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“CLEAN＆SAFETY”
をテーマに歯科医院の環境づくりを提案し続ける

ません。ですから、大学の学生さん方は「東

京技研のバキュームで吸っている」などと意

識しませんし、開業するときでも、先生は「東

京技研のバキュームを使わなきゃ」とは意識

されないと思います。

山﨑：そうですね。必ず歯医者さんは東京

技研さんのお世話になっているけれど、イメー

ジ的にはバキュームとかコンプレッサとか、機

械名のほうが会社名よりも知れ渡ってしまって

いるのじゃないですか。

　ところが、実際に東京技研さんのホーム

ページや会社概要を見ると、かなりいろいろな

ものを手がけておられます。たとえば、歯科

技工用、手術用、介護用、あるいは試験機

など、ものすごく幅広い構成じゃないですか。

この幅広い製品構成の中で、現時点におい

て一番力を入れているものは何ですか。

渡辺：やはりメインはバキュームですが、今

力を入れ始めているのは「歯科医院さんの

環境」をキーワードに、医院の機械室をトー

タルして管理していこうということです。院

内で出た空気が機械室のバキュームに吸わ

れ、吸われたものが機械室に排気されて、

その排気されたものが今度コンプレッサで圧

縮されて、そのまま診療室に戻るという悪い

循環を防ぐためにはどうしたらいいか。そこ

で、コンプレッサの吸気にフィルターをつける

ことによって、その悪循環をまず防ぎましょうと

いう考えです。

山﨑：それは現実的にできるの？

渡辺：できています。今までは「バキューム

とコンプレッサを違う部屋に置けば、それは

吸わないからいいよね」という発想でやって

いたのですが、それでは先生方のコストが

かかってしまうし、場所の問題もありますので、

新しい仕組みをつくりました。この仕組みの

いい点は消耗品がつきますから、営業が先

生方のところに定期的に訪問できることです。

そうすることで、さらに自分たちのお勧めした

い商品をお勧めするきっかけになっていくの

で、いろいろな意味で成功していると、思っ

ています。

山﨑：個人的に思うのは、先ほどいったよう

に「縁の下の力持ち」で、ディーラーさん

経由で開業医とか病院などに商品が入って

いたわけだから、従来は直接エンドユーザー

とコンタクトするチャンスはなかったよね。そ

れが新しい仕組みというか戦略で、歯科医

院の全体的なことをカバーするようになったと

いうことは、いろいろな製品のアイデアとか情

報を把握して、会社にそれをフィードバックす

る体制ができてきたわけですか。

渡辺：はい。私どもの製品が表面に出ない

山﨑：若手の歯科メーカーの社長さんと対

談するのは初めてで、私もすごく楽しみにし

ていますので、きょうはよろしくお願いします。

　東京技研さんといえば、歯科医の誰もが

お世話になっているのに、会社のイメージが

広く深く浸透しているようには思えないんです

が、創業以来、「CLEAN＆SAFETY」で、

実に幅広く歯科と医科に入り込んで、素晴

らしいビジネスを展開している企業であること

に驚かされます。まず創業から歯科の業界

に入った経緯を説明していただけますか。

渡辺：会長である父が、ある先生とのお付

き合いの中で、「今後、歯科業界にはセント

ラルのバキュームが必要だ」という話が出て、

会長がその話にピーンとくるものを感じたこと

が、私どもが歯科業界に入ったきっかけなん

です。

　ちょうど歯科大学の創設が相次ぐ時期と重

なり、全国で歯科大学が 29 校となり、開業

医の先生が年々増えていく、まさに歯科業界

の高度成長期の時期に、私どものバキュー

ムが開発されました。当時は需要が供給を

上回る状態で、とにかく付けては作り、作っ

ては付けるといったうれしい悲鳴の中で、多

くのユーザーを増やしていき、今日に至って

います。非常にラッキーであった面もあります

が、会長の決断によって、グッドタイミングで

バキュームの商品化ができたと思っています。

　ただ、私どもの商品は「縁の下の力持ち」

といった存在で、歯科医院さんの中で、誰

にでも見えるところに機械があるわけではあり
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やっていただきたいね。

渡辺：私どももそう願っていますし、オペだけ

ではなくて普通の診療にも、そうしたクリーン

な環境はつくっていってもらいたいです。

山﨑：歯科医院の総合環境メーカーとして、

これからいろいろな意味で製品を開発する

余地もあるだろうし、もっとビジネスが伸びる

チャンスがあるんじゃないの？

渡辺：今までは、すき間的な仕事をねらって

いた面もあるので、大きく何かというのはなか

なか難しいとは思いますが、その中で見えて

きているものを少しでも形にすることが、私ど

もメーカーの役割だと思っているので……。

山﨑：そうだよね。僕も工場を見学させても

らったけれど、あれだけの設備があったら、

アイデアとかヒントとかをもらえれば、総合環

境メーカーとして、歯科医院をサポートするよ

うな歯科の製品やシステムの開発が、いくら

でもできると思いますよ。

渡辺：その一環として、作業環境測定士と

いう免許を社内で数名が取ったんです。そ

れは、本来はホルマリン等の有害物質の濃

度を計って、それを大学のほうに検査報告を

ため、個々の先生方とお話をする機会が少

ないという点を解決するために、「口腔外用

サクション」というものを出しまして、診療室

にデビューをさせました。次に、インプラント

が広がってきたので、オペ室のクリーンな環

境づくりのための「クリーンエリア」や、オペ

中に必要とされる十分な照度や機能を持った

ライトの開発などを手がけ、目下当社の次の

主力製品として大々的に展開していて、開

業医の先生方にはかなり好評を得ています。

山﨑：実際に私のクリニックでも、その 2 つ

の製品を使わせてもらっているけれど、とくに

オペ室をクリーンルームにするというのは、す

ごいインパクトがあるよね。患者さんがきて、

オペの前に「先生のところでオペをするんで

すか、それともどこかの病院に行くんですか」

と聞かれた場合に、「いや、うちのオペ室で

手術をしますよ。クリーンルームで感染を完

璧に防いで、最善を尽くしますから、ご安心

ください」といいますから、かなり患者さんに

インパクトを与えるよ……。ですから、インプ

ラントをおやりになっている先生方には、やは

り個室でしかもクリーンな環境の中でオペを

する、というのが仕事ですが、私どもが狙っ

ているのは、歯科医院さんの環境を測定して

「何がこのにおいなの？」「歯科医院さんの

においって何なの？」というところを明確にして、

「そのにおいを取るためには、どんな機器を

置けば取れるのか」といった、サービスなの

か、商売につながるのか、今のところよく見

えてきませんが、歯科医院さんの役に立つこ

とをご提供できればと思っています。

山 﨑：や はり「CLEAN ＆ SAFETY な

医療環境をお届けする」会社であることを

アピールしていくべきですね。「CLEAN」と

「SAFETY」というのは、歯科医院の売り

のひとつになる可能性が高いはず。それは対

患者だけではなく、対スタッフに対してもものす

ごく信頼性が高まるように思うね。ドクター自身

もSAFETY であって、スタッフもSAFETY

であって、患者さんもSAFETY である―

非常にやりがいのあるビジネスですよ。

　東京技研さんのホームページを拝見する

と、企業理念として、

　　（1） 今、何をなすべきか

　　（2）スピードを持って対処

　　（3）決定事項を厳守

と書かれていますが、具体的にはどんなこと

をいっておられるの？ 

渡辺：この３つの言葉は、会社の標語とし

て、全社員が心がけるべきこと、何をするに

も原点に戻って考えることを伝えているもので

す。これを常に言い続けることによって、商

品の開発や営業が「今日、自分は本当にこ

の３つを守っていたか」と夕方、毎回考える

習慣がつき、もしできていないなら、次の日は、

この３つをもう一回考えて仕事に取り組もうと

いうことになります。

山﨑：素晴らしい理念ですね。だから、基

幹商品であるバキュームやコンプレッサだけ

でなく、それから派生して、オペ室のクリー

ン化やライト、におい測定といったことに、社

員の意識がいくんですね。その他、東京技

研さんとして考えていることはあるの？

渡辺：あとは介護関係で、訪問診療に行く

際のポータブルユニットですね。そういった機

器でうちができることは、バキュームとコンプ

レッサですから、先生方の持ち運びに負担

のならないものとして、ポータブルのサクション

を開発して、すでに先生方に使っていただ

いております。

　それ以外にもいろいろな商品を市場に送り

出しています。当社は日本歯科器械工業協

同組合の一員なので、機械だけにすべきか

と悩んでいたのですが、営業が歯科医院な

どに行ったとき、「もっとこういうジェルがほしい」

「こういうスポンジブラシがほしい」「こういう

入れ歯をきれいにする歯ブラシがほしい」な

どという声がたくさん返ってくるんですね。そ

れら消耗材料も検討してみた結果、自分た

ちでもつくれることがわかったので、「オーラ

ルケアシリーズ」という商品群を完成させまし

た。今、成長商品群になりつつあります。

山﨑：あとは東京技研というブランドを、どう

アピールしていくかですね

渡辺：お陰さまで、流通面ではある程度の

形ができ上がりましたので、これからは「ブ

ランド力の強化」を考えています。そのひと

つとして、イメージの統一化を含めた、もっと

もっと安心して使っていただけるという証のロ

ゴマークをつくって、「ああ、このマークがつ

いている」イコール「東京技研だ」というよ

うにしたい……。そうなれば、開業医の先

生方も、安心して当社の製品を使っていた

だけるようになりますから。

　たとえば、流体のソフトなどで、空気の流

れを読み、熱の溜まる箇所を調べることによっ

て、この製品が本当に適正で、私どもが思っ

ている能力を出しているのかもわかるんです

ね。それは歯科医院さんの中の空気の流れ

も一緒で、どうしたらここにある熱がこっち側

によけられるかとかなどについて、開業やリ

ニューアルのときに、先生方にきちっとご提

案することによって、「先生方にトラブルのな

い環境をご提案できる」イコール「安心して

東京技研の商品を扱っていただける」こと

につながります。その設計図は当然すべて

無料で書かせていただいて、それプラス環

境や、熱・風の流れをきちんと測定してあげ

れば、開業時やリニューアル時に、私どもの

お手伝いを必要としてくれる先生が、さらに

増えるんじゃないかと思っています。

山﨑：そうしたことをしっかり提案できれば、

会社の将来性は大いに期待できるね。今、

環境ビジネスが一番将来性が高いから、こ

れをしっかりと見据えて腰を据えてビジネスを

展開したら、すごい会社になると思うよ。僕

は本社と工場と両方行ったけれど、やはり優

れたアイデア集団ですよ。とくに、クリーンルー

ムの装置を見たとき、「これは自分でも入れ

たいな」とすぐ直感できたね。本社のショー

ルームもいいから、もっと先生方に利用して

もらったほうがいいんじゃない。いずれにして

も、これからの会社の発展は２代目社長に

かかってくるわけで、「若手経営者のホープ」

と目されている啓介社長に、歯科界で果た

すべき役割、歯科界へのメッセージを話して

いただけますか。

渡辺：ホープといわれると、かえって話しにく

くなります。古きよき歯科業界の話はよく聞く

のですが、「昔はよかった」ということには絶

対にしたくないので、今から先が過去よりもい

いものにするためには、自分たちが何をして

いかなければいけないかを考えるようにしてい

ます。

　たとえば、患者さんを10 代で区切った場

合、10 歳、20 歳、30 歳……と、その患

者さんたちに対する診療の仕方が変わって

いたはずです。当然、その後のケアの仕方

も診療の仕方も変わってくると思いますので、

それに合わせた形の必要な器具・器材を開

発して、より先生方の使いやすい環境をつく

りたいと思っています。

　また、今後は開業がどんどん増えていく

ことはないでしょうから、既存の歯科医院

さんに対する新しい機械の導入と、「環

境」というキーワードをベースに CLEAN で

SAFETY な歯科医院づくりをご提案してい

き、歯科医院さんにも患者さんにも喜ばれる

会社でありたいと念願しています。同時に、

私どもが属している日本歯科器械工業協同

組合でも、諸先輩の指導を仰ぎながら、若

いメンバーでもっと盛り上げて、薬事法など

に積極的に対応していく組合になっていくべ

きではないかと考えています。

３つの企業理念を掲げて
新しい製品群の開発に取り組む

「東京技研の製品だから安心」という
ブランド化が急務！
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