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 「今月のひと ...」

筑豊営業所 営業課 
営業課長 銀杏田 光博

生年月日　
 昭和 48年 6月 6日（46歳）

抱　負
 窮すれば通ず
 　 

水無月
みなづき

新・連載
税理士から見た歯科医院経営！ 歯科医院の経営数値について

税理士法人アップパートナーズ
www.upp.or.jp
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Contents of this month
 >  ( 株 ) モリタ Cresmile はじまる。
 > 連載シリーズ 業界人座談会  
　　株式会社モリタ　森田 晴夫 社長
 > UPP 菅社長コラム「歯科医院の経営数値について」
 > FDH Infomation　  「IT 導入補助金 2019 受付スタート」

FDH屈指の大型機器・マテリアルの
知識を有し、どんな困難にも屈しず、
新たな活路を見出す会社愛に満ちた
営業課長。
本社・佐賀営業所を経て、現在は新
規オープンした筑豊営業所にて活躍
中です。

  先生方は人生をシミュレーションした事はありますか？ 35歳で開業し、75歳で引退するとして、
生涯を通じてどのくらいのお金が必要か？一度シミュレートしてみると大抵は驚愕の結果が出ます。
というのは、いわゆる歯科医師らしい生活を送ると、殆どの先生が 80歳手前で貯金が尽きるのです。
で、豊かに暮らすために逆算すると、多くの場合で売上 7000～8000 万円。
所得 2500 万円の時期が 10年間くらい必要になります。これは弊社の経営アドバ
イス根本になっています。
ちなみに、弊社のクライアント 290 件の昨年度の平均売上は 7500 万円ほどです。
もし、将来の資金不足が心配される場合、歯科医院で経費を削減してもたかが知れ
ていますし、生活費を大幅に削れば、何のために歯科医師になったのか？
わからなくなり兼ねません。
この場合、とにかく売上を上げることを最優先に考えていただければと思います。

H29年度 医療•福祉分野で約 5,800 件が申請した

補助金の受付がスタート！

5/27
Start

  これまでの IT 導入補助金では、患者管理や訪問
診療への対応、会計業務にかかる時間の削減のた
め、電子カルテやレセプト管理、会計業務の効率
化に対応する IT ツールが多く導入されています。

個人事業者・医療法人対象

補助対象経費
 ソフトウェア費、導入関連費等　

補助金の上限額・下限額・補助率
 　

A 類型

B類型

補助率

40~150 万円未満

150~450 万円未満

1/2 以下

一次公募

A 類型　5/27~6/12
B 類型　5/27~6/28
※交付決定前に行われる事業については補助対象外となります。
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掲載内容につきましては、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

西川　淳

森 田  晴夫
株式会社モリタ　代表取締役社長

福岡デンタル販売株式会社 代表取締役社長

official HP

　　　　史上初の GW10連休を終え、新時代” 令和” がスター
トいたしました。御社では昨年末に販売部門としての ISO9001
を取得され、ブランドと生産性の向上・効率化と、業界を更に
けん引されていますね。

森田社長  製造業としての ISO9000 番台はすでに取得した上で、
製品の品質管理を行なってきておりますが、今回は、
販売部門としての取得を行い、本来のモノづくりから
お得意先に製品をお届けするまでの品質管理にモリタ
で働くヒトを含め向上させたいという思いから、今回
の ISO9001 追加取得に至りました。

歯科医療の未来を考える
業界トップランナー座談会  Vol.4

西川社長  なるほど。そうだったんですね。
通常は、製造工場の管理の品質基準で ISO9000 番代の
取得なのでしょうが、今回は販売部門での取得という、
まさに「品質は企業の労働環境からある」と言ったと
ころでしょうか。

　　　　最後に、令和時代を迎えた歯科業界へ森田社長から一言
　　メッセージをお願いします。

森田社長  人生 100 年時代の生き方として、歯科医療はこれから
益々注目をされ、製造業においても新規参入なども増え
てくるでしょう。
お得意先の考え方も、様々な販売チャネルが増えた事で、
これからは “所有” なのか “シェア” なのかと言ったとこ
ろでも大きく考え方が変わってくる時代です。
そう言った意味では令和の時代は、さらにスピードアッ
プした変化の時代となると思います。
さらに、現代は様々な情報が溢れる時代となっています
が、自分が見たいと思う情報しか入ってこない傾向があ
るように思います。本当に有益な情報は自分では気づか
ない所にあるかもしれません。通販などは、お客様ニー
ズを受動的に受ける体制からスタートしますが、御社の
ようなディーラーは日常のお取引を通じてお客様の本当
のニーズを見つけだし、お客様に対してポジティブな気
づきを提供、提案できるのが本当の強みであると考えま
す。私たちメーカーも最新の器材や関連した新技術など
の情報を皆さまにお伝えして参ります。共に時代の変化
に対応し、歯科医療界全体をより良くしていきましょう。

　　　　

森田社長  これまでのマーケティングと言えば、” セールス” とい
うイメージだったのですが、「会社としてやる事」と「
営業が行う事」を分けたと言うことなんです。
メーカーとして、市場や顧客にどうアプローチ出来るの
かを一本化して戦略的に動かしているのがこの戦略部な
んです。今回のこの雑誌に関しても、我々メーカーがエ
ンドユーザーに直接アプローチするのは如何なものか…
という悩みもありながら、歯科医療への関心が高まって
きている現状で、“予防” というカテゴリーの中で講談社
さんと渡辺直美さんとのご縁があり、出来るだけメーカ
ー色を消した形でチャレンジしてみました。

西川社長  そうですね。超高齢社会や小児の予防への意識が高まる
中、青年期への切り口という意味でもとても新鮮さがあ
りましたね。特に、いろんな有名人が使っている口腔ケ
ア製品が紹介され、歯磨剤だけじゃなく、フロスやガー
グルなどを日常的に使用している現状を紹介されている
箇所などは、特に関心が集まると思いますね。

森田社長  有難うございます。このような一般生活者への啓発も意
識して、これまでもモリタではイメージモデルさんを広
報に登用してきました。ぜひ待合室などに置いて患者さ
んに読んでいただけたら良いのではないかと思います。

　　　　5月に発刊された「FRaU」拝見させていただきました。
超高齢社会における健康寿命や青年期における予防歯科など、
これからの時代における歯科医療への関わり方が、国民目線で伝
わる内容でした。新設されたマーケティング戦略部がしっかりと
機能されていますね。

［本　　社］ 大阪府吹田市垂水町 3-33-18
［福岡支店］ 福岡県福岡市東区松島 1-31-10

- Thinking ahead. Focused on life. -

株式会社モリタ

森田社長  今までは、ある意味、個々の才能や能力・経験に依存
し成果を上げてきた時代でしたが、これからの時代は、
人口減少の中で「働き方改革」を同時にやらなければ
ならない。その中で、モリタ全体の仕事を基準化・標
準化し、チームで取り組める仕事に変えていかなけれ
ばならないと考えています。

西川社長  なるほどですね。
個々の仕事が標準化され、地域性に限らず、どこのモ
リタさんの拠点でもお客様が同じサービスを享受する
ことが可能になる訳ですね。同時に仕事を代理できる
環境も構築でき、しっかりと休みも取れますね。

森田社長  最終的には、個々のサービスにより高い付加価値を求
めていきたいと考えています。モリタ製品の「ものづ
くり」においては、品質的にも良いモノを製造してい
るという自負がもちろんありますし、それらを認めて
いただき、活用いただいている先生方の為になる活動
が今後の我々には求められていると考えています。

西川社長  製造と販売、サービス、そして我々ディーラー（小売）
が融合しお得意先や患者へ製品を最良の品質でお届け出
来る環境が整備されたと言うこうですね。
販売特約店として、更に安心・安全な販売できますね。

×

西川社長  ありがとうございます。 
しっかりと御社と情報共有し、お得意先へお届け出来る
特約店としての責務を追行していきたいと思います。


