
デンタルスタッフ・ミライ・プロジェクト ニュース vol.51

12年ぶりの北欧研修

11月に12年ぶりの北欧フィンランド、
スウェーデン研修に参加してきました。
12年前の研修の際は予防先進国という憧れ
もあり、北欧の良い面（予防への取り組みや
DHの復職率が高いなど）しか見ておらず、
学びも非常に浅かったように思います。

しかし今回は地域やprivate clinic、public clinicによって背景や
取り組みが異なる点や国の政策の違いなど多くのことを知ること
ができました。

フィンランドの歯科医院では個人情報保護に関するファイルを
患者さんに見えるように置いてあり、スピットンがなく（配管や嗽
洗飛沫を防ぐための環境感染予防）、物を置かず全て同じ配置で
収納され、感染管理も徹底されています。

スウェーデンの産休制度は480日（うち、90日間は父親も休暇
を取得可能）もあり、育児支援や不妊治療への支援など経済的負
担を支える国の大きな後ろ盾により女性が働きやすい環境が整え
られています。

また、DHによるレントゲン撮影や浸潤麻酔が認められ、訪問歯
科では診断も可能（歯科医師へ報告は必須）、学士号取得も３年の
DH教育の後＋１年（計４年間）と教育も整っています。

最近のスウェーデンは移民や難民の増加を背景とした治安悪化
や重度う蝕・歯周病によるDMFTの増加があり、地域によっては
予防先進国とは言えない状況にあります。しかし、フッ素を応用
した小児のう蝕予防やインプラント（1952年にルンド大学ブロー
ネルマルク教授が発見）など、スウェーデンは数十年間、歯科先進
国として世界をリードし、予防に取り組んできた実績があり、日
本はその恩恵を受け、今の発展があるのだと改めて思いました。

また、スウェーデンは地球温暖化対策にも力を入れ、公共のト
イレは有料、スーパーもエコバック持参でないといけません。ト
ランプ大統領と16歳の環境活動家グレタ・トゥーンベリさんのポ
スターは至るところで見ました。TePe社で
は地球環境に配慮した歯ブラシ TePe GOOD
を紹介する動画も拝見し、ハブラシなど口腔
衛生商品と環境問題が身近にあることにス
ポットを当て、環境に配慮した新製品を生み
出す過程そのものに胸が熱くなりました。

スウェーデンのDH資格保持者は約4,400人でほぼ全員が現役
です。日本では復職しないDHが多いのはなぜ？スウェーデンの
DHが一生働き続けていきたいと思える魅力はどこ？やはり活躍
の幅が大きく違うことだと思いました。

スウェーデンの『人々、クリニック、歴史』に触れて学んだこと
は私の歯科衛生士人生にとって大きな財産になるとともに、改め
て日本文化や食の素晴らしさ、日本のDHの意欲・スキル・知識の
豊富さを実感しました。今後、今回の北欧研修で得た学びや気づ
きをシェアをさせて頂く機会を作っていきたいと思います。
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商品コード 9181

（税込）

通常価格698円
数量割引あり
１箱100枚

No.380ポリマー加工パウダーフリー
ラテックスグローブ（SS）

商品コード 8694

（税込）

通常価格399円
数量割引あり１箱100枚
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（税込）

通常価格406円

Den ラテックスグローブ
ポリマー加工（SS）

商品コード 14409

（税込）

通常価格2,040円

粉無

粉無 商品コード 1342

（税込）

通常価格410円
Ci PRO （袋入 M ふつう） 
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圧迫感少なめ！表面凹凸すべり止め加工

表面凹凸加工
さらに
３%OFF

W220×D130×H15mm
１袋100枚

表面防水コーティング
オートクレーブ不可
未滅菌

除菌ウエット
ティッシュ
Ag+（詰替用）

商品コード 20222

（税込）

通常価格150円
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３%OFF

１パック100枚

コスパ最強！

さらに
３%OFF

140×200mm

１箱50本
10色アソート

対象：小学校高学年～成人 １パック100枚

滅菌物を包んで
オートクレーブ滅菌

CＳRシート
（30㎝×30㎝）

ペングリップ、パームグリップ
どちらでもジャストフィット

おすすめ歯科商品 TOPTOP

20202019年
よく売れた
いつも協同組合のCiメディカル３％割引提携サービスをご利用下さり、ありが
とうございます。今年、皆さまによくご購入頂いた人気の20品目をご紹介します。

（裏面もご覧下さい）

商品のご注文は医薬品を除く全商品３％割引の岡山県保険医協同組合へ　くわしくは裏面をご覧ください。



ご利用には協同組合へのご加入と出資（１口5,000円・ご加入時のみ）が必要です
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医療を守り、くらし、経営の安心をサポート
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３%OFF

商品コード15878

（税込）

通常価格390円
１箱200枚
オートクレーブとEOGの
インジケーター付
ケミクレーブには反応しません

１箱200枚
オートクレーブとEOGの
インジケーター付
ケミクレーブには反応しません

さらに
３%OFFDenカットメン 

４×４㎝

商品コード 3226

（税込）

通常価格628円
数量割引あり

１箱500g

さらに
３%OFFNEWリセラ滅菌バッグ（Ｌ）

商品コード 8565

（税込）

通常価格680円 １箱20本
デントジェクト替えノズル
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３%OFF

NEWデントチップ 
商品コード 07020

（税込）

通常価格988円 １パック120枚
表面除菌清掃クロス

さらに
３%OFFプロセプト ワイプス 

（リフィル レモン）

商品コード 25945

（税込）

通常価格920円

さらに
３%OFF

バリアローブNo.2060
ニトリルグローブ
パウダーフリー（Ｓ）

商品コード 35451

（税込）

通常価格610円伸縮性が良く操作性抜群

数量割引あり粉無

さらに
３%OFFラベンダー（ニトリル検査検診用グローブ）

［ハリヤード・ヘルスケア・インク］（XS）

商品コード 33741

（税込）

通常価格1,690円１箱250枚

表面スムースタイプ 

さらに
３%OFF

バリアローブNo.2420
ラテックスグローブ
W塩素パウダーフリー（SS）

数量割引あり粉無 商品コード 2420

（税込）

通常価格698円

さらに
３%OFFプリズム歯間ブラシ

 （指導用 SSS）

商品コード 27278

（税込）

通常価格1,020円１パック50本
１本ごとにキャップ付
ドイツ製コーティングワイヤー

さらに
３%OFFCiディスポーサブルエプロン

 （ひも付き ブルー）

商品コード 29386数量割引あり粉無 商品コード 22147

（税込）

通常価格838円１箱100枚
ひもの長さ約350mm
片面防水加工

さらに
３%OFFCiヘッドレストカバー

 （ホワイト）

商品コード 8027

（税込）

通常価格820円

さらに
３%OFFNo.520グローブ

418よい歯ノンパウダー（SSS） （税込）

通常価格569円細かな作業に最適

さらに
３%OFF

Ci NEW
デンチャークリーナー 

商品コード 32405

（税込）

通常価格1,610円１本1.2ℓ ３倍希釈
光沢感の出る
シャインタイプ

Ci滅菌バック
 （シールタイプ MS）

MSタイプはタービンや超音波
スケーラー向けに最適！

手軽に表面除菌
乾いても跡が
残りません

指通りをさらになめらかに改良 より適合するようにリニューアル

長い繊維で綿栓が作りやすい
Ci最安！価格×品質ベストバランス

有効塩素濃度が
長期安定

さらに
３%OFF

Ciバキュームパイプクリーナー
バイオリッチII
Ciバキュームパイプクリーナー
バイオリッチII

商品コード 26779

（税込）

通常価格1,490円１本４ℓ 20倍希釈
金属やゴム類への影響は
ほとんどありません

１箱100枚
伸張時径400mm

濃縮タイプで従来品8ℓ相当
コスト1/2で格安 厚手でしっかりした作り

フィット感抜群！表面エンボス
加工ですべりにくい

ブリリアントカットと
方向性が分かる
サイドディンプル付

指先エンボス加工
優れた操作性

（表面からの続き）

おすすめ歯科商品2019年
よく売れた
今年、皆さまによくご購入頂いた人気の20品目を
ご紹介します！

商品のキャンセルや返品も協同組合（☎086-274-8221）へご連絡下さい。

①月～金の16時までの注文分は、当日発送
②月～金の16時以降の注文分は、翌日発送
③土、日、祝の注文分は組合の翌営業日に発送
・商品到着予定日が貴院の休診日の場合は翌診療日に到着するよう手配
致します。欠品商品等があった場合には、組合よりご連絡します。

・1回のご注文が4,800円（税込）未満の場合は、別途送料
496円（税込）が必要です。

注文受付時間と納期 ※貴院専用FAX注文書をご利用の場合 4,800円（税込）以上のご注文で送料無料送料

１ヶ月分を翌月26日にご指定口座より引き去り
お支払い 代引き不要・月末〆、翌月初旬に組合より請求

商品のご注文は協同組合へ

院長先生へ　保険医協同組合員のメリットを追求した特別提携のご案内
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数量 金額（❶×❷）

税込合計金額１回の注文合計金額が4,800円（税込）以上で送料無料

タイプ・色・サイズ カタログ価格
（税込）商 品 名 ❷❶

例 38756 NEW C iマスク  セール ブルー 20  168円 3,360円

商品コード

この貴院専用注文書をコピーしてご使用下さい。

専用注文書

岡山県保険医協同組合

医療を守り、くらし、経営の安心をサポート岡山県保険医協同組合お問い合わせ ☎（086）274−8221

注文書送付先｜岡山県保険医協同組合 FAX（086）274−8223

①Ciメディカル最新カタログ価格から３％割引で販売します。（セール品を除く）
　ただし、医薬品（商品コードがＹで始まる商品）は取扱いできません。Ciメディカルに直接ご注文下さい。
②Ciの期間限定セールやFAXセール商品は商品名欄に「セール」とご記入下さい。
　セール品は保険医協同組合の３％割引の対象外です。
③１回の注文合計金額が4,800円（税込）以上で送料無料　※4,800円未満の場合は別途送料＋496円
④ご利用代金は月末締めで、翌月初旬に当協同組合より請求書をお送りします。

（税込）

医院No.

電話番号 FAX番号

医院名 休診日

協同組合員専用FAX注文書＊1を当協同組合へお送り頂くだけで
Ciカタログ掲載の全商品＊2を３％割引にてご購入頂けます。
ご利用には協同組合へのご加入と出資（１口5,000円・ご加入時１回のみ）が必要です。

＊1 組合員の先生は貴院専用FAX注文書（右・お手元にない先生はご連絡下さい）をご利用下さい。
貴院専用FAX注文書以外でのご注文（電話注文も含む）は、納期が遅れる場合があります。

＊2 医薬品（商品コードがＹで始まる商品）は取り扱いできません。また、Ci独自のセール商品は３％
割引の対象外（Ciセール価格での販売）となります。歯科用金属等の時価商品も３％割引の対象
外です。商品の無料サンプルも承ります。


