
時代が変わっても選ばれ続ける

それが「本物」

 



時代が変わっても選ばれ続ける

Earnest株式会社 くめ鍼灸整骨院
代表院長の久米道仁と申します。

皆さんはなぜ働くのですか？
生きていくため？社会と繋がっていたいから？なんとなく！？

私の働く理由は【自身と自身の周りにとって幸せ】【後悔しない】を感じて生きて
いきたいからです。
自身だけ幸せでも周りが不幸なら幸せに生きていけないのではないでしょうか。
また、後悔するくらいなら実行し尽くして人生をやりきりたいと考えております。

ですから最前線で患者様と接するスタッフの一人一人がやりがいを感じ、
集中して働ける環境でなければ、患者様の笑顔につながりません。

施術を通じて家族・スタッフ・患者様を幸せにすることで自分自身も幸せになれます。
【患者様に必要とされる事が治療家にとって最大の喜び】だからこそ、【同じ目標を
目指す仲間がいる】からこそ、辛いことも頑張れます。

創業から16年が経過しましたが、今後も現状に満足することなく【大切な人】と
【共に働く仲間】の為に私自身もさらなる『進化』を続けています。豊富な治療技術と
臨床経験で治療家も患者様も安心・安全・安定して施術する・受ける事が出来る。
その為の充実した教育環境で知識・技術や組織運営や経営を学べる。
それが“Earnest”です。

学んできたことを我々と一緒に使える【知識】【技術】にして“本物”にしてください。
“本物の治療家”になって是非ご自身の周りの人を助けてください。そして周りから
頼られる唯一無二の存在になってください。

皆さんとともに働ける日を心待ちにしております。

Earnest株式会社
代表取締役 久米 道仁

トップメッセージ

だから、トップの言葉に触れよう！ 治療コンセプト

就活で大事なのはカルチャーマッチ！
会社の文化と合うかどうかQRコード
で確認してみてください。

会社はトップで99.9％決まる！
トップの言霊TV出演



Earnest株式会社の“存在理由”

使命

現在ココ

理想の将来像
若手の方々に院長としての機会を創出し、治療技術だけでなく、人格者
として本当に力のある人たちが整骨院を運営できる環境をこの5年で整え
ていきます。将来幹部候補となりたい方はチャンスです。

Earnest株式会社が描く「GO TO 2025！」経営ビジョン

志のある方にはどんどん仕事を任せていって、2025年には一人のマネー
ジャーが5店舗をマネジメントする体制を整えていき、個の強い組織を創って
いきたいと考えています。こういった組織体制にすることで、働くスタッフが
より「働きがい」や「働きやすい」環境を整備することができます。



就活

治療体験型見学会の1日の流れ

代表講話オリエンテーション

先輩講話

治療体験

院内見学

当院のスタッフが仕事内容や現場での臨床例、
働きがいや働きやすさについてお伝えします。質疑応
答の時間も用意していますので、遠慮なく
ご質問ください。

現場での患者対応やスタッフとの
コミュニケーションなど、現場の
雰囲気も含めて知っていただきます。

当院では、学生の皆様に納得のいく就職活動をしていただきたいので、一度現場に来て・見て・聞いて・体験す
る「治療体験型見学会」を開催しています。とくに最初の就職先での経験は人生に大きく影響するので、自分の
将来と向き合える貴重な機会として、どこで働くか、誰と働くか、何を身に付けるかを考えみてください。

◆座学での講義

◆院長・先輩指導

会社の理念研修や社会人と
してのビジネスマナーなど、
これから治療家として羽ば
たく皆様に必要な研修を
受けていただきます。

柔道整復師は柔道整復、
鍼灸師は鍼灸と各専門
分野の知識を深めても
らいます。それに加え、
慢性疾患にも対応でき
る「くめ式整体」も身
に付けていただきます。

4月 5月 6月 7月

まずは環境に慣れていた
だけるよう、疑問や不安
なことも院長はもちろん
のこと、先輩が細かく
丁寧に教えます。だから
着実に成長ができます。

◆各専門領域の
技術研修

◆初期教育期の
総まとめ

◆3か月目で
施術デビュー

いよいよ施術デビューです。
多くの患者様を救える
「本物」の治療家へ！！

施術デビューまでのスケジュール

これまで学んできた座
学や技術を次月の
デビューに合わせて
仕上げていきます。
インプットだけでなく、
アウトプットもして
より精度を高めます。

訪問時に簡単な
ゲームを行います。

「くめ式整体」を受けて
いただき、体の変化を
体感いただきます。

代表から会社の方針や
方向性をお伝えします。

一日の業務の流れ

出社

準備
朝

カンファ
レンス

お出迎え

朝一はいつも
込み合います

患者様を受け入れ
る準備をします

事故に遭わない
様安全に出社

本日のスケジュールを
確認して充実した1日
を過ごしましょう

午前診療
スタート！

掃除

お見送り

退社

掃除

夜

カンファ
レンス

キチンと昼食お休憩
を取って午後診に
備えます

清潔に保つことで気持ち
良くご利用いただけます

的確な検査・適切な
施術を心がけましょう！

帰ってから辛くならない
ように願いを込めて…

本日の反省を
次の日に生かし
ましょう！

プライベートも
有意義に過ごして
ください

昼食

午後診療
スタート！

8：50

9：00

8：45

15：30

午後は患者さん層が変わる
ので再度、気を引き締めて
いきます

20：00



「育つ会社」。それがEarnest株式会社です。

入社２年目

鍼灸師 中島武志

私がEarnest株式会社に入社した決め手は、僕が見学に行かせて頂いた時に職場の雰囲気が
良くアットホームな治療所だった点と、治療方針が根本改善をして元に戻らない身体づく
りという点に惹かれました。また、充実した福利厚生、院長のマンツーマン指導など安心
して働ける、技術がしっかり身に付ける事ができると思いここに決めました。
問診レクチャーを受けさせて頂いたのですが、レクチャーを受ける前の問診では自分の
言っていることが伝わらない、伝わらないので継続して来られる患者様が少ないなどの問
題があったのですが、このレクチャーを受けてから自分の言っている事を納得してもらえ
る、施術を受ける前からここに来て良かったと言ってもらえるなど変化が如実に出てきた
ので自分自身の成長を感じる事ができたので問診のコーチングを受けて本当に良かったで
す。この会社は成長を目に見えて実感できるので働き甲斐があり、向上心を持ってできる
職場だと思います！

Earnest株式会社

問診力強化トレーニングで早期初診デビューが実現！

問診力シート

問診でも先述の根拠を基にした教育である
「EBT」を実践しています。これによって、属人的
な問診技術が誰でも早期に問診ができるように
なりました。左図のようにチェックポイントが明確
ですので、自費の提案も新人でもできます。ま
た、右図のように初回の問診力と回数を重ねた
問診力の差は雲泥の差で、“成長実感”を感じな
がら仕事にやりがいを持っていただけるようにい
ろいろと考えて工夫をしています。
具体的に数字で分かるのがいいですよね♪より
多くの方を問診で救ってあげてほしい一心です。
さて、あなたの問診力はどのくらいでしょうか？

問診力の強化で多くの患者様の悩みを汲み取れる治療家になれる！

Earnest株式会社の治療の考え方

疲れ・不安定な姿勢

土台（背骨・骨盤）が
不安定・不正常な状態

筋・筋膜の硬化
神経の興奮状態

痛み

Earnest株式会社で身に付けられる治療技術

急性外傷
急性期の整復・固定に加え、エコー画像診断装置で
の症状観察なども行います。

慢性症状
背骨・骨盤を整えた上で、独自の“呼送法”で6つの
ボディポイントを施術すことで、根本改善・早期
回復はもちろんのこと、再発予防まで行います。

着実に成長できる教育の仕組みがココにはある！

脱！“見て覚えろ”の教育慣習。誰もが活躍できる会社。 ■治療家育成プログラム

痛み（症状）の改善だけを目的とするのでなく、
痛み（症状）の出ない安定した体づくりを目的とする。

自分の成長が目に見えて分かる会社です！

育成で大事なことは、“現在地”を把握しながら行うことで
す。しかし、これまでの慣習では“見て覚えろ”の文化が根
強く。できる人はできますが、できない人は取り残されてい
ました。そのようなことが起こらないよう、誰もが着実に成長
できるよう、根拠を基にした教育「EBT（Evidence Baced
Training）」を実践しています。
これまでの慣習であった“見て覚えろ”の職人の世界からの
脱却を実現し、教えられる側も、そして教える側も成長でき
る。これが、Earnest株式会社は“共育”がコンセプトです。



施術管理者（院長）としての扉を開く学んだ知識をアウトプット

新人から院長、そしてマネージャーに至るまでの等級制度を設け、目指した
い等級に合わせた教育を行っています。
例えば、３年後に院長を目指したいという方には、新人治療家研修、先輩治
療家研修、主任研修、その他外部企業研修などを受けていただきながら、
「院長チャレンジ制度」を活用しながら実力の伴った立派な院長になってい
ただきます。およそ１年かけてチャレンジいただきまして、現場の学びや
気づきなどチャレンジした人は人間的にも大きくなれ、人生をより豊かなも
のにしていけます。そのチャンスは会社が用意しますので、ぜひあなたも！

キャリアは自分で選べる時代！施術者として、院長として個性に合わせて活躍できる職場

新人から院長へ！「院長チャレンジ制度」で人生のステージをアゲる。

エコー画像診断装置も導入しており、軟部組織にもアプローチできる環境！

学校の授業でも習うエコー画像診断。治療計画を立て、柔道整復術・手技・テーピング固定・超音波治療法等で施術。

当院で用意しているテキストや動
画の施術マニュアルやチェックリ
ストを基にOJTでトレーニングを
行います。こうして身に付けた
技術が本物かどうかを測る為、院
長がチェックをしていき、数値化
していきます。もっとも高い人は
優勝という嬉しい評価も！
自分の力の現在地が分かります。

1日前の自分を超えていこう！技術の向上はつらい練習から楽しむ練習へ！

毎年Ｋ-１ ＧＰ開催！楽しみながら成長する“エデュテインメント”の発想を取り入れレベルアップにチャレンジしています。

皆さんもエコー画像診断装置に関する勉強をされ
ていると伺っています。自費治療を取り入れる
整骨院が増えている中、柔道整復術の伝統技術を
絶やさぬよう、当院でも取り入れて診れるように
環境を整えています。勉強会も行いしっかり学べ
ますので、急性も慢性も治せる治療家になりたい
方にはもってこいの環境です。怪我で悩む患者様
を安心させられる治療家を目指しませんか？

院長チャレンジ

理想の自分に
なりたい奴
はいねーか？

６つのエレメント
を持ってこい。
さすればゲートは
開かれよう。

プレゼン

スタッフ
評価

経営理念
浸透

レポート

定量的
結果

行動指針
体現

ゲートを開くための６つのエレメント

本物の力をつけて院長になる！「院長チャレンジ制度」があります！

開業してから絶対に困らないように、名実ともに院長として活躍できるための「カリキュラム」と「経営ノウハウ」があります。

知識をインプット

エコー画像診断勉強会資料



当院に寄せられる質問と回答

１

QUESTIION

院までのアクセスを詳しく教えてください。

ANSWER
・金剛駅より徒歩6分 ※特急こうや号、特急りんかんも停車します。
・難波駅まで約20分です。

2

QUESTIION

一人暮らしができるか心配です…

ANSWER
・住宅手当を支給致します。
・ショッピングモールの中に位置していますし、駅付近にイオンもありますので生活も困らないです。

3

QUESTIION

院内設備を詳しく教えてください

ANSWER
ベッド台数９台、エコー画像診断装置、低周波、超音波、ハイボルテージ、EMS、立体動態波、3DMENS、
ローラーベッドなどを導入しています。

4

QUESTIION

１日の来院患者数を教えてください

ANSWER 60名～80名の方にご来院いただいています。

5

QUESTIION

どのような資格をもつスタッフが在籍していますか？

ANSWER

柔整師と鍼灸師、ストレッチングトレーナー（JSA-CSTS、JSA-CSTP）、健康運動指導士、介護支援専門員、
日本超音波骨軟組織学会会員、機能訓練指導員、日本柔道整復接骨医学会などの資格をもつスタッフが
在籍しています。

6

QUESTIION

残業はたくさんありますか？

ANSWER
・多くても５時間以内です。ひと月２時間ほどの時もあります。
・帰宅時間は概ね20時前には帰っています。

7

QUESTIION

どのような専門治療を行っていますか？

ANSWER

・腰と首に不調を訴えている患者様がとくに多く、●％ほどを占めています。
・上肢・下肢のしびれや一般的な外傷やスポーツ外傷の患者様も来院されます。
・鍼灸治療 ※代表は大学にて鍼灸学士として論文を発表。
・矯正治療（背骨・骨盤矯正、その他各関節矯正/O脚矯正、猫背矯正、顎関節矯正ほか）

8

QUESTIION

どのような施術スタイルですか？

・患者様おひとりおひとりに対して各担当制で施術に入ります。 ※フォローにも入る。
・自費率は約60％です。

ANSWER



大阪府富田林市寺池台１丁目９−６０
金剛ショッピングモール1F

公式ホームページ
Earnest株式会社

リクルートページ
Earnest株式会社

Earnest株式会社

治療体験型見学会のお問合せはコチラ
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