
見学・面談の希望はこちら

YouTubeで情報配信中！

体に関する知識を
学べる動画を発信中！

メディカルZチャンネル

代表の信念理念、
スタッフのおもしろ動画など

BESTメディカルチャンネル

LINE
公式アカウント

公式
ホームページ

RECRUITING GUIDE

BESTメディカルについて

メディカルZチャンネル
YouTubeチャンネルにて『国家試験対策授業』『人生の役立つ講義』
などを配信しています!是非ご活用ください！！併せて『BESTメディカ
ルチャンネル』でBESTメディカルスタッフの国家試験ストーリーなど
を配信していますので是非ご覧ください！！

『柔整各論』『解剖学骨格筋』『社会保障制度』などを現在配信中！
今後『解剖学』『生理学』『関係系法規』『職業倫理』『その他柔整必修
科目』などを配信予定です!お楽しみに！！

BESTメディカル採用LINEに登録でチャンネル情報をお送りいたします！！



GOAL

STEP 1

STEP 2

STEP 3 皆さん、将来『どんな人になりたい』ですか？
壮大なビジョンがある人
あまり意識したことがない人
様々だと思います。
しかし、意識したことがない人でも
『最低限こんな人ではありたい』
『こんな生活をしていたい』
などはあると思います。
そんな目標を叶えて行く為には
必ず必要なものがあります。
それは『成長』です。
成長するから能力や人間力が上がり、
人から認められたり、チャンスが巡ってきます。
それを繰り返して夢を少しずつ叶え
『こんな人になりたい』
『こんな人生を歩みたい』
という目標を達成してゆきます。

そんな目標達成に必要な『成長』の為の
想いや仕組みがBESTメディカルにはあります。
是非、一度ご覧になってください。

『成長する』
だから、
『夢が叶う』
そして、
なりたい自分に
なれる。
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弊社の企業理念は『医療で社会に貢献し、業界の発展に尽
力することで業界で最も社員が誇れる会社となる』です。

私達柔整師と鍼 師の治療を通じて、患者様の健康寿命を
伸展し、患者様のQOL（生活の質）が向上することで社会貢
献していくことを目的としております。

しかし健康寿命の伸展とは簡単なことではありません。その
為に必要な『人間力』『技術力』『知識力』をしっかり身に付け
ていく必要があります。

その力を備えていく為に『豊富な研修』や『キャリアアップシ
ステム』を活用し、社員の『成長』と『人生の豊かさ』を追求し、
〈患者様〉〈社員〉〈会社〉のwin-win-winの関係を構築してゆ
きたいと考えております。

弊社の企業理念は『医療で社会に貢献し、業界の発展に尽

BESTメディカルの
考え方

外傷患者様が多く、外傷が診られる
柔道整復師になれる！鍼 治療の患者様が
非常に多く、鍼 保険も自費もできる
鍼 師になれる！

1

社内幹部職、独立支援やのれん分け制度が
充実しており、夢の実現ができる！2

熱心な教育と研修で明確なキャリアアップがある！3

2040年に100院を目指す会社
だからこそチャンスが多い！4

スタッフ同士の仲が良く、毎日が楽しく過ごせる！5

BESTメディカルの

５つの強み
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鍼 師一人当たりの一日平均施術数の全国平均は３～４
施術と言われていますが、弊社鍼 師の1日平均施術数は
１５施術と全国平均の３倍以上の施術数を誇ります。この圧
倒的な鍼 施術数で多くの経験値を積み成長できます！

弊社では鍼 保険を活用しており、その際に必要なドク
ターとの連携を学ぶ事ができます。保険の活用で患者様
のニーズの幅を広げ、保険と様々な自費施術でたくさん
の患者様に弊社の鍼 施術を喜んで頂いております！

鍼 師一人当たりの一日平均施術数の全国平均
施術と言われていますが、弊社鍼 師の1日平均

通常の３倍の
鍼 施術経験が積める

倒的な鍼 施術数で多くの経験値を積み成長できます

弊社では鍼 保険を活用しており、その際に必要な
ターとの連携を学ぶ事ができます。保険の活用で患

ドクターとの連携が学べる

弊社では『柔整師は外傷が診れて当たり前』をモットーに
常に外傷患者様が来院された時の準備が整っております。
もちろんその為の外傷対応の知識や技術の勉強は常に行
い、外傷を恐れない柔整師に成長します！

弊社では『柔整師は外傷が診
常に外傷患者様が来院された

外傷に強い

接骨院の強みは保険制度を活用できることも一つかと
思います。しかし保険制度の仕組みをしっかり理解せず
保険制度を活用していると違法になって資格が傷付い
てしまうことがあります。弊社はそんな社員を見たくあり
ません。なので保険制度の仕組みを理解し正しい保険
請求ができるようになります！

い、外傷を恐れない柔整師に成長しま

接骨院の強みは保険制度を活用で
思います。しかし保険制度の仕組み

保険制度に強い

柔整の
強み

鍼 の
強み
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３月末からおよそ１ヶ月間の研修期間で、新人研修の目的は弊社の理念や社会の
ルールを理解し、治療者としての必要な考え方、技術、知識の習得する事です。

夢を叶えるための教育①

新人研修 成長キャリアパス

1年の流れ

技術指導や
各院で指導

キャリアパス
スキル試験 試験合格新人指導

カリキュラム受講
新人研修
スキル試験 試験合格

・新人研修スタート

3月 4月

・決起会
・入社式
・新人研修（４月末まで）

５月

・現場デビュー
・研修・勉強会で学び
・トレーナー活動

９月 10月 12～1月

・スポーツ大会 ・ハロウィンイベント
・忘年会
・年末年始休暇

・会社理念教育
・目標設定教育
・あり方、考え方教育
・ライフプランニング教育
・接遇マナー教育

・姿勢分析&矯正教育
・マッサージスキル教育
・鍼 スキル教育
・体表解剖教育
・マトリクスウェーブスキル教育
・マッケンジースキル教育
・問診検査教育

・疾患、外傷教育
・保険制度教育

２月

・社員旅行
・社内イベント
・トレーナー活動

　配属後も継続する学びとしてキャリアパス（社員一人一
人の教育を院単位に任せ切りになるのではなく、会社が
教育一覧を管理し、指導者が巡回して指導とテストを行っ
ている）と、考え方勉強会とスキル勉強会（月一開催）を
行っています。副院長、院長、マネージャーなどの役職で各
役割や仕事が変わってきます。その役職に必要な知識や
スキルを研修でしっかり学ぶ事ができ、キャリアアップし
やすいシステムで社員教育を進めています。

夢を叶えるための教育②

『考え方』『スキル（技術）』『知識』について学びます

新人研修のプロセス キャリアパスのプロセス

『キャリアパス（成長表）』を通じて
計画的に成長することができます

考え方 スキル（技術） 知識
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スキル・知識が学べる

柔整師、鍼 師に必要な『外傷スキル』
『鍼 スキル』はもちろん、整形外科疾
患に対する知識や、『医接連携ノウハ
ウ』、『ホスピタリティ』など人間として、
施術者として重要なことをしっかり学ぶ
ことができます。

BESTメディカルで学べること

考え方を学べる
BESTメディカルで学べること

経営を学べる

この業界は独立するという夢を持ってい
る人も少なくありません。独立するにあ
たり施術者であると同時に経営者でも
あります。経営を知らないと独立しても
思ったような生活は出来ません。しかし
経営は本からは学べません。BESTメ
ディカルでは独立支援を中心に独立希
望者に経営力教育も行っております。

BESTメディカルで学べること 2

1 3

4
トレーナーを学べる

BESTメディカルでは『外傷患者様』が多く、
院内で勤務しているだけで捻挫や挫傷な
どの外傷はもちろん、骨折や脱臼などの重
傷患者様の施術を行うことも日常的にあり
ます。さらに深く外傷やトレーナー業務を学
びたい方は、弊社関係先が斡旋するスポー
ツ大会の救護班やトレーナー活動に参加
し、スキルアップすることも出来ます。

BESTメディカルで学べること

考え方（人間性）が良いと、全ての出来
事から様々なことを学び、それを糧に人
間は成長することができます。そして成
長があるからこそ『人生を選べる人』に
なることができ、皆さんが『豊かな人生』
を得る為に必要な教育重点ポイントと
なっています。
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会社の成長

創業８年で６院（R４年中に９院に拡大予定）の勢いで発展している企
業だからこそ、チャンスが多い！店舗が増えれば働ける地域が増え、
役職者が増え、出来ることや学べることも増えてくる。さらに店舗展開
とは別に国家試験対策を行う会社や経営コンサルティング会社、物療
開発会社などの展開も計画中なので、様々な仕事が選べる会社です。

BESTメディカルには
様々な仕事、チャンスがあります

理想の自分に近づくための
明確な昇格基準があります
副院長、院長、マネージャーなどの役職にも役割と基準が設けら
れており、昇格する為に各研修を受講。役職に必要な実績結果
を残し、各役職ごとに定められた試験を受けて合格すると昇格し
ていきます。昇格基準が明確なので、何ができるようになったら
昇格できるというのがわかりやすいのが特徴です。

1院目開業
2014年

・年商4000万円
・スタッフ5名

40～45院運営（予定）
2032年頃（目標）

・売上見込み25億円
・スタッフ見込み300名
・コンサルティング会社設立
・物量開発販売事業設立

創立５年で６院運営
2021年（現在）

・売上2億2000万円
・スタッフ50名
・人材育成事業設立
・2022年中に９院に拡大予定

研修・実績・試験研修・実績・試験

研修・実績・試験研修・実績・試験

研修・実績・試験研修・実績・試験

研修・実績・試験研修・実績・試験

キャリアアップの仕組み

独立開業
のれん
分け

コンサル
ティング

トレーナー

事務職
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14

選択できる未来

船堀駅前院 副院長／柔整師
琉球リハビリテーション学院出身

治療技術に特化したキャリアプランもある！！
院長やマネージャーだけがキャリアアップではありません！
治療が好き！技術をもっと磨いて患者さんに貢献したい！！
という熱い思いの方にもキャリアアップが用意されています！
好きな治療を極めていく事で患者さんに喜ばれ生活も豊かになる！
現状に不安や不満がある方は一度話を聞かせてください！
私も色々ありましたのでお力になれるかもしれません^ ＾

高岡 優

株式会社BLUCK 代表
神楽坂駅前Cure Sta鍼 整骨院 院長押田 拓未

日本健康医療専門学校出身

独立するにあたって1番不安な事は、独立後の様々なイメージができない事でした。
お金の事、スタッフ教育など様々な事を一人でやっていくには経験が無さ過ぎて何
をして良いのかイメージすら湧きませんでした。しかし開業する為の必要なことを
Bestメディカルでしっかりご指導頂きました。イメージが出来ないと目標に向かう事
すら出来ない、イメージがしっかり出来た上で独立したので最高のスタートダッシュ
が出来、今の弊社の勢いにも繋がっています！

マネージャー／柔整師野澤 健太朗
千葉代表と共に誕生し株式会社Bestメディカルは、今年5年目を迎えました。Bestメ
ディカルの「健康で苦しんでいる人々に少しでも手を差し伸べたい」という人として誰
もが持つ自然な心情を全員が本気で追求したからこそ今があると思っています。
今後はそのような「治療家としての情熱」を全国にさらに広げ、業界として連携の輪
を作り日本の未来につなげていこうと考えています。会社として全力で「医療の追
求」を行い、全国で最も社員が誇れる会社にしていきたいと思っております。そして
同時に業界で一番社員が幸せを感じる会社を目指し、給与や福利厚生の向上に全
力で精進して行きます。

東京メディカルスポーツ専門学校出身

福利厚生

■月休8日制（有給別途）
■外部研修（会社が費用負担可能）
■社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険完備
■有給休暇あり
■生命保険・退職金制度あり
■ライフプランナーによる将来設計無料サポート
■必要に応じてPC支給
■交通費全額支給
■制服貸与
■社内イベント多数あり！

待遇

一般スタッフ
22万円～／月 +年1回のインセンティブ※（賞与：～20万円）

院長
30万円～／月 +年3回のインセンティブ※（賞与：30～140万円）

エリアマネージャー
35万円～／月 +年3回のインセンティブ※（賞与：40～200万円）

ブロックMG・統括MG
40万円～100万円／月（年俸制）

給与

※役職と実績に応じて3回個別評価あり

令和5年度より役職ごとの全体昇給予定
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東京メディカルスポーツ専門学校出身

柔道整復師・鍼 師宮廻 興太

篠崎駅前院 院長／鍼 師長澤 慧士 船堀駅前院 院長／柔整師市原 智

スタッフ紹介
推薦者の声

総合格闘家

弥益ドミネーター聡志選手

■自己紹介
第9第DEEPフェザー級王者の弥益ドミネーター聡志です。普段は普通
のサラリーマンとして働きながら、退勤後に格闘技の練習をする生活を
送っております。

■来院のきっかけは？
首を痛めて練習に支障が出ていた時に、出稽古でお世話になっている
パラエストラTBで千葉代表をご紹介いただいたことがきっかけです。

■りゅうせい接骨院の治療を受けていかがでしたか？
私が取り組んでいる競技(MMA)に寄り添った形で治療を進めていた
だき、とても安心感がありました。

■これから入社を考えている方々に一言メッセージ
怪我で困っている患者さんの苦しみを和らげ、趣味や日々の生活をよ
り楽しいものにできる、本当に素晴らしいお仕事だと思います。皆様の
ご活躍をお祈り申し上げます！

東京メディカルスポーツ専門学校出身 / 2020年入社

Q1.入社して驚いたことは？
りゅうせい接骨院のスタッフ個人個人キャ
ラが個性的だけれど団結力がとても強い
こと！

Q2.仕事での失敗談は？
検温の際、患者さんが出した握り拳に対し
て自分の身体が咄嗟に反応してグータッ
チで返してしまったこと（笑）

Q3.仕事での成功談は？
正座が出来なかった患者さんに対して治
療後正座出来るようになったと喜ばれた
こと。

Q4.なぜBESTメディカルを選んだのか？
社員同士の雰囲気がとても良いと感じた
から。

Q5.今後の目標は？
患者さんの痒いところに手が届く治療家
になること。

Q6.就職で悩んでる人に一言
業界を変える会社で一緒にはたらきま
しょう！待ってます！

Q1.入社して驚いたことは？
りゅうせい接骨院のスタッフ個人個人キャ
ラが個性的だけれど団結力がとても強い
こと！

Q2.仕事での失敗談は？
検温の際、患者さんが出した握り拳に対し
て自分の身体が咄嗟に反応してグータッ
チで返してしまったこと（笑）

Q3.仕事での成功談は？
正座が出来なかった患者さんに対して治
療後正座出来るようになったと喜ばれた
こと。

Q4.なぜBESTメディカルを選んだのか？
社員同士の雰囲気がとても良いと感じた
から。

Q5.今後の目標は？
患者さんの痒いところに手が届く治療家
になること。

Q6.就職で悩んでる人に一言
業界を変える会社で一緒にはたらきま
しょう！待ってます！

Q1.入社して驚いたことは？
仕事が忙しい事、暇な時間はありません！笑

Q2.仕事での失敗談は？
自分が担当していた作業の引き継ぎが出来
ず、結局自分でそのまま仕事をやる事になっ
てしまった。

Q3.仕事での成功談は？
やると決めた事をきちんとこなした時、掲げて
いた個人予算を達成し成功体験が出来た！

Q4.なぜBESTメディカルを選んだのか？
俺クラスになると、選ばれに来るよね。BEST
メディカルの方から。（ローランド？笑）入社の
理由は、代表と元々同じ職場で、業界に入っ
た時から常に面倒を見てもらっていました。
代表が独立した時にこの人に着いて行こう
と思ったことと、受けた恩を返す為です。

Q5.今後の目標は？
会社を発展させ、忙しいながらも働きやすい
環境を作る事！

Q6.就職で悩んでる人に一言
BESTメディカルは今まさに成長している会
社です。共に成長していきましょう！！迷ってい
るならBESTメディカル！

Q1.入社して驚いたことは？
仕事が忙しい事、暇な時間はありません！笑

Q2.仕事での失敗談は？
自分が担当していた作業の引き継ぎが出来
ず、結局自分でそのまま仕事をやる事になっ
てしまった。

Q3.仕事での成功談は？
やると決めた事をきちんとこなした時、掲げて
いた個人予算を達成し成功体験が出来た！

Q4.なぜBESTメディカルを選んだのか？
俺クラスになると、選ばれに来るよね。BEST
メディカルの方から。（ローランド？笑）入社の
理由は、代表と元々同じ職場で、業界に入っ
た時から常に面倒を見てもらっていました。
代表が独立した時にこの人に着いて行こう
と思ったことと、受けた恩を返す為です。

Q5.今後の目標は？
会社を発展させ、忙しいながらも働きやすい
環境を作る事！

Q6.就職で悩んでる人に一言
BESTメディカルは今まさに成長している会
社です。共に成長していきましょう！！迷ってい
るならBESTメディカル！

Q1.入社して驚いたことは？
新人研修の内容が充実しています。特に考え
方をすごく学ぶ事ができました。

Q2.仕事での失敗談は？
出勤初日に時間を間違えた遅刻をし、代表か
ら電話がかかってくるというミスをしました。

Q3.仕事での成功談は？
鍼が初めての方に施術をして、鍼の良さを
知って頂けた時。

Q4.なぜBESTメディカルを選んだのか？
最初、学生スタッフとして入る時は学校から
近いことが大きかったです。
実際に働いてみて、スタッフが良い人ばかり
だったのでここを選びました。

Q5.今後の目標は？
鍼 師がまだ少ないので、鍼 を今よりもっ
と盛り上げていくことが目標です。

Q6.就職で悩んでる人に一言
最初はどこ行っても仕事が大変なのは同じ
だと思います。ですが一番違いが出るのは、
人間関係だと思います。うちは本当に良いス
タッフばかりなので、入社して人間関係で悩
むことはまず無いと思います。
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日本健康医療専門学校出身

関東柔道整復専門学校出身 / 2019年入社

葛西橋院 院長／柔整師宮口 里紗子

Q1.入社して驚いたことは？
先生や受付スタッフさん同士の雰囲気がと
てもいいこと。先生のコミュニケーションの取
り方が上手で患者さんとの距離が近いこと。

Q2.仕事での失敗談は？
大事な院のイベント日に寝坊したこと。笑

Q3.仕事での成功談は？
患者さんとのコミュニケーションを密に取り、
信頼をして治療を任せてもらえたこと。

Q4.なぜBESTメディカルを選んだのか？
卒業後の進路に悩んでいた時に、千葉代表に
相談をしてBESTメディカルの魅力を教えても
らったから！

Q5.今後の目標は？
スキルアップして、より多くの患者さんを助け
られる柔整師になること！

Q6.就職で悩んでる人に一言
BESTメディカルはスタッフの皆さんの人柄
も良く、たくさんのことを学ばせてもらい仕
事が楽しいと思える会社です！柔整師として
活躍したい方は是非BESTメディカルへ！
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はじめまして、株式会社BESTメディカル代表の千葉と申します。
私は柔整の学生時代に接骨院でアルバイトをしていました。そこで起きた出来事が私
の柔道整復師人生を大きく変えました。

ある日、接骨院に腕を支えて患者様が来院されました。明らかに骨折か脱臼を受傷し
た患者様でした。私がベッドで介抱していると院長の姿がありません。探していると必
死に本棚で外傷の処置を調べている院長がいました。普段は治療でたくさんの患者様
を喜ばせている院長とは思えないほど焦っていました。その姿を見た時に『柔道整復
師が外傷診れなくて何を診るんだろう？』と疑問を感じ、外傷が診れる柔道整復師が
もっと育って欲しいという願いから、弊社では柔道整復師においては外傷教育に力を
入れるようになりました。

そして鍼 師は西洋医学とはまた違った視点で患者様の症状を改善出来る姿を見て、
鍼 師がもっと活躍出来る現場環境作りをしたいと強く感じました。
私の目標は柔整師、鍼 師しか出来ない社会貢献で日本を変えることです。

大きなことを達成するにはたくさんの人の力が必要です！
皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしています！

代表挨拶

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西4-3-21
http://ryusei-sekkotuin.com/

☎03-5605-6878
（担当／宮口）

お問い合わせ

株式会社BESTメディカル

代表取締役　千葉 竜一

浦安駅前りゅうせい接骨院
☎047-318-9794

〒279-0001 千葉県浦安市当代島1-1-11 
【平日】10：00～13：00　15：00～20：30
【土日祝日】9：00～15：30

船堀駅前りゅうせい接骨院
☎03-6661-3871

〒134-0091 東京都江戸川区船堀3-5-19
【平日】9：30～12：00　14：00～20：00
【土日祝日】9：00～15：30

中葛西りゅうせい接骨院
☎03-6310-0230

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西2-3-6
【平日】9：00～12：30　14：30～20：00
【土日祝日】9：00～15：30

葛西橋りゅうせい接骨院
☎03-5605-6878

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西4-3-21-101
【平日】9：30～13：00　15：00～20：00
【土日祝日】9：00～15：30

中野駅前りゅうせい接骨院
☎03-6382-6133

〒164-0001 東京都中野区中野2-13-26
【平日】10：30～13：00　15：00～20：30
【土日祝日】9：00～15：30

船堀駅
下車

葛西駅
下車

西葛西駅
下車

中野駅
下車

篠崎駅前りゅうせい鍼 接骨院
☎03-6231-8282

〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町7-27-8アルファロメオ301
【平日】10：00～13：30   15：00～20：00
【土日祝日】9：00～15：30

篠崎駅
下車

浦安駅
下車

各院紹介
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