会社見学会随時開催中！
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おおいずみ鍼灸整骨院グループ
この度は数ある会社の中から、
おおいずみグループの求人に興味をお持ちいただきありがとうございます。

株式会社OHIZUMI（おおいずみ）は創業以来一貫して“カラダ文化先進国”を創るために取り組んできました。

カタカナの「カラダ」は“運動器としての体”の表現です

“カラダ文化先進国”＝日本を世界一カラダに対する考え方が進んだ国にすること、が我々の描くビジョンです。

まずは、現在我々が展開している西武池袋線沿線エリアから“カラダ文化先進地域”を広げていくために活動しています。

おおいずみ鍼灸整骨院グループの

�

つのこだわり

「マッサージ屋になるな！治療家であれ !」
今までの治療家のイメージを払拭しよう

医科学的根拠に基づく治療家の「治す」を大切にし、
自ら学ぶ「成長貪欲集団」として
「治せる治療家」になります。
マッサージをするのではなく、カラダの不調を根本から治す「治療」
にこだわります。

「大家族コミュニケーション」

家族に紹介したくなる、そんな場所を目指します

患者様が OHIZUMI を良く思い、大切な家族をご紹介していただけるように、
働くスタッフ自身が家族に OHIZUMI を紹介したいと思える、そんな院を目指しています。

我々が治しているのは物や機械ではなく「人」だからこそ、
OHIZUMI はここを大切にします。

y

ph
Philoso

企業理念

治療って、楽しい。

「職場創りチャレンジャー」

“楽しい”は与えられるものではなく、自分で創るもの
自分たちが働く会社だからこそ、
自らの手でより良いものを創りませんか？
OHIZUMI では「楽しく、ご機嫌に働ける職場」を目指し日々意見が飛び交っています。
数多くの制度が新入社員をはじめとした一般社員、パート、アルバイトの声から採用されています。

我々治療家がこれまでに習得した知識や技術を治療に活かし、
患者さんの“治った”を創ることを心の底から
「楽しむ」
。
その治療によりカラダがどんどんよくなる過程を患者さんに
「楽しい」
と思っていただき、
人生を謳歌できるカラダを提供する。
地域社会に OHIZUMI があることで経済的にもコミュニケーション的にも潤い、
OHIZUMI があるほうが
「楽しい！」
を広げたい。

�

�

「治療家の腕」
我々が提供するサービスは
です。
●

お

お

い

ず

●

●

●

●

技術

み

「OHIZUMI」から

skill

広めていきます。
この 3 つを駆使し、

「治療家の腕」
我々は
を
提供します。

医科学的知識

未来 vision

社会人スキル

knowledge

manners

日本を
「カラダ文化先進国 」へ

●

日本を世界一カラダに対する考え方が進んだ国にする

●

我々の活動を通じて
「治療って、
楽しい」から転じて
「人生って、楽しい」
と思う人々が増える

●

カラダ文化先進国を支えるインフラとしての会社

理念 philosophy

No.�

使命 mission

●

１番いいものってどんなだろう？どこまでもこだわる組織へ

●

治療、接客、
会社、
あらゆる点において一番いいものを創る

●

治療家業界のリーディングカンパニーへ

日本最高の治療家育成機関を創る
●

柔道整復師、鍼灸師、
あん摩マッサージ指圧師の社会的地位の向上

●

業界を魅力あふれる人財でいっぱいにする

●

エビデンスを大事にする業界の研究機関
�

OHIZUMI には夢があります。

日本人にʻTOYOTAʼやʻHITACHIʼときいて地域名を 連想する人はほとんどいません。企業名を連想します。
同じように“ OHIZUMI”と人が聞いた時、地域名ではなく企業名が連想される、
そんな価値を広げられる会社になることが我々の目標です。
我々治療家一人ひとり“ワクワク楽しく働くこと”こそが治療家の社会的地位と価値を広げることになり、一人ひとりの人生を豊かにします。

「この仕事をしてきて本当によかった！」と治療家が心から思えるような、
OHIZUMI はそんな場所を目指します。

株式会社 OHIZUMI 代表 吉澤 良平

�

社会保険完備

OHIZ UMIの「やる気優先人事制度 」

厚生年金

健康保険

※

厚生年金に加入した場合、国民年金に上乗せされ

仕事以外のケガや病気をした時に、治療費の補填

た年金を受け取ることができます。老齢年金であ

をしてくれる保険です。

れば約 2400 万円の差が出ます。

OHIZUMIは「やりたい」を尊重する
だからこそ、本人の「やる気」にとことん向き合います。

労災保険

雇用保険

失業した際に、就職先が見つかるまでの一定期

仕事中、
または通勤途中にケガや病気をした際に、

間、失業手当を受け取るための保険です。

治療費や治療中の賃金を保証する保険です。

あなたの将来はあなたにしか決められません。様々な症状でお困りの患者様にプロフェッショナルな治療を提供していくのか、
そんなプロの治療家たちを支援していけるよう院長としてマネジメントを行っていくのか、最新医学に基づく知識を誰よりも

※厚生年金は、夫が平均収入『平均標準報酬『（賞与を含む月網換算）
４２.８万円』
で４０年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。

先に覚え、新人からベテラン社員といった社内への教育を行うテクニカルディレクターになるのかなど、あなたが目指す未来は
無限に広がっています。
スタッフ一人ひとりを応援したいからこそ、OHIZUMI は「何年働いたか？」の年功序列制ではなく、
困っている方のために「何がしたいか？」を重視する《やる気優先人事制度》のため、1 年目からすぐに活躍が期待できます。

OHI ZUM I の働く環 境
平均年齢

男女比

29.2
20 代から 50 代まで幅広い年齢層の方が活躍し
ています。研修制度が充実しておりますので新卒

は勿論のこと、中途からブランクのある方までど
なたでも安心して働くことができます。

資格

出勤日数

52%

48%

“女性が働きやすい職場” にする取り組みを続け

た 結 果、業 界 平 均 より女 性 比 率 が 高 い の も
OHIZUMI の特徴のひとつです

勤務時間

51%
柔道整復師

院長までのSTEP UP

完全週休
２日制

だから院長になっても学ぶことを辞めません！
患者さんや新卒社員から
人の手でここまでカラダって良くなるんです
かー！？と驚かれるのが好きです（笑）

当然、社内研修はきちんと出勤時間内に行われま

「治療って、楽しい」を一緒に創りましょう！

す。
さらに「正社員」
「時短正社員」など多様な働き
方が選べます。
お気軽にご相談ください。

院長

有給休暇

鍼灸師

柔道整復師と鍼灸師、それぞれが持ち味を活かし

早番遅番のシフト勤務制度を試験運用するなど、

現在、有給休暇取得率 88％。100％を目指して

整復師と鍼灸師の 2 名で担当する、
というような

ます。主婦や子育て中の方でもフレキシブルに働

いうのが職場環境づくり理念にあるので「休める

チーム医療を行う場合もあります。

僕は自信を持って患者さんに治療をお届けしたい。

完全週休 2 日制。

49%

て施術にあたります。時には 1 人の患者様を柔道

院長になってからも勉強の日々！
「治療って、楽しい」の体現者へ

効率の良い勤務体制づくりに日々取り組んでおり

ける職場を目指し日々改善しています。

�

保有資格

経営研修

内田 智希
柔道整復師

上級スキルアップ研修

マネジメント研修

取り組んでおります。
「休まないと、楽しくない」
と

経営研修では院長を志願する社員に対しては数字面でのアタマも鍛えていきます。さらに院長として必要な疾患知識や技術を

楽しい」職場にするために邁進しております。

上級スキルアップ研修を通してさらに磨きをかけていきます。最後にマネジメント研修ではチームを引っ張るリーダーにはど
んな要素が必要か？この研修ではスタッフを統率する管理職に必要なスキルについて学びます。
�

患者さんの「治った」を創ることを心の底から楽しむ！
『おおいずみ』では治療家が治療家を志した時の原点を
中心に据えて研修を行っていきます！

自分が手に職（治療技術）をつけて、
それで治って喜んでくれる人がいる。
そんな仕事ができたらすごい楽しい気がする。
僕のスタートはそんな気持ちでした。

自分が困ってる時に助けてくれた治療院の先生みたいになりたい！
学生の時困ってた自分みたいな人間を助けたい！

みんな多少の違いはあると思うけれど、こんな事情や理由で治療家業界に
来た人は多いんじゃないかなと思います。

この仕事がやってて楽しい仕事だろうなって、

あんな治療院の先生みたいになれたらカッコいいだろうなって、

そんな学生に憧れられちゃうような治療家を共に目指しましょう！！

OHIZUMIグループ
テクニカルディレクター
保有資格

井上 俊平

柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・日本スポーツ協会公認 AT

FMS Level 1&2/SFMA Level 1&2/NASM-CPT/ 栄養コンシェルジュ 2ツ星

lum

Curricu

柔道整復師・鍼灸師ともに

まずは治療家としての基礎的な部分を 1ヶ月でマスターします！

治療理念

基礎解剖

触診基礎

施術実技練習

疾患 知識

内科疾患理論

介護技術

カルテの書き方
テスト

� ヶ月目
�

�

lum

Curricu

2 ヶ月目からは現場での実践的な研修を通して、
治療家として 1 人前になるための必要スキルをマスターします！

カウンセリング

各種スペシャル
テスト
カイロプラクティック

矯正理論

カイロプラクティック

矯正実技

問題解決型
エクササイズ
指導理論

動作 分析

問題解決型
エクササイズ
指導実技

鍼灸実技
外傷対応実技

�ヶ月目

治療家としての“スキル”はもちろん、
患者様が治っていく姿に全力で喜べる、
“治療が楽しい”と思える治療家になりましょう！

現場に出てからがスタートライン。
「治療って、楽しい。」と思うから、
学び続けられる。
現場で多く積める臨床経験、毎週のスキルアップ、日々アップデート
される技術や知識。最高の治療家を目指すあなたも『おおいずみ』で
なら治療の奥の深さを感じていただけると思います。
「マッサージ屋になるな、治療家であれ！」を実践するプロフェッ
ショナルを我々と一緒に目指しましょう！

院長

柳原 優希也

保有資格

�

鍼灸師

あん摩マッサージ指圧師

��

テスト

おおいずみ鍼灸整骨院の社員紹介

OHIZUMI Member

細谷

鍼灸師

智仁

「やりたい」を大事にしてくれる

佳子

絶対に成長でき る職場です！

林

「ありがとう 」って

柔道整復師

言ってもらえ る仕事です

勝広

高齢者のみではなく、

小山

柔道整復師

幅広い症例を体験でき ることが

『おおいず み』の強み

栞

正直、入社前は不安でしたが

入社してほっとしました

岡田

柔道整復師

現在、院長職に就かせていただいておりますが、入社当初からの「院長に挑戦したい！」
と

入社するまで“整骨院は高齢者が多数来院する”イメージがありましたが、
『おおいずみ』

患者さんからの「ありがとう」がこんなに嬉しいんだ、ということを『おおいずみ』で働い

でとても不安でした。チャレンジしてみよう！という気持ちで入社した私でしたが、先

の現場では部活動の学生やアスリート、デスクワークの方や自律神経症状など幅広い年

て初めて知りました。毎週スキルアップがあり、多くの症状の患者さんが来院され、毎日

いう僕の想いを全力でサポートしてくれたところが『おおいずみ』らしさです。
治療スキル

輩方のフォローや同期の仲の良さに助けられ、前評判通りの大変な研修（笑）も乗り越え

齢層、多数の症例を経験することができます。自分が施術した方に初めて「どこに行って

が本当に勉強の日々ですが、患者さんから「ありがとう」と言ってもらう度にこれからも

だけでなく、チームビルディングやマネジメント、コーチングなどの院長に必要なスキル

られました。今では現場で多くの患者さんをみさせえもらえて楽しいです！

も治らなかった症状がとれた」と言われた時はとても嬉しかったです。

もっと頑張ろうと思えます。

を学ぶ研修が充実しており、それを丁寧に教えて頂きとても嬉しかったです。

入社前の説明会で「『おおいずみ』の新人研修は国家試験より難しい！」と聞いていたの

拓巳

田主

柔道整復師

麻美子

治療院の仕事は

横山

街とのコミュニケーション

柔道整復師

『おおいず み』はなんていう か

小雪

「全員野球」って感じです

大山

柔道整復師・鍼灸師

研修が本当に本当に本当にすごくて

めっちゃ自信がつき ます！

優太

友達みたいに気さくな雰囲気

部活のよう なチ ームワーク

小林

柔道整復師

働いて嬉しかったことは、カラダが良くなって卒業した患者さんが院の前を通る度に手

入社前は、会社って下っ端 1 人の意見なんて聞き流されると思っていました。しかし『お

毎週スキルアップクラスの時間に同期や先輩方など多くのスタッフと一緒に練習する

最初は「たった 2 ヶ月の研修で本当に治療ができるのかな？」と考えていました！しか

のですが、
『おおいずみ』の人間関係は全体的に気さくで良い意味で友達のような雰囲気

し『おおいずみ』は本当に研修を教える講師陣が本気！！って感じです（笑）
「とりあえず

おいずみ』では必ずどんな意見でも聞き入れてくれます。私の意見も反映されて今では

を振ってくれたり、街で会った時に元気？と声をかけてくれたりしてくれることです。

です。しかし、仕事になると部活動のようなチームワークを発揮！といった感じがする

マニュアルだけ教えます」って感じは全くなくて「本気の治療家づくり」に全員一丸と

整骨院事業部全体の仕組みとなりました。当時は意見が通った事も嬉しかったですが、

今現在、こういった関係が築けるのは『おおいずみ』の研修で学び、わかりやすく治療の

ので部活動経験者には懐かしい雰囲気かもしれないです。

なって挑戦してる集団、それが『おおいずみ』だと思います！

会社が一人ひとりを戦力として見てくれている気がしてとても嬉しかったです！

説明ができたからこそ頼って頂けるのかなと思います。

��

��

実際『おおいずみ』に

決め手になった

治療への意識が高い社員が多いです！

会社見学のときに、
コンセプトである
「治療って、楽しい」ということが、
スタッフの方々

やはり技術面はとても高い、
という印象です。

や治療を受けている患者さんからすごく伝わって

甘く考えていたわけではなかったのですが、

きたので、看板に偽りなし！と思いました。

新人研修の勉強量は多いです（笑）

整骨院でのアルバイト経験

どれくらいいますか？

がなくても働けますか？

「健康保険」を利用した鍼灸治療を取り入れてい

9割の社員は治療院未経験からのスタートです。

ます。院にもよりますが、来院される約 3 割の患

新人研修も充実しているため、
アルバイト経験がな

者様が鍼灸治療を受けられています。

い方も全く問題ありません。

女性が働きやすい

就活生だった時

環境でしょうか？

不安だったことは？
企業説明会での説明と実際の現場に

女性スタッフが多く在籍しているので

ギャップがないかは不安でした。

女性の意見も反映されやすいです。
産休育休制度もあるので女性でも安心して働く

なので悩んでいる学生にはとりあえず

ことができます。

「会社見学ツアー」をオススメします！

残業はあるの？

会社はどんな雰囲気？

多少不安定な傾向はあります。
しかし『おおいずみ』

配属院関係なく年が近いメンバーで飲みに行ったり

は勤務時間中にスキルアップがあるので練習のた

スポーツしたりなど仲はとても良いと思います！

めに残業はありません。

Q&A

��

休日サイコ

��

ー

！
！

通常診療日だと終わる時間が患者さん次第なので

感じではない”が近いですかね（笑）

院長になっても
！
学び続けろ！

全体として“やる気はすごいあるけど体育会系って

！
！
ン
ド

これが

鍼灸の患者さんは

おおいずみ！
！

若手でも
活躍できるのは
研修のレベルが
高いからですね。

入ってみてどうか？

理由・ポイントは？

先輩に
！
憧れます！

『おおいずみ』を選ぶ

く
すごい優し なぁ
る
教えてくれ

に聞いてみた！！

整理整頓

Q&A

現役社員

お

お

い

ず

み

「OHIZUMI」は治療 家による治療 家のための会 社
治療家が治療家のために作った会社、
それがOHIZUMIです。代表はもちろんのこと、
役員から創業メンバーに至るまで全員が治療家です。
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