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  福岡デンタル販売 55年の歴史の
良い時も悪い時も…知っているレ
ジェンド。若い世代へと魂を引き
継ぐ熱い気持ちで日々精進してい
ます。

第 54期 決算を
無事に迎えることができました。
 佐賀県豪雨災害、台風 19号にて被災された皆様には、
心よりお見舞い申し上げます。
 弊社は、去る 10/20 の営業をもちまして、第 54期の
決算を無事に迎えることが出来ました。これもひとえに
お得意先の皆様のお力添えの賜物と感謝申し上げます。
 世界では、米中貿易摩擦、中東情勢の悪化や英国 EU離
脱問題、依然として不透明な状況が続いており、OECD
は今後の世界経済は鈍化すると予測しています。
 国内では、平成が幕を閉じ、新元号「令和」の時代がス
タートし節目の年となりました。2020 年の東京オリン
ピックを前に、ラグビーW杯が開幕。日本チームの躍動
は、新時代の光を与えてくれました。また、消費増税や
人口減少による人手不足が予測される中、働き方改革で
国民一人一人の生産性をあげる事が求められています。
歯科界においても、国民歯科医療費は過去最高の３兆円
に迫り、健康寿命と歯科口腔の関わりなど、歯科医療へ
の注目度は更に高まっていくものと考えております。
弊社も 55周年の節目を迎え、新たに「刷新」をテーマ
に、これまでの常識を打ち破り、時代のニーズに調和し
た新たなディーラー像を社員一同 創造していく所存です。
より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　  代表取締役社長　西 川　淳

現在の歯科医院を統計的にみると、自費診療がないと経営が成り立たちません。
一方で、患者さん側は自費診療に関して先生方が思っている以上に知識がありません。
実際に弊社で調査してみると、40代の男女で「インプラント」という言葉を知っている人は 90％を
超える一方、「抜歯即時埋入」という言場を知っている人は 10％程度でした。また、「審美治療」と
いう言葉は歯科業界では一般的ですが、実は半分以上の人には伝わりません。
誰しも納得しなければ高いお金を払ったりはしません。
ですから、自費診療を増やすには、先生と患者さんの知識の溝を埋めることがまず
第一歩となります。
例えば、ホームページや治療の説明ツールでは、患者さん目線で、できる限りわかり
やすい言葉で説明することが大事になってくるわけです。

HYORONブックレット
ルーペとマイクロスコープを上手に活用しよう
拡大視野診療のすすめ
 著者 　河島絃太郎・斎田寛之・須崎明・殿塚量平・橋爪英城・樋口琢善 他

11 月
新刊

A4 変 /64 頁　
定価 5,280 円 ( 税込）

予約受付中

生活の医療（シエン社）
安生朝子の PMTC とメインテナンス
P(M)TC はフルマウスの検査
 著者 　安生 朝子

ソフトカバー  A5 版 /64 頁  フルカラー
定価 2,420 円 ( 税込）

好評発売中 10/20
新刊
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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。

　　　　　なるほど。顧客至上主義の企業軸があって、その
先に見えるものが歯科医師であり、患者であり、だからこそ、
その品質を上げようという事ですね。まさに『施無畏』という
ジーシーの根源、軸を感じます。

西川　淳

中尾  潔貴
株式会社 ジーシー　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

×

歯科医療の未来を考える
     業界トップランナー座談会  Vol.10
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 1921 年の創立から間も無く 100 周年。今や世界の歯科医療を
牽引されるジーシーを繋ぐ『施無畏』の精神とは…

　　　　　　株式会社ジーシーは大正 10年（1921 年）、東京帝国大学
を卒業した３名の創業者が「何か世の中の人の役に立つ事をしたい」と
いう精神で起業した、今で言う所のベンチャー企業でした。その「人の
役に立つ」を追求する中で、彼らが行きついた答えが、当時全てが海外
からの輸入品でまかなわれていた歯科材料でした。この「人の役に立つ」
というのは単にモノを作るだけではなく、製品を通したサービスも含ん
でいます。
  弊社では社員を「なかま」と呼んでいます。『施無畏』とは、相手の立
場に立ってものを考えるという私達製造メーカーの “ものづくり” の根
本を成す考えとして、全世界 3,300 人全ての「なかま」と共有しており
ます。そしてこの言葉と共に創業者の「人の役に立つ」という想いも脈
々と引き継がれていくと考えています。

中尾社長

れる」とか「こうありたいなという生活」が可能になること
をアピールしようと考えました。そこで、[Kamulier] では、
ただ単純に小さく食材を切る、柔らかくするといった調理で
はなく、嚥下や咀嚼、そして見た目を考えた食材の選び方や
調理方法を学べる料理教室も行っています。
 ディーラーの皆さんにも、ぜひこういった活動に興味を持っ
て頂き、顧客の皆様へお届け頂きたいと思います。

 2013 年に [kamulier] がオープン。「生きる」という視点で新
たな歯科医療の在り方を発信されています。ジーシーが提唱す
る「健康世紀」の実現と、我々ディーラーに求めるものとは…

西川社長　　　　　　 西川さんが考えるディーラー像は何？って中尾社長に初
めてお会いした時に質問された事を今でも覚えています（笑）。我々の
仕事は、歯科医師の望むものを各メーカーさんが製造し、正しい情報と
共にお届けする事だと考えていますが、中尾社長が考えるディーラー像
とはどの様なものでしょうか。

　　　　　　 そうですね。もちろん歯科治療というものは歯科医師が
なすべき仕事なのですが、先生方は歯科医院の経営や患者さんのマネ
ジメントを、大学のカリキュラムとして学んでいません。ですから、
その地域の事情をよく知っているディーラーの皆様には、歯科医院の
経営やサービス向上の良きアドバイザーという立場であってほしいと
考えています。メーカー、ディーラー、歯科医院が一緒になって良質
な歯科医療とサービスを患者さんにお届けする [ 共同体 ] になる事が、
患者さんにとっての理想だと考えています。ただ、これは理想論であ
ることは分かっていて、だけど、やり続けないと実現しないんですよ
ね。その「やり続けないと実現しない」というところに、健康長寿を
コンセプトにした [Kamulier] にも共通するところがあります。
 高齢化の中で歯科医療にも注目が高まっていますが、そこで常に「歯
を磨きましょう」とか、「歯が無くなると身体の健康を損ねます」と言
われても、患者さんは疲れるだけでは？と感じています。口腔が健康
で生きていくことができれば、こんなHappy なことがある、を伝えた
いと思ったんです。「いくつになっても孫と一緒に同じものが食べら↗

中尾社長 西川社長

西川社長　　　　　 我々も歯科医療に携わる意識も含め、その先に患
者さんがいるという意識を更に高めなければと思います。

　　　　　 是非、働く意義を社員の皆様に伝えていきましょ
う。営業、経理、総務、どの部署であれ私達の仕事の先には、
歯科医療を受ける患者さんがいる、必ず人の役に立っている
という事を思ってほしいですね。

中尾社長

 「企業の品質経営度調査」で、日本一を獲得される
ジーシーのモノづくりとは…

　　　　　 企業の品質というのは、顧客に対する姿勢だと考
えています。どの部署であれ、その製品を使用する方の為に
何ができるのかを突き詰めることが本質ですから、当然モノ
の品質管理も厳しくなります。また、モノだけでなく、GC友
の会もその品質の一環であると考えていて、情報を如何にお
届けできるかを追求していきたいと考えています。これも「
人の役に立つ」という精神に繋がる訳です。

中尾社長

最後に中尾社長から九州のユーザーへ向け一言…
 九州の先生方は大変勉強熱心で、その志の高い先生方の臨床
にジーシー製品がお役立ていただけていることに喜びを感じ
ています。2021 年 4月には、我々の 100 周年記念事業とし
て第 5回国際シンポジウムを企画し、日本を含め各国のオピ
ニオンリーダーに英語にて講演いただく予定ですので、是非
ご参加ください。また、Happy な生活が送れる口腔環境を末
永く維持できる歯科医療が実現するよう、診査診断や新しい
技術を日本の歯科界に導入し、歯科医療の発展に貢献してい
きたいと考えております。 


