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※1 国内産婦人科業界において、2019年3月20日現在、当社調べ
※2 スマートフォン・PC 画像はサンプルです。実際の画面とは異なりますのでご了承ください。

※3 ルナルナは株式会社エムティーアイの登録商標です。

※1

※2,3

お問合せ

201911
クリプラ

ルナルナメディコサービス詳細
お問合せ medico.lnln.jp/lp

sales@clipla.jp
03-5333-6705

株式会社クリプラ
https://clipla. jp/

〒163-1436 東京都新宿区西新宿 3丁目20-2 東京オペラシティタワー 36階

クリニック

CLIPLA Luna の構成内容

患者

超音波エコー

「生理日」「基礎体温」
などの情報を入力

ルナルナのデータを取込み

画像
データ

検査
データ

入力内容を
送信

データ閲覧

PACS

ORCA

ルナルナ
メディコ

問診の効率化

診察前

患者様の記録したデータを、PC・大きなタブ
レット画面で見ることができます。月経日・
基礎体温・セックス日の記録がスムーズに確
認できるので問診の効率化を図れます。

患者様の離脱防止
患者様が記録を紙に書き写す手
間がなくなります。また、記録も
簡単なので離脱防止が期待で
き、継続的な記録を促せます。

患者様が「ルナルナ」アプリで記録した月経日や基礎体温に関するデータを
ウェブ上で手間なく簡単に確認できるサービスです。

ルナルナ メディコは
女性と医師をつなぐサポートツールです

※ルナルナメディコのご利用には別途お申込みが必
要です。ご契約の際、導入手数料がかかります。 
※ルナルナに記録している情報のグラフ表示は、ルナ
ルナ ( アプリ版 /web 版・無料 / 有料 )、ルナルナ体
温ノート、ルナルナスポーツが対応しています。サー
ビスにより一部記録する項目に制限がございます。

ルナルナ メディコを利用した診察の流れ

STEP 1STEP 1 問診時STEP 2STEP 2 診察

診察完了！

STEP 3STEP 3
診察前に、患者様側でル
ナルナの記録データ開示
用の確認番号を発行

患者様の発行した確認番
号を、医師側の PC・タブ
レットで入力

PC・タブレット画面で患
者様のデータを確認しな
がら診察

CLIPLA Luna（カルテ）から
ワンクリックでアクセス！

ルナルナデータ番号

123 456

他のレセコンをご利用中の場合
現在ご利用中のレセコンのデー
タの大半をORCA に移すこと
ができます

ルナルナデータ番号

123 456

機能や費用についてのさらに詳しい情報や、その他のお問合せもこちら



発育曲線自動作成機能
胎児の発育曲線を自動でグラフ表示します

◆4 種類の発育曲線（EFW, BPD, AC, FL）を
　自動でグラフ表示

産婦人科診療に
必要な機能を揃えましたCLIPLA Lunaの特徴

妊婦健診管理機能
妊婦健診記録を

時系列で記録・閲覧・印刷できます

◆超音波検査の数値／画像を自動取り込み
    ※一部の PACS のみ対応

◆紹介状添付用に印刷が可能

同一の患者様のカルテを複数人で同時に閲覧し、異な
るセクションであれば同時編集も可能です。医師が所
見を書いている間に助産師がメモを書くなど、診療業
務を効率化できます。

キーボード入力を最小限に スマホのような直感的操作

低コスト

万が一の時も迅速に復旧。災害時も安心

複数人がカルテに同時アクセス

利用端末増加による追加料金も不要です

院内サーバー設置（オンプレミス）型 A 社との累計費用比較院内サーバー設置（オンプレミス）型 A 社との累計費用比較

…買換え費用…買換え費用

A社の
累計費用

A社の
累計費用

20年20年20年10年10年10年利用開始利用開始利用開始

CLIPLA  Luna の
累計費用

CLIPLA  Luna の
累計費用

累計費用累計費用

20年間の
累計費用差
20年間の
累計費用差

初期費用初期費用

導入・維持費は、従来の院内サーバー設置型電子カル
テより大幅に安価に抑えています。また、設置型では
発生する約５年ごとの定期的な買換えもありません。
コスト面においても、安心して長期間ご利用いただけ
ます。

※グラフは凡そのイメージです

よく使う診療行為、検査、薬剤、傷病名、フレーズ等をあら
かじめ登録しておくことができます。これらを登録情報から
選択しカルテを作成していくことで、キーボード入力を最小
限に抑えカルテ入力時間を短縮できます。
また、タッチモニターにも対応。マウスとキーボードに慣れ
ていなくても、直感的操作でカルテを作成できます。

処方

頭痛セット

よく使う

※図はイメージです。実際の画面とは異なります。
クリック クリック

カルテ画面カルテ画面
ロキソニン錠60mg内服

用法11日 錠 2 日分

自動で詳細が入力される！

丁寧なサポート
導入前〜導入後まで一貫して、製
品を熟知した専任部門が親身に支
援いたします。サポートダイヤル
は土曜日もご利用いただけます。
※土曜日は 13:30 まで

ルナルナ メディコ連携
患者様の基礎体温データに
直接アクセスできます

文書作成機能
『紹介状』『母性健康管理指導事項連絡カード』を

半自動作成

◆カルテに記録したデータから、
　紹介状などの各種文書を簡単に作成できます
◆『母性健康管理指導事項連絡カード』の
　テンプレートをご用意

◆患者様がルナルナに記録している情報を
　グラフで表示
◆患者様が基礎体温を紙に書き写す
　手間がなくなります

ルナルナ メディコ
の詳細は次のページへ

タッチモニター対応

CLIPLAのサーバーは院内ではなく、外部の堅牢なデータセンターに設置
されています。万が一障害が発生した場合、対応はネット経由で行えるの
で迅速な復旧が可能です。
また、もしクリニックが被災した際も、サーバーは院外にあるため電子カ
ルテのデータは保全されます。

ユーザーの声 他の電子カルテの場合は、他のスタッフと同
時に同じ患者さんのカルテを編集できないと
いう制限があったので、CLIPLA Lunaの同時
編集機能は非常に画期的だなと思いました。
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