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CLIPLAは
クラウドの良さを
全て持っている
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今回は、医師の奥様が院長、MBA をお
持ちのご主人がオーナーのご夫婦二人三
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気軽にご相談いただけるクリニックを目

オーナー：そうそう、皆さんあまり 検討

指しています。

なさらないのですが、院内設置型の電子

脚で経営されている巣鴨千石皮ふ科を訪

カルテは 買 い 替 えの 費用 が 大 きいです

CLIPLA はシンプルで使いやすい

ね。それに閉鎖的なシステムで、将来の

クラウド電子カルテ

拡張性がない。なのでクラウドであれば、

オーナー：CLIPLA を導入した理由は、
「ク

製品によっての良し悪しはあっても将来

院長：私は千石で生まれ育ちました。こ

ラウド」という点がすごく大きかったで

的に絶対に間違いないと考えました。導

れまで私を育ててくれた巣鴨・千石エリ

すね。その中でも CLIPLA は特に機能やデ

入するまではすごく怖いという気持ちは

アへの皆さまへの恩返しとして、この地

ザインも含めてすごく今風だなと思って

ありましたが（笑）
。

域 の 医療 へ 貢献 したいと 考 え、2017 年

いました。電子カルテを検討した際にク

院長：たしかにクラウドなら外出先や家

5 月に JR 巣鴨駅と都営三田線千石駅の近

ラウド以外も含めて他社の製品も見てみ

からでも入力できて便利ですよね。患者

くに開院しました。私はかかりつけ医と

ましたが、作 りが 小 さい、見 づらいもの

さんの診療内容について院外でふと思い

して診察するうえで生活圏の情報は欠か

が多く、実際使うとなるとこれはミスを

付いたことがあっても、院内設置型の電

せない 要素 だと 感 じており、今 も 2 人 の

するなという 印象 でした。機能・デザイ

子カルテの場合はクリニックに来ないと

娘の子育てをしながら、両親、90 歳を超

ンを比較すると CLIPLA はシンプルで使い

入力 できないですし、紙にメモを書いて

える祖母とこのエリアで生活し、日々各

やすいです。iPad でも使えますし、写真

おいて後から電子カルテに書き移すという

世代のお肌の悩みに接しています。地域

をアップロードするのにスマホを使うこ

のは無駄な作業になってしまいますので。

の皆さまのホームドクターとして、患者

ともできる。他社の電子カルテでは画像

さんが来院しやすく、家族に聞くように

をスマホで撮影するという機能はあまり

れました。

生まれ育った地域で地元に貢献を

なかったですね。

院長：私としては薬剤の入力がしやすい
機能があるものが良いなと思っていまし
た。ただ古くなったら買い換えないといけ
ないですし、そこまで高機能な電子カルテ
を使うかなというと疑問はありました。

待合室のキッズスペースの様子。小さいお子様を
連れて来院しやすい環境を整えている。

オーナー：また利用料が有料というのが

のを買った気がして嫌なものです。資金

また当院では紙の問診票をスキャンし

安心ですね。無料の電子カルテも検討し

に余裕のない開業時に余分な料金を払う

て CLIPLA に取り込んでいます。そうする

ましたが、クリニックにとって一番大事

リスクが少ないのは魅力ですね。

とスタッフみんなで問診票を見られるよ

なシステムじゃないですか。もし何か問

うになります。

題が起こった際に保証もされずシステム

CLIPLA なら同時操作が可能

が止まってしまうと困る。料金を支払っ

オーナー：他社の電子カルテではスタッ

ているということが、万が一の時の保険

にいても受付スタッフへの伝達事項をカ

フの誰かがカルテを開いていると、他の

となりますね。有料のクラウド電子カル

ルテに書き込むことができることです。

PC で同じ患者さんのカルテを開くことも

テの中で、CLIPLA は比較的安いところが

院内を行き来しなくて済むのでそういう

書き換えることもできないですが、CLIPLA

嬉しいです。

ところが便利だなと感じます。

は複数台で同時に操作できるので助かっ

必要に応じて PC を購入しても
追加費用はなし

ています。
また CLIPLA は更新費用がかからないと
いうのが助かります。他社の電子カルテ

オ ー ナ ー：受 付 で は CLIPLA 用 の PC と

でも見やすくて使いやすそうだなと思っ

ORCA用のPCの計2台を使用しています。

た も の が あ り ま し た が、初 期 費 用 が

診察室ではシュライバー（注：医療クラー

500~600 万、更新費用 でも 400~500 万

ク）がCLIPLAを入力するためのPC1台と、

円かかってしまいますね。

医師が CLIPLA を閲覧するための大きいタ
ブレットを使用しています。PC はすべて

スタッフみんなで情報共有がラクに

院長：他に CLIPLA の利点としては、院内

使ってみれば、
その良さがすぐにわかる CLIPLA
院長：医師としては閲覧中心になります
が、その 点断然使 いやすいですね。クラ
ウドだから 安全性 も 高 いし 必 ずバック
アップも取られているわけですから。機

能アップデートも自動で行われますし、

CLIPLA はクラウドの良さを全て持ってい
ます。先日 も、ふと 気 がついたらシェー

Windows です。他に予備の PC が 1 台あり

院長：私 は 診察中 は iPad から CLIPLA を

ます。これは後から追加したのですが、

マの機能がバージョンアップされていて

閲覧しています。当院では医師がカルテ

以前にマシントラブルが起こったことが

驚きました。毎月のように機能が追加さ

を入力せず、隣の席にシュライバーを配

あったため、対策として 1 台追加で用意し

れていくのを楽しみにしています。

置して、シュライバーが医師の話す内容

ました。全部で 5 台ですね。

を PC から CLIPLA に 入力 する 体制 をとっ

開業前には PC が何台必要になるか予測
がつかないため、CLIPLA なら最小構成で

始められて必要に応じて追加できる柔軟
性 があり、本当にありがたいです。足り
ないのは困りますが、余るのも無駄なも

ています。

オーナー：クラウド電子カルテの導入を
躊躇される先生の多くは、まだ導入実績
が少ない点を最も気にされているんだと

オーナー：患者 さんに対 してインフォー

思います。CLIPLA をはじめクラウド電子

ムドコンセントがあって、その先にはイ

カルテを見たことがない先生がほとんど

ンフォームドチョイスがあるべきなので、

だと思います。ただ使ってみればすぐに

医師は患者さんと向き合ってお話をしな

わかりますが、私としては絶対に CLIPLA

ければならないと考えています。そうな

をお勧めできます。

ると必然的に医師以外のスタッフがカル
テを入力しなければならない。逆にスタッ
フだけで CLIPLA を入力できるようにして
おけば、代診の先生も診察しやすくなり
ますね。

