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院長   紹介・あいさつ

院長   森岡  良太 （柔道整復師） 

           1982年5月29日生まれ    40歳            
経歴 

平成15年    平成医療学園専門学校                                  

                     柔道整復師科 入学 

              高槻市の花田整骨院にて勤務 

平成18年    平成医療学園専門学校 

                     柔道整復師科  卒業 

               吹田市の北千里鍼灸整骨院に就職 

平成19年    北千里鍼灸整骨院  分院長就任 

平成20年    摂津市みどり整骨院にて勤務 

平成21年    枚方市にて『もりおか鍼灸整骨院』 
  開業 

                                
 令和2年    株式会社M-link設立 

（資本金828万円） 
代表取締役就任 

ごあいさつ 
　初めまして、もりおか鍼灸整骨院　院長の森岡です。 

この度は弊社の求人案内を手に取っていただきありがとうございます。 
　当院は、「確かな知識」・「正しい診断」・「納得の治療」 

をモットーに、平成21年枚方市で開院しました。 
トリガーポイント療法・深層筋アプローチ・PNFストレッチ・筋膜療法などの「手技」を 
中心とした施術、ハイボルト治療器・マイクロカレント治療器・超音波治療器や首腰牽引器 

などの物療機器を利用した急性外傷等に対する治療を得意としています。 
また近隣病院3院と提携させていただくことで『医接連携』を実現し、画像診断の依頼、鍼灸 
　保険治療の同意書発行等を可能にすることで、患者様により良い治療環境を提供しています。 

当院は「柔整治療」「鍼灸治療」「運動療法」を治療の3本柱とし、患者様に痛みの緩和から 
痛みの予防まで行っております。 

特に「運動療法」に力を入れており、現在「ジュニアアスリート」や若年者の方には 
パフォーマンス向上の為の《パーソナルトレーニング》、高齢者の方には運動機能改善のための 

《ロコモ運動教室》を提供し、好評を頂いております。 

今後はもっと幅広い方達が健康な身体を手にしていただけるよう、分院展開や 
トレーニング事業の拡大を計画しております。 

弊社での業務に興味を持っていただけましたら、是非お気軽にお問合せください。 

http://www.apple.com/jp


院紹介

診療時間
月 火 水 木 金 土 日

午前 
8:30～ 

13:00
○ ○ ○ 休 ○ ○ ○

午後 
15:30～ 

19:30
○ ○ ○ 休 ○ ○ ○

　京阪本線御殿山駅より徒歩１０分、枚方市駅より徒歩１５分。駐車場11台（共同駐車場）。 

大阪府枚方市の大型団地『中宮第三団地』（戸数１２７４）内の商業区域に位置します。 

地域高齢者からスポーツ学生まで幅広く来院。口コミで広がり遠方からも多数来院されています。 

施術者数　　4名　（柔道整復師3名・鍼灸師2名（ダブルライセンス1名）） 

　　　受付　　　2名

・全国柔整鍼灸協同組合所属 
・1日平均来院数・・・柔整　38人　　鍼灸　9人 

・患者割合・・・柔整　80%　鍼灸　20％ 

・売上割合・・・柔整保険　60%     鍼灸保険　15%    自費　25%（自費施術、 
　　　　　　　　自費鍼灸、パーソナルトレーニング、運動教室、ハイボルト治療等） 
・提携病院・・・大潤会クリニック、宮之阪整形、よしだ医院 
・柔整保険診療成績、常時全国上位5%以内（全国柔整鍼灸協同組合内） 
・鍼灸保険取扱院 
・パーソナルトレーニング・運動教室の開催も行う 
・働き方改革を行い、整骨院業界ではトップレベルの労働環境を提供 
　過去5年『正社員年間休日120日以上』『年2回賞与支給』『毎年昇給』達成



施術・治療設備

ハイボルト・マイクロカレント・超音波治療器
現在各プロスポーツ選手も利用する疼痛緩和効果の高い「ハイボルト治療器」も完備。　　　　
また、従来より温熱効果が高くなった「超音波治療器」。疲労回復・治癒促進に有効な　　　　　　　

「マイクロカレント」も完備しています。 

「ギックリ腰」「寝違え」などの急性の痛みや神経痛症状に対して、　　　　　　　　　　　　
当院独自の施術法で加療することにより高い治療効果を上げています。

手技・鍼灸治療
患者様の症状を的確に把握するために丁寧な問診と確かな理学検査を行い、その結果をもとに　

患者様一人ひとりに合った治療を選択し提供しています。 

《手技治療》トリガーポイント療法・深層筋アプローチ・筋膜療法・PNFストレッチなどの手技　　　　　　
テクニックを使い、目的とした筋を緩めたり調整します。 

《鍼灸治療》パルス鍼・置鍼・単刺などの手技を東洋医学と西洋医学の考えを織り交ぜた方法で　　　　　　　
施術しています。また、美容鍼も行なっています。 



ケガからの機能回復をメインに、筋力強化・姿勢改善・パフォーマンスアップ・ダイエットなど
患者様のご要望に合わせたトレーニングをマンツーマンにて指導しています。 

現在、中学生から70代の方までたくさんの方が利用されています。

パーソナルトレーニング

『御殿山地域から寝たきりを無くそう！』をスローガンに
［ロコモ運動教室］を開催しています。 

日本整形外科学会で定められたロコモ検査法も行なっており
患者様のロコモ度を診断。ロコモ度によりクラス分けし、　

レベルに合ったメニューを提供しています。 
教室では「ストレッチ」「トレーニング」「リズム運動」を
中心に、頭の運動「脳トレ」を加えて行なっています。

ロコモ運動教室

干渉波 頚椎牽引器 腰椎牽引器 トレーニング設備 メドマー



スタッフインタビュ〡
朱山　哲矢（鍼灸師） 

１９９５年９月２１日生まれ　２７歳 
　２０１６年　明治東洋医学院専門学校　鍼灸科　卒業 

　もりおか鍼灸整骨院　勤務６年目 

　自身の３度の大怪我で治療家を目指す。 
　治療家とフットサル選手の二足の草鞋を履く。 

倉田　聖也（柔道整復師） 
　１９９９年　１１月１２日　２３歳 
近畿医療専門学校　柔道整復師科　卒業 
　もりおか鍼灸整骨院　勤務５年目 

（資格取得後2年目） 

　学生時代はバスケットボールをプレイ。 

趣味のフットサルも充実！成果に見合った評価でやる気もアップ！ 
もりおか鍼灸整骨院　鍼灸師の朱山です。勤務6年目になりますが、毎日様々な
症状を抱えた幅広い年齢層の患者様が来院され、忙しくも充実した日々を過ごせ
ています。現在、仕事と並行して社会人フットサルチームでもプレーしており、
公式戦の際などは診療日でも休みを頂いたり、怪我で手術が必要になった際も長
期休暇を頂いたり、万全のサポートの中プレーさせて頂いています。好きな事に
全力で取り組める環境が、仕事へのモチベーションアップに繋がっています！ 
また、現在はトレーニング事業も任せていただき、大変やりがいを感じながら業
務ができています！

専門学校入学時からアルバイトとしてお世話になり 
卒業後、正社員になりました！ 

もりおか鍼灸整骨院　柔道整復師の倉田です！。 
私は専門学校入学時から学生アルバイトの施術補助として勤務させていただいてい
ました。学生時より院内での勉強会も参加させていただき、卒業後すぐに活かせ
る知識・技術を教えて頂き、資格取得後はすぐに施術に入ることができました。
専門学校卒業時、他院も見学したのですが、職場環境・学習環境等どれにおいて
も「もりおか鍼灸整骨院」より良い職場はなかったので、そのまま正社員として
入社させて頂きました。来年は鍼灸師資格を取りに再度学校へ通う予定ですが、
快く受け入れて頂き勤務時間も学校へ通いやすいようにと配慮して頂けたので、
しっかり両立したいと思います。 



納土　直樹（鍼灸師） 
１９８７年３月２４日生まれ　３５歳 

　２００８年　京都衛生専門学校　柔整科　卒業 
２０２０年　関西医療学園　鍼灸科　卒業 
　もりおか鍼灸整骨院　勤務３年目 

2児の父 
　柔整師として他院で約１０年の勤務後入社。 

充実の学習環境と育児中でも働きやすい労働環境！ 
私は10年間他院で働かせて頂いた後、入社しました。以前の院では特に勉強会も
なく、「院長の施術を見て学べ！」的な感じでしたが、もりおか鍼灸整骨院では
入社後「手技」はもちろん治療機器の正しい使い方から効果、検査法、治療理論
や傷病の勉強まで丁寧に指導していただけ、さらに会社負担にて外部の勉強会も
参加させて頂くなど充実の学習環境に驚きました。以前は10年勤めて新患も診れ
なかったのが、こちらでは入社後1年で自信を持って新患を診れるようになりま
した！　また、妻の出産時には育児休暇を頂けたり、子供を保育園に連れていく
ために勤務時間を短くして頂いたりと、大企業並みの福利厚生と労働環境にて働
かせて頂いています。 

スタッフインタビュ〡



33%

33%

33%

「仕事」「勉強」 
「プライベート」 
の充実❗

仕事 勉強

プライベート

当院では勤務する方たちが 
「仕事」「勉強」「プライベート」 

を全力で行える労働環境作りに取り組んでいます。 

《　仕事の充実　》 
・開院以来日々たくさんの患者様が来院されています。なので、たくさんの臨床例が 
　経験できます。 
・施術者は全員資格保持者です。先輩の治療経験を吸収でき、しっかりスキルアップが 
　できます。 
・基本的な院の考え方や治療法、型にはまった施術ももちろんありますが、 
　施術者が個々の判断にて患者様に最善と思われる施術を行っていただきます。 
・自分がやりたい治療、施術が良いものであれば、院全体で学び取り入れていきます。 
・やりたい治療、新たな事業にもどんどんチャレンジしていただきます。 

当院の取組み



《　勉強の充実　》 
・未経験でも安心！当院育成プログラムにて着実にスキルアップできます。 
　当院はほとんどの施術スタッフが未経験で入社していますが、全員約1年で新患対応が 
　できるようになります！ 
・知識、技術向上のための定期的な院内研修あり！（勤務時間内に行います） 
　例）手技テクニック・トリガーポイント・治療理論・テーピング・ストレッチポール・姿勢学・ 
　外傷の発生原因と治療・トレーニング学・顎関節症へのアプローチ・天気痛についてetc… 
・外部・提携院にての研修も随時参加します。 
　提携病院・提携整骨院が行なっている定期勉強会や、外部勉強会への参加もしています。 
・コロナ禍にて休止中ですが各種スポーツ大会へのトレーナー派遣も行なっています。 

《　プライベートの充実　》 
・業界トップレベルの休暇数！ 
　完全週休2日制！現在、全正社員が毎月3連休も取得！ 
　昨年度実績、正社員年間休日平均125日！ 
　プライベートの充実があって初めて患者様に《いい治療》が提供できます。 
　「休みが少ない」「長時間労働が当たり前」の整骨院業界の悪習は弊社ではありません。 
・男性育児休暇制度も取り入れています。 
・休診日以外のシフト制の休暇は希望の日にちに休めますので、趣味や用事に合わせて取って 
　いただけます。 
・予約優先制のため診療終了時間が大幅に遅くなるということもありません。また、診療時間外 
　の勉強会や研修もありませんので、月間残業時間も約10時間です。 



求人票
　　　
　　　
　
求
人
者

かぶしきかいしゃえむりんく/もりおかしんきゅうせいこついん もりおか　りょうた

院名 株式会社M-link / もりおか鍼灸整骨院 代表者 森岡　良太（代表取締役・院長）

所在
地

〒573-1193 TEL・FAX 072-840-7707
大阪府枚方市御殿山南町３ｰ53-107 mail mori.sin.sei2009@gmail.com

交通 ・京阪本線　御殿山駅より徒歩10分　・京阪本線　枚方市駅より徒歩15分
施設
概要 設立　平成21年　4月 従業員数 全6名 ・男性4名・女性2名 

・柔整師3名・鍼灸師2名

HP https://morioka-sinkyu-seikotuin.com 公式LINEアカウント @950ujiyx

求
人
内
容

柔道整復師　or  鍼灸師 採用人数 2名 雇用形態 正社員 or パートタイム
職務内容 鍼灸整骨院業務全般 雇用期間 定め無し
必要資格 柔道整復師　or  鍼灸師　（令和5年　資格取得予定者　可）

既卒者の応募も可　/ パートタイム希望の場合も可
勤
務
条
件

柔道整復師　or  鍼灸師

勤務時間

　月・火・水・金・土・日 
午前診　8:15 ～ 13:15 
午後診　15:15 ～ 19:45 

［休憩］　午前・午後　各30分

賃金形態 月給 時給
基本給 220,000 1,300 ～

残業手当 25,000 　　　　　ー

合計 245,000 1,300～ 残業　月平均　10時間程度

・月給には固定残業代25,000円を含みます。 
・ダブルライセンスの方は合計26.5万円～（固定残業代25,000円含む） 

・年齢・経験・スキルによって優遇有　・勤務時間も相談可

休日
○ 休診日　木曜 / 年末年始 / GW / 夏季休暇

○休診日以外にシフト制にて週1日休日あり。 
○年間休暇120日以上（昨年度実績平均125日）

通勤手当 ¥20,000まで支給（ バイク・車  通勤　可　駐車場有 ） 制服 支給

昇給 有り・（去年実績¥5,000～¥10,000） 加入保険 健康保険/厚生年金/雇用保険/労災保険/医療賠償保険

賞与 年2回　勤務2年目より 
（去年実績約2ヵ月分支給）

試用期間 有り 3ヵ月間　月給21.5万円

住宅手当 有り（ 院規定により上限2万円まで ）

　
応
募
選
考

受付期間 随時 受付方法 お電話・メール・HP・公式LINEにて

院見学・説明 お電話・メール・ホームページ・LINEから 
ご連絡いただければ、随時行います。

応募書類 履歴書（ 面接時にご持参ください ） 選考方法 面接にて

選考日時 随時 選考場所 当院にて

mailto:mori.sin.sei2009@gmail.com
https://morioka-sinkyu-seikotuin.com


今後の事業展開

　 

　■分院展開 
施術スタッフ増員後、新規店舗を開設します。 

（京阪沿線or北摂地域を予定） 

■運動教室の規模拡大 
現在、地域集会所をお借りして行なっている「運動教室」ですが、好評のため 

今後提供する場を広げていきます。 

■トレーニング事業の拡大 
分院では現在当院で行なっているトレーニングスペースより充実したものを準備予定。 

より多様なニーズに応えられる環境を整えます。 

　■女性をターゲットに絞った骨盤矯正 

美容鍼など美容を提供する施術所開設 
「産後の骨盤矯正」や「美容鍼」「アロママッサージ」「フェイシャルエステ」 

などの女性をメインターゲットにした施術所の開設を目指しています。 

（産婦人科医師と提携予定） 

上記事業の実現に向けて現在人材募集中！ 
楽しんで治療や業務に取り組める方、院とともに 
成長したい！という方のご応募お待ちしております。 

「こんな事をしてみたい」という発想、積極的に採用します！



 Instagram 
♯もりおか鍼灸整骨院

メールアドレス 
mori.sin.sei2009@gmail.com 

上記からも 
ご質問・ご応募 

受け付けております。

ホームページ 
https://morioka-sinkyu-seikotuin.com

mailto:mori.sin.sei2009@gmail.com
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