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患者さんに「来て良かった」と

喜んでもらうための付加価値が大切。

居心地の良さやホスピタリティを

追求していく。

登美ヶ丘治療院

日本の古都、奈良市にある登美ケ丘治療院は、鍼灸、推

拿といつた中医学を専門とする鍼灸治療院。カナダや中

国で臨床経験を積んできたという異色の経歴を持つ野口

創氏が立ち上げた。立地はアクセス抜群の駅前で、“本

格派 "の鍼灸院には見えないお洒落な外観の同院には、

多くの患者が訪れる。治療院の経営で大事なこととは何

なのか。院長・野口創氏の考えをうかがってみた。

■「採算が合わない」と匙を投げたら、何も始まらない

近鉄京阪奈線「学研奈良登美ヶ丘駅」の南改札を出て、徒歩数秒。駅の傍と

いうより、ほとんど駅の一部と言っていいような場所に、登美ヶ丘治療院はあ

る。ガラス張りの壁とブラックボードが目を引く外観は、お洒落なサロンやカ

フェを街彿とさせる。

治療院の中は、優しい白を基調としたデザインで統一され、所々に観葉植物

の緑が散らばる。訪れた人が安らぎを感じるような空間だ。待合室には、漢方

薬が入ったガラス瓶が綺麗にデイスプレイされ、その上の壁面には大きな写真

が品よく飾られている。

「治療院のデザインと設計の基本は、自分で考えました。最初はデザイン会



社に依頼 したのですが、上がってきた案が、従来の鍼灸整骨院によくあるタイ

プのそれで、まったくおもしろくない し、魅力を感 じなかったんですJと 話す

野口氏。外観やインテリア、さらには動線に至るまで、自ら練っていったという。

治療室にも様々なifi夫 がある。治療中は柔らかいヒーリングミュージックが

流れ、心身をリラックスさせて くれる。室内は診察時に十分な明るさを確保す

るため、少し明るめの蛍光灯を使用しているが、患者が仰向けの姿勢をとる際

にまぶ しくないよう間接照明を採用.個室を仕切るカーテンは、治療院の雰囲

気に合うものを北京のカーテンショップにオーダーメー ドして取 り寄せたとい

うこだわりようだ。
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「自分がどういう所で働きたいか、患者 さんにどういう所で治療を受けてほ

しいかを考えて、行き若いた結論を形にしたのがこの治療院です.そ れはデサ

インだけでなく、ロケーションについてもそうです。アクセスは中し分なく、

バリアフリーも完備しています、 しか し賃料は決 して安 くあ りません]貸 し主

の近鉄 さんには当初、『鍼灸院で本当にここを借 りてやっていけるのか ?』 と

聞かれました=ですが採算が合わないと匙を投げたら、何も始まりません, こ

の場所に開業すること自体が、経営的にはチャレンジでしたJ

あえて中医学だけに絞り、他と差異化する

登美

今でこそ鍼灸院を経営する野口氏だ

が、日本で銀灸学校に通っていた頃は、

日本での開業にほとんど魅力を感 じて

いなかったというiむ しろ関′し、があっ

たのは、鍼 1本で海外に出て行 くこと

で、アルバイトでお金を貯めては l「 界

を旅 していた.鍼灸マッサージ師の免

許取得後、たまたま旅行ガイドブック

に載っていたある記事を見つけたこと
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1写 真左1誠灸治療用のへ ,卜  患者の登 り降 りの負担 を少

なくするために電動昇降か可能な´ヽ リトを採用
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べては患者椎のために とい う経営 J里 念か害かれ こいる

が転機 となる。

「偶然、カナダで指圧クリニックを経営する神谷一信先生を紹介 している投

稿を見つけ、『これだ !』 とひらめきました。自分が勉強 してきた鍼灸・マッサー

ジと、関心のある海外がつながったと思い、す ぐに神谷先生のところに国際電

話をかけました」

数力月後、野口氏はカナダの トロントに渡 り、神谷氏が経営する指圧クリニッ

クで働 き始めた。日本での臨床経験はまったくなく、英語 もほとんど話せない

ゼロからのスター トだったが、無我夢中で患者の治療にあたっていき、徐々に

指名の数を増や してい く。「イ申谷先生の下で働いた経験が、鍼灸師として生 き

てい くことの決意につながった」という野口氏は、指圧クリニックに 2年勤め

た後、東洋医学についてさらに学びたいと考え、一念発起 して中国に渡る。中

国では中医学の名門である北京中医薬大学に入学。中医学について学ぶ傍 ら、

附属病院で臨床研修を重ねる。さらに「書籍を読んで感銘を受けた」という名

老中医・李世珍氏を河南省南陽市に訪ね、数力月にわたり直接指導を受けるな

ど、中国で 5年近 くの研鑽を積んだ。

そ して帰国 した1998年 に登美ヶ丘治療院を自宅で開業。その後、新線であ

る近鉄京阪奈線開通により、駅前に進出、今日に至る。「カナダと中国でここ

まで勉強してきたのだから、日本でやれないことはないだろう、という自信は

あ りました」と語る野口氏。登美ヶ丘治療院では、開業当初から鍼灸や推拿な

どの中医学を専門とした治療を標榜 している。中医学に絞った医療サービスを

提供することは野口氏の経営方針であり、強い思いが隠されている。
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「私の年代の鍼灸師は、柔道整復師の免許 も取得 して、鍼灸整骨院の開業を

目指す人が大多数でした。そのほうがお金になるからですが、私はなぜ鍼灸だ

けではやっていけないのか、疑間に思っていました。中国には、鍼治療だけ

で一日に40人 も50人 も診る先生がたくさんいます。中国は保険治療ですから、

実費治療の日本と単純に比較することはできません。ですが私は、日本でも中

医学による治療をメインとした鍼灸治療院で、成功できるはずだと考えていま

した」

登美ヶ丘治療院は、整骨院や美容サロンなどの “他のサービス"を組み合わ

せた鍼灸治療院がたくさんある中で、あえて中医学による治療に特化すること

で、他の治療院との差異化を図っていると言える。また治療院経営において野

口氏は、患者を治すというサービスの本質の上に、さらに “付加価値
"を つけ

ることが大切だという。

「治療院に来られた患者 さんが、治療を受けて良 くなったという以外にも、『来

て良かったな』と喜んでもらえる何かが重要だと思います。当院の場合、それ

はアクセスゃファシリティのよさ、居心地の良さかもしれません。近年は病院

経営でも、患者さんをお客様としてもてなす意識、いわゆるホスピタリテイが

注 目されています。鍼灸治療院でもホスピタリティを始めとした付加価値の部

分を追求 していく必要があると思います」

日一番大切なのは患者さんからの信頼

現在、野口氏が治療する患者は月平均350～ 400人。スタッフの担当患者は

月平均 200人 ほどで、1日 20人以上が来院する。患者は地元住民が中心だが、

遠方から訪れる人も少なくない。最近は不妊治療に力を入れているため、不妊
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症の患者が増えているという。

開業 して一から患者との信頼関係を

築いていった野口氏が、経営の取 り

組み として重要視 しているのが情報

発信である。治療院のホームページ

は、建物と同じ色調を意識 したデザイ

ンで、治療内容のことやスタッフのプ

ロフィールが細か く説明されている。

Twitterや Facebookと いつたソーシャ

ルメデイアも活用する。鍼治療の実例、

効果について解説 した「登美 ケ丘治療

院だより」という手作 りのパンフレッ

トも月 1回作成、来院した患者に無料

登美ヶ丘治療院

開業 :1998年

ホームヘーシ :http:〃w― tomigaoka com/

住所 :本店 〒6310003 奈良県奈良市中登

美ケ丘 6‐ 1‐ 1

スタッフ数 :6人

1日の患者数 :20～ 30人

客層 120代 ～70代

主な患者主訴 :不眠症、うつ症、メニエール症候群、

不妊症、月経不順、腰痛、膝関節痛など

治療方針 :すべては患者様のために

治療費 :【 漢方 鍼灸科】60分 6.300円 (初診料

3.000円 )、 【中医学式マツサージ 足経絡マツサー

ジ科】全身マツサージー60分 6.300円 、部位マツ

サージ ー30分 3,150円、・足経絡マッサージ (足

薬湯含む)60分 6.300円 、他。

配布している。

「情報発信には、当院のことを知ってもらうこと、初診の方が来院しやすい

ようにすること、といった目的はたしかにあります。しかし、ねらいはそれだ

けではありません。西洋医学で治らずに苦しんでいる人がいたら、鍼灸治療を

西洋医学とは違うもう1つ の角度から診る医学として、試みてはしいのです。

アメリカでも西洋医学と東洋医学との統合医療として、鍼灸治療は注目されて

います。鍼灸治療によつて少しでも患者さんの QOLを高めていく。その使命

感があり、情報発信に取り組んでいます」と野口氏。インターネットを中心と

した情報発信が地元の奈良新聞社の目に留まり、「鍼灸で健やかに !」 という

連載も同紙に持っていたという。

情報発信やホスピタリテイなど、さまざまな経営についての考えを語つてく

れた野口氏だが、いちばん大切なのは、「患者さんの信頼」だと断言する。

「治療院の経営と言っても、商売ではなく医療を行っていますから、単純に

お金のことだけを考えていては、成り立ちません。患者さんの信頼を得ること

が不可欠です。当院では、“すべては患者様のために"と いう経営理念を掲げ

ています。実費治療でお金を払っていただく患者さんに、それに見合った治療

を全力で提供していく。そうしないと私たちは、患者さんの信頼は得られない

と考えています」
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