる会社、仕事が楽しくなる会社、

家族や子供に胸を張って仕事を語れる… 

このような整骨院グループにしたいと考えています。 

それには皆さんの協力が必要です。共に成長していきましょう！ 

 

 

居心地が良いからと、仕事に対する意識が低くなることには要注意。会社のルールを守る、当事者意識を持つ、

一生懸命に働く、時には社会の厳しさに向き合う…など、高い基準値で働くことも忘れずに。 

従業員満足の本質は、「自分だけ良し」ではなく、「患者-スタッフ-会社が三方良し」にあるのです。 

 

従業員満足の向上は居心地の良さの追求ではありません 

入社３年 八戸ノ里院院長 大前 紀博 

 

  

   

4．働きやすい職場を追求 

ここから整骨院グループは、 

社員第一主義！ 

従業員 

満足 

独自の 

仕組み 

 

患者さん 

満足 
社会に 

貢献 

企業の 

業績↑ 

先輩からの声 



   

   

  

入社 10 年目 

柔道整復師 

心理カウンセラー 

本院院長 

 

森 亮二 

もり りょうじ 

≪ここから整骨院グループを選んだ理由≫ 

・きっかけは楽しそうな雰囲気の写真で募集していた事。 

・研修時に治療を受けて「これはすごい！」と感動したから。 

 

≪ここから整骨院グループで働いて良かったと思う事≫ 

・大切な人を元気にする能力を身に着けたいと思いこの業界に入りましたが、バイタルリアクトセラピーはじめ、カウセリング、

EBM など様々な事が学べる環境が揃ってます。能力 UP するには最高の職場だと思います！ 

入社 10 年目 

鍼灸師 

心理カウンセラー 

採用主任 

 

 

元井 りさ子 

もとい りさこ 

≪ここから整骨院グループを選んだ理由≫ 

・求人募集時のスタッフ写真が結構フザけてて、 

楽しそうな雰囲気だったから（人間関係を重視していた） 

・駅前で通勤が便利だったので 

 

≪ここから整骨院グループで働いて良かったと思う事≫ 

・「ありがとう」と感謝の言葉を多く言ってもらえる 

仕事だと思った 

・ハワイに行けたこと 

・人間関係が良好。適度な距離感や一人一人を尊重してくれる。 

入社 3 年目 

鍼灸師 

心理カウンセラー 

八戸ノ里院院長 

 

大前 紀博 

おおまえ のりひろ 

≪ここから整骨院グループを選んだ理由≫ 

・最新の医学常識が学べるところ。 

・スタッフ間が仲良く、働きやすい環境だと思ったから。 

↑写真から見ても分かったから 

・求人ページに表示されていたメリット、デメリット、理念に共感できたから。 

 

≪ここから整骨院グループで働いて良かったと思う事≫ 

・上記で選んだ理由の期待値を上回っているところ。 

・とにかく働きやすい職場で、日々の診療の中でも変化があり充実している事。 

・普段行けないセミナーが受けれること。 

・バリ旅行に行けたこと。 

・自由に成長できるところ！！ 



  

  

    
菱木 みゆき 

≪ここから整骨院グループで働いて良かったと思う事≫ 

・他の整骨院にはない、根拠に基づいた最新の医学情報と

心理学とを合わせた治療を学べること 

・スタッフ間の距離が程よく近いので、何でも相談しやす

く、また提案もしやすい環境であること 

・毎日の診療や様々なセミナーに参加させていただく中

で、成長の機会がたくさんあること。入社してから、毎日

充実しています！ 

ひしき みゆき 

入社 3 年目 

柔道整復師鍼灸師 

心理カウンセラー 

本院副院長 

 

≪ここから整骨院グループを選んだ理由≫ 

・心理学を学べる(心を大切にしている治療院を探していた）事と、

マッサージをしなくてもいいところ 

・スタッフの写真がとても楽しそうで、実際に見学をさせてもらっ

た時のスタッフの雰囲気が本当に良かったから 

 

寺田 剛優 

てらだ たかまさ 

≪ここから整骨院グループを選んだ理由≫ 

・「めっちゃ、楽しそう！」一番の理由はこれです。 

 旅行や院内イベントの写真からヒシヒシと楽しさが伝わってきて、 

「ここだ！」と思いすぐに電話しました。 

 

≪ここから整骨院グループで働いて良かったと思う事≫ 

・院長をはじめスタッフみんなが優しく、仲が良くて安心しました。 

 

入社 3 年目 

柔道整復師 

心理カウンセラー 

長瀬院院長 

 

先輩社員さんの本音！ 



他院と差別化したスタイルを学べます 

大阪は日本で一番整骨院が多い地域。そんな中でも安定した経営数値を出せています。 

新人さんが現場で困らないように、豊富なマニュアルも用意していますので未経験の方も

どうぞご安心ください。 

 

施術単価  平均 4500 円 

 

1 人生産性 平均 120 万円 

 

通院回数  平均 3.2 日 

(業界平均 約1200 円) 

 

 

 
(業界平均 約70万円) 

 

 

 
(無理に通院させていない証拠) 

 

 

 

メイン治療のバイタルリアクトセラピーはすべての患者さんに受けて頂きます。 

鍼灸師の先生は、補助治療として鍼や灸を自由に用いることができます。 

私たちの会社は、資格に関係なくキャリアアップのチャンスがあります。 

入社３年 本院副院長 菱木 みゆき 

鍼灸師の先生も院長として活躍されています 

いつまで通わないといけないの？ 

 

  

  

5．整骨院の情報を公開 

ここから整骨院グループは、 

激戦の大阪で鍛えられたノウハウがある！ 

  

治療割合 

自費 75% 

保険 25% 

女性 70% 

男性 30% 40 代 30% 

70 代 30% 

20・30 代 

20% 

50 代 15% 

5% 

男女比 年齢比 

 ポイント！ 

無駄な通院はさせない！ 

ゴールを決めて計画的に治療 

先輩からの声 

≪ここが違う！≫ 

初診は 60～90 分かけて、問診・検査・施術 

を入念におこないます。 

ゴール設定という「卒業の基準」を作り、 

適切な通院期間を設けてスタート。 

 

 

 

≪ここが違う！≫ 

2 回目以降は、施術前に「心理面」のお話を

共有します。心の面から健康に導くのが目的

です。スライドがあるので、新人さんでも安

心な仕組みを作っています。 

 

 ≪ここが違う！≫ 

定期的に「再検査」の日を設けています。 

再検査とは、初回の状態との比較をする日で

す。少し時間を長くとって、現状やゴールを

チェックして次の通院計画を立てます。 

 

卒業？ 

継続？ 

 

通院計画もゴールも設定していない 

整骨院は、残念ながらまだまだ多いです。 



8:00   8:15     8:35                 12:30  13:15                15:15     16:00                            20:00   21:00               0:00 

    

この業界は、深夜までの勤務や休日がほとんど取れないなど、ま

だまだ労働環境はよくありません。もちろん厳しい環境は人を成

長させますが、私たちは、仕事もプライベートも全力で楽しん

でもらいたいと考えています。 

※従業員満足の観点から、トライ＆エラーを繰り返している為、休暇等の変更は半期

ごとに見直しています。 

出産前には産休を頂き、また、育休も国が定める範囲のギリギリまで取得させて 

いただきました。臨機応変に対応してくださるので、安心して職場にも復帰でき 

ています。 

入社 10 年 採用主任 元井 りさ子 

育休・産休制度もあり、スタッフのことを考えてくれる会社 

外部研修費は会社が負担！ 

 

 

 

仕事もプライベートも大切！ 
ここから整骨院グループは、 

出勤 

準備 

 

朝礼 

 

午前勤務 

 

午後勤務 

 

休憩 

 

片
付
け 

片
付
け 

勉強会 

 

早く来て自習 

される先生も！ 

 

 

昼の短時間に集中！ 

夜遅く残ってはなし！ 

 

フリータイム。自宅に 

帰られる先生もいます 

 

予約制なので、一般的な 

整骨院ほど遅くならない！ 

 

 ポイント！ 

完全週休 2.5日！ 

土・祝は午前診のみ 

6．仕事もプライベートも大事にしたい 

帰宅 

自由時間 

 

第 1、3 土曜日に全社員が集まって 

勉強会をしています。 

先輩からの声 

経営や運営のセミナー、治療のセミナーなどの会社が

推薦する外部勉強会は全額費用負担しています。 

自由参加が多いのですが、休みを利用して受講しよ

うとする意欲的な人には投資を惜しみません。 



覚えることは多いですが、丁寧にお伝えしますのでご安心ください。 

自宅で復習できるスマホで見れる動画や、相談できる先輩を設けるメンター制度 

など、効率よく成長できるお手伝いをさせて頂きます。 

入社 3 年 長瀬院院長 寺田 剛優 

技術の習得は焦らずに基礎をしっかり覚えましょう 

キャリアアップによる昇給だけでなく、結果を残した社員さん 

には、４ヶ月に一度の賞与(インセンティブ)が支給されます。 

役職を持たない人にも給料が上がるようにしています。 

 

 

 

≪実績≫ 

入社 2 年目 一般社員   

月支給額 310,000 円 ※インセンティブ含む月換算 

200,000 円 245,000 円 300,000 円 

入社 2 年目 院長   

月支給額 382,800 円 ※インセンティブ含む月換算 

 

 

 
鍼灸 
 

美顔整体 
 

バイタル 

リアクト 
 

腸もみ 
 

高周波 
 

猫背矯正 
 

筋膜リリース 
 

根拠に基づく 

患者教育 
 

 各種手当て,待遇 

・交通費（上限 15,000 円） 

・家賃補助（15,000~20,000 円） 

・社会保険完備 

・制服,靴貸与 

・外部研修費負担 

 

 

先輩からの声 

 キャリアアップ 

院長 

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー 副院長 

研修生 
一般 

主任 

半期ごとに昇給テストがあります 

 賞与(インセンティブ) 

12 月~3 月 4 月~7 月 8 月~11 月 

個人成績によって、 

賞与支給 

 

個人成績賞与プラス 

決算賞与(業績による) 

 

個人成績によって、 

賞与支給 

 

成績や頑張りにより 4 ヶ月に一度の賞与支給 

・産休・育休制度 

・有給休暇 

・懇親会手当 

etc… 

 



① 

 

 

お金のため、ご飯を食べる 

ために働く「ライスワーク」 

その仕事が好きで 

働いている「ライクワーク」 

自分の使命だと思って働いている 

「ライフワーク」  

③ 

② 

プロ野球選手など「その道を極めた」人たちが引退式で、「私にとって野球は人生そのものでした！」

と話されるのが良い例です。仕事とプライベートの境もほとんどなく、仕事を仕事と思わない、やりが

いに満ちた日々を過ごしています。 

不思議なことに、労働条件も良く、一流商社に勤めているにも関わらず仕事が嫌いな人。 

厳しい労働条件にも関わらずやりがいを持って輝いている人もいます。 

さらには、億万長者になっても多くの人は仕事を辞めていません。なぜでしょうか？ 

 

 

世の中には多種多様な職業があります。 

それぞれの業種で、やりがいや誇りを持ち、夢中で働いてい

る人がいます。 

逆に、仕事を苦痛に感じ、毎日が憂鬱で、早く転職・引退し

たいと考える人もいます。  

 

  
ライフワークをしている人は、その名の通り「仕事＝人生」と考えます 

と胸を張って言えるように、全力で皆さんの成長に協力させて頂きます！ 

最初は誰でも「ライスワーク」なのでご安心を。目の前の仕事に一生懸命に取り組むことで、

必ず、徐々に「ライフワーク」に変わってきます。 

 

家族や友人、恋人、恩師、そして子供に、「仕事ってやりがいがあって楽しいよ！」 

 コラム 
働く人には 3つのステージがあるそうです 

どんな職業でも、仕事がライフワークになれば人生の充実度は格段に高くなります(*^^*) 

私たちは、人に貢献し「先生ありがとう」と感謝されることが多い仕事です。 

そのため、治療家は、「ライクワーク」は当然として、「ライフワーク」を目指しやすい 

素晴らしい職業であると私は確信しています。 

代表からのメッセージ 



本日は貴重なお時間ありがとうございました。 

お話を実際に聞いてみて、分かることや、インターネットやマニュアルだけでは理解できない所など、

治療のやり方や会社の雰囲気など、感じるものがたくさんありました。一人一人の事を大事に根本か

ら治していける事や、今までと違ったやり方があって面白そうだなって思いました。女性でも簡単に

治療できるんだって発見でした。 

社員旅行や食事会などもあって、院内でも明るく仲の良い雰囲気を感じ、私もこんな所で働きたいな

と強く思いました。 

治療もして頂いて、こんなにすぐに効果が出るんだなってびっくりしました。また来たいなって気持

ちになりました。 

文がおかしくなってしまってすみません。とても勉強になりました。ありがとうございました。 

 

治療を実際に体験してみて始めは治るのか疑っていたのですが、実際に受けると驚くほど変わって

すごくびっくりしました。治療方法にも色々種類がありますが、「自律神経」を改善することで体が

治るということを知れて、とてもいい経験ができたと思いました。今日体験できた貴重な経験のお

かげで自分の治療の考えが広がったような気がします。 

 

院のみなさんも優しそうな人ばかりで、僕も将来働くならこのような院で働きたいなと思いました。

今日聞かせていただいた話を自分の中に吸収して、これからも勉強を頑張りたいと思います。 

 

 
東大阪市ひがし整骨院 

☎072-964-5355 
higashiseikotucocokara@gmail.com 

専門学校 2年生 女性 

専門学校 2年生 男性 

 
見学に来て頂いた学生さんの感想です。 

お気軽にお越しくださいね(^^ゞ 

見学・面接をご希望の方はこちら 

 

［会社名］ 

株式会社ここから 

［創業］ 

2008 年 4 月 2 日 

［店舗］ 

若江岩田ひがし整骨院 

八戸ノ里ここから整骨院 

長瀬ここから整骨院  

［勤務時間］ 

月火木金 8:30~12:30 16:00~20:00 

土祝 8:30~13:30 

［休日］ 

水・日・土半休 

夏季・冬季・GW・有給 

［初任給］ 

245,000 円 

［HP］ 

http://higashiseikotsuin.com/ 

 

（2019 年１月現在） 

 

 

 

公式HP 求人サイト 

見学会の予約を 

お願いします 

 

検索 

http://higashiseikotsuin.com/

