


はじめに

この度は、「WEB問診完全ガイドブック」をご請求いただき誠にありがとうございます。

iPadが2007年に日本に上陸して以来、病院の待合室でタブレット上で問診を記入するタ

ブレット問診を提供する会社がいくつか誕生しました。

そして、2016年頃から、WEB問診という形で、患者さんは家からでも事前に問診を記入

できるサービスが出てきました。

新型コロナウイルス感染症拡大の危機が世界中で広がる中、感染症の懸念から、紙の問

診票とボールペンを手渡す問診の運用を見直す医療機関が増えてきています。

本ガイドブックでは、医療機関がどの様にWEB問診を導入し、どの様な点に留意すれば

いいのか、また医師や患者がどの様な流れでWEB問診を活用すべきか、という点につい

てわかりやすく記載しています。

本資料が皆様の情報収集の一助になれますと幸いです。



1. WEB問診について

WEB問診とは、従来、医療機関で紙で問診を行っていた内容を、患者のスマートフォン

もしくは医療機関が用意するタブレットを用いて、インターネット上で回答いただくも

のです。

紙問診 WEB問診

WEB問診の場合、医療機関は専用の管理画面で、患者の問診内容を確認し、電子カルテ

に取り込みます。

※メルプの場合。メーカーごとに

画面は異なります。



2.  WEB問診のメリット・デメリット

１）診察前の問診登録時間の短縮

電子カルテと紙問診で運用している医療機関が、電子カルテと連携するWEB問診を導入し

た場合、1患者あたり問診取り込みにかかる時間を約90秒削減します。

1日外来患者数によりますが、平均して1日60-90分の問診登録時間短縮につながります。

ただし、この点に関しては、もちろん1日外来患者数によりますので、クリニックの開業

フェーズと患者数を照らし合わせてご判断ください。

一般的には、1日外来患者数30名くらいから実質的な業務時間短縮の効果を発揮すると思

われますので、例えば、開業直後で1日外来数5-10名の時には、コストパフォーマンスの

観点からは適さないと思います。

ただ、一方で、最近は開業前からWEB問診導入を検討される医院様が増えました。最初か

らペーパーレスでITを活用しているという点をウリにしてHPでアピールされていたり、比

較的若い患者層をメインターゲットにしたいので、あえてデジタルツールを積極的に導入

することで、そうした患者層を呼び込むと考えられる医院様もいらっしゃいます。

こちらに関しては、個々の先生で考え方が異なりますので、ご参考まで紹介させていただ

きました。



２）患者層が若く症状が多岐に渡るほど、WEB問診の相性が良い

小児科、産婦人科など、患者層が若い診療科の場合、WEB問診に抵抗なく入力いただけま

す。その中でも、小児科は、お子さんが複数いらっしゃる場合、待合室で1人を抱っこし

ながらもう片方で紙問診を記入をする場合は負担が多く、WEB問診を導入して患者さんか

ら喜ばれるケースが多いです。

また、内科、耳鼻科など、様々な症状で来られる患者が多い場合は、事前に細かく問診情

報を取得できるWEB問診の利点が活きます。

一方で、整形外科や眼科など、ご高齢の方も多く来院される場合は、紙問診と併用したり、

スタッフが代行入力したりする場合も生じます。

一方で、単に診療科単位で括ることもできず、例えば整形外科だけれども、小児・成人の

スポーツ外来に力を入れていて、メイン患者層が30-40代と比較的若いというケースもあ

りますので、ご自身のクリニックの患者層に照らし合わせてご検討ください。

また、ご高齢者に関してですが、70代まででしたらある程度LINEなどのチャットツールを

ご子息さんとの会話で使っていらっしゃって、WEB問診の記入もスムーズにできる場合が

多いです。この点に関しては、9ページの耳鼻科の導入事例

「ほぼ8割、９割の人は自分のスマホで、またご高齢者の場合は付き添いの方が入れてく

ださいますし、一人で来られて慣れていない方は看護師がiPadで話を聞きながらWEB問診

をします。」

をご一読ください。



WEB問診が感染症対策として活用できるポイントがいくつかありますので、紹介いたし

ます。

①紙問診とボールペンの手渡しによる感染リスクの削減
WEB問診の場合、紙問診とボールペンを手渡すことによる感染のリスクがなくなります

ので、感染症対策につながります。

また、紙問診とボールペンでの運用の場合、患者さんが回答を終えるたびに消毒をして、

次の患者さんに手渡しをしたりと時間がかかる場合もありますので、WEB問診に切り替

えることで時間削減にもつながります。

②コロナ疑い患者をWEB問診でスクリーニング
WEB問診によっては、トリアージ機能、スクリーニング機能を有している問診もあり、

問診の結果によって、例えば

「新型コロナウイルスが疑わしいので、まずは保健所に連絡してください・発熱外来を

〇〇〜〇〇時に行っていますのでその日時にご来院ください・駐車場で待機しておいて

ください」

などと、事前にある程度スクリーニングすることもできます。

③電子署名でワクチン同意書や、検査同意書をWEBで管理
WEB問診によっては、患者さんの電子署名に対応している問診もあります。その場合、

インフルエンザや新型コロナウイルスのワクチンなどの問診をWEB問診で作成し、患者

さんは電子署名をすることで、電子的に管理することができます。

３）感染症対策としてのWEB問診活用法

問診回答結果に応じて、お知らせを表
示

電子署名機能



3.   WEB問診の運用パターン

WEB問診は

1. 患者がWEB問診に記入できるか否か

2. 医療機関が電子カルテを使ってるか、紙カルテを使っているか

により、下記のように運用が変わります。

患者

医療機関

電子カルテ

紙カルテ

WEB問診

記入可

WEB問診記入

困難（ご高齢

者など）

ご自身のスマートフォ

ンでWEB問診で回答

WEB問診を記

入できる付き

添いがいる

完全ペーパー
レスで運用し
たい

付き添いの方が

WEB問診で回答

WEB問診を電子カルテに取り込む

（※取り込み方法はメーカーによ

り異なる）

WEB問診の回答結果を印刷して、

紙カルテとして利用

医療機関でタブレット

を用意し、スタッフが

代行入力

WEB問診を記入できる

人だけ、WEBで運用。

紙問診と併用。

yes

no

no

yes



4.  WEB問診の実施フローについて

（メルプを活用する場合）

ここでは、メルプを活用したWEB問診を実施する場合、患者と医療機関がそれぞれどの

様なフローでWEB問診を行うかを記載します。

患者が、来院前にWEB問診に回答する場合

1. 【患者】スマートフォンやパソコンからクリニックのHPにアクセスし、HPに掲載

されているWEB問診のボタンを選択します。

1. 【患者】チャット形式のWEB問診が始まるので、回答します。

1. 【患者】回答を終え、送信ボタンを選択すると、医療機関にWEB問診がその時点で

送信されます。あとは、通常通り、医療機関を受診します。

1. 【医療機関】医療機関の管理画面に問診記入済みの患者が一覧で表示されるので、

該当の患者名をクリックして詳細問診を確認します。

1. 【医療機関】該当の患者の電子カルテを開きます。WEB問診の管理画面から電子カ

ルテに問診を送信します。

1. 【医療機関】患者を診察室に案内します。



患者が、来院後に医療機関の待合室でWEB問診に回答する場合

1. 【医療機関】受付で、WEB問診にアクセスするQRコードを患者に提示します。

1. 【患者】提示されたQRコードを読み取り、WEB問診にアクセスし回答します。

1. 以下「患者が来院前にWEB問診に回答する場合」の #4 以降と同様



5.  WEB問診活用の患者比率を高める施策

（メルプを活用する場合）

ここでは、メルプを活用したWEB問診を実施する場合、より多くの患者にWEB問診をご

利用いただくための段階的施策を記載します。

【第一段階】院内にメルプを存在させる

まずは、直来の新患を対象として1日数人程度で始める。

スタッフがメルプの操作に慣れてもらうことを目標にする。

【第二段階】メルプ患者比率を高める

新患、初診のみでOK。

来院前のWEB問診記入を促す（HPにWEB問診バナー設置、予約システムとの連動）。

初診患者の6, 7割がWEB問診記入するようになる。

【第三段階】取りきる

再診患者もターゲットにする。

WEB問診の記入が難しい患者さんの場合は、スタッフが入力代行する。

【第四段階】疾患説明する

問診の回答状況に応じて、疾患の説明を問診段階で行う（お知らせ配信機能の活用）。



6.  導入事例：内科・循環器内科・呼吸器内科

“WEB問診を導入したことで、来院

前問診から感染症など疾患を予想

でき、印刷や紙管理の手間が減り、

紙問診票を回すことによる感染リ

スクを抑えられたことが良かった

です”

はかたみち耳鼻咽喉科

院長 宮地英明彰先生

福岡県久留米市

ーメルプを導入しようと思ったきっかけを教えていただけますでしょうか。
友人の耳鼻科の先生から、WEBで決済ができる問診システムがあることを聞いたことがき

っかけです。今年4月から電話診療の際PayPalを用いて決済をしていましたので、問診の

中に決済を組み込めたら便利だと思いました。

また、新型コロナウイルスの感染リスクの懸念から紙問診をなくしたいという思いもあり

ました。WEBで事前に患者さんの情報を知ることができたら良いと感じていました。

ーメルプのデモを受けてどのように感じましたか？
わかりやすいサービスだと感じました。担当の方もこちらの質問にすぐに答えていただい

たので、疑問点も解消されてよかったです。

ーどのようなWEB問診の運用をされていますか？
全ての人にWEB問診を入れてもらうようにしています。熱やのどの痛みなど、コロナの可

能性を疑う症状がある場合は、車で待機していただいています。

当院では別で用意している入口がありますので、コロナ疑いの方は別の入口から入ってい

ただき、感染リスクが広がらないように配慮しています。

ーなるほどですね。ちなみに、耳鼻科ですとご高齢の方も多いと思いますが、

どのように対応されていらっしゃいますか？
ご高齢の方の半分程度は、ご家族が付き添いでいらっしゃいますので、その場合にはご家

族に入力していただいています。そうでない方の場合には、スタッフが横で症状を聞きな

がら入力しています。

全員ではないですが70代の方でもご自身でWEB問診を入力できる方がいらっしゃいました。

意外と入力は簡単なようですね。



ーご作成された問診を拝見しますと、かなり細かく作成されている印象です

が、こだわられたポイントを教えていただけますでしょうか？
アレルギー性鼻炎や音声障害や耳鳴りなどは、診療ガイドラインに書いてあるような問診

項目をできるだけ活用して問診を作成しています。

学会発表の準備をする際に、問診の段階で聞き逃した項目がないようにするためですね。

ーなるほどですね。学会発表も見据えて問診を作成されていらっしゃるので

すね。

ー実際にメルプを使ってみて使い勝手はいかがでしたか？
紙が無くなった点がよかったです。

今までは、のど症状や嚥下障害など、症状ごとに紙問診票を用意していました。患者さん

が記入した紙問診票をスキャンして、RS _Baseという医療用の画像ファイリングシステ

ムに入れていました。

WEB問診を導入したことで、印刷や紙管理の手間が減り、紙問診票を回すことによる感染

リスクを抑えられたことが良かったです。

あとは、医院のロゴを問診のトップ画面に入れられたり、チャットのアイコンも変えられ

たりと自由度が高い点が良いです。WEB問診を詳細にしているからか外来が早くなり、チ

ャットアイコンを私の顔写真にしているからか、患者さんも医師に自分の症状を十分伝え

られた感じがあるようです。



6.  導入事例：在宅診療・内科

“往診もWEB問診を使ってスマ

ホ1つで済み、そのまま電子カル

テに取り込めるので、とても楽

になりました。”

ー実際に、メルプのデモを受けてどのように感じましたか？
データが瞬く間にカルテに吸い込まれていったので、みんなで腰抜かすほどビックリしま

した。あれが一番の決め手でしたね。すごいと思いました。

ー実際に使い始めてみて、使い勝手はどうでしたか？
事務さんにも、昨日聞いてみたのですが、事前にカルテの情報が分かるので、こちらが入

力に手間取ることがないですし、どういう理由で来院されるかが一目瞭然なので良いとの

ことでした。

前は看護師が問診票を手入力でやっていたのが、一挙になくなったので、看護師が本来の

業務に注力できるのでとても評判がいいですね。

ーどのようなWEB問診の運用をされていますか？
使える40,50代の方々には、全部家で問診に記入していただくよう伝えています。

ご高齢の方は、なかなかタブレットも慣れていないですし、慢性疾患の方も多いので、タ

ブレットを貸し出してWEB問診に記入してもらうことはやっていないです。

やはり、一番よく使われるのは20代ですね。20代の人達は、家で気軽に問診票に記入でき

るのですごく良いと言ってくれてますね。

ー直接患者様からフィードバックをいただくこともあるのですか。
診察前前に「WEB問診票ってどう？」と何人かに聞いているのですけれども、20代の方は

特に「ここに来て、また問診票を紙に書くのは嫌だ」と言うんですよ。

WEB問診票だと家で気楽にできるのですごくいいと、高い評価をもらっています。

樹のはなクリニック

奈良岡 美惠子院長

東京都世田谷区



ーなるほどですね。使ってみて良かった点を教えていただけますでしょう

か？
一番良かったのは、コロナの問診票ですね。

ちょうどコロナの問診票を作成した翌日に、コロナ第１号が問診利用者で出たのですよ。

あまりにもタイムリーでしたので、本当に驚きましたね。

患者さんも、コロナにはかかってしまいましたが、早く分かってよかったと非常に喜んで

いました。

コロナの検査で、PCRを受けたいという人もいます。世田谷区はPCRセンターを持ってい

るので、受けることができるんですね。

当院では順番取りの予約を使っていますので、そこでコロナPCR希望と書いてあると、す

ぐに問診票を見ます。

患者さんと私が話してる間に、事務が予約を取ったりして、分業してどんどん話を進める

ことできます。

紙の場合、このようなことは出来ないので、本当に助かっています。

今は、こういう時代なので、ペーパーレスにしないとダメだと思います。情報を早くキャ

ッチすれば、その分、待ち時間もないわけですから。

ーありがとうございます。最後に、全体を通して、伝え忘れたことなどあり

ましたらお願いします。

あまり改善点は思い浮かばないですが、やはり、もっと広めて頂いて、待合室に人がたま

らないとか、患者さんが何の目的で来院されるるかを、事前に分かるとお互いに良いです

よね。

患者さんも目的があって来院されますが、クリニックへ来て初めてわかるのではなくて、

より早く普及させて、色々なことがスピーディに対処できることを期待しています。



6.  導入事例：内科・小児科・消化器内科

“問診で聞きたいことはメルプで

事前に聞けるので、最初から診

察に入れるようになり、スムー

ズな診察ができるようになりま

した。”

いちょう並木クリニックは、長野県諏訪市にある内科・消化器内科・小児科のクリニック

です。病気になっていない方々がこれから病気にならないよう予防、早期発見にも力を入

れていらっしゃいます。

メルプWEB問診を導入された背景や独自の活用方法について、院長の小松先生にお話を伺

いました。

ーメルプを導入しようと思ったきっかけを教えていただけますか？
新型コロナウイルスですね。患者さんに、特に風邪の人に手書きの問診を記入してもらう

ことは、問診票の受け渡しの点で感染のリスクになりますのでWEB問診を検討し始めまし

た。

もともと所属していた医局の先輩が先にメルプを導入されていて、このサービスを導入し

て便利だということで紹介してくださったので、使ってみようかと思い問い合わせさせて

いただきました。

ーメルプのデモを受けた時、どのように感じましたか？
すごい便利でビックリしました。こうしたサービスがあったらいいなと以前から思ってい

ましたが、実際にここまで完成されたサービスがあったことに感心しました。

特に、医療用語の変換機能が良かったですね。患者さんには分かりやすい表現（咳がちょ

っと・まぁまぁ）など問診画面では患者さんにとってわかりやすい選択肢を表示しつつ、

医師側には医療用語に変換して表示（咳嗽軽度・中等度など）できる点が良かったです。

患者さんの回答内容をそのままカルテに転記すると、カルテには残せない内容になってし

まう場合もありますので、メルプだとそのまま医療用語としてカルテに翻訳して貼り付け

がことができる点が非常に画期的だと思いました。

また、長野県が当時は医療のオンラインシステムにまつわる導入に対する補助金を行って

いて、メルプも補助金の対象になりましたので、ちょうどタイミングが重なったのも導入

の後押しになりました。

いちょう並木クリニック

小松信俊院長

長野県諏訪市

http://ityou-nc.com/


ーありがとうございます。実際に問診を作成されるのは大変ではなかったで

すか？
確かに、パソコンをある程度使える方でないと自院に最適化した問診ツリーの作成は大変

かもしれませんね。ただ、普段から電子カルテを使ったりある程度パソコンの操作に慣れ

ている先生ですと、自分が使いやすいように問診をカスタマイズできるので、大変よくで

きたシステムだと思います。

ーどのようなメルプの運用をされていますか？
最初は、風邪の人だけにメルプを使ってもらいました。そこで、問診ツリーの作り方のノ

ウハウを私自身勉強して、徐々に問診ツリーの効果的な作成方法にも慣れてきました。そ

の後、風邪以外の一般内科問診や健診問診にも広げていきました。

事務の方も今まで手書きの問診票を電子カルテに手入力していた分が、メルプだと電子カ

ルテに貼り付けるだけでよくなったので、事務からも好評でした。

例えば、患者さんの住所や、読めないような難しい名前の場合も、メルプを使えばそのま

ま電子カルテに貼り付けられますので明らかに楽ですね。

私は当初、このWEB問診は若い世代しか使えないのではと思っていたのですが、50〜60

代、場合によっては70代の方もメルプを使って問診回答してくれる点に驚きました。

紙ベースの問診票の場合、紙とボールペンを渡して回収してまた次の人に渡すという点で、

感染リスクの観点から患者さんも嫌がる場合がありますので、自分のスマホでWEB問診を

入力するのは今の時代、お互いにとってメリットの高い方法ですね。

今では、風邪だけではなくほとんど全ての来院患者がWEB問診になりました。スマホが使

えない方や特にご高齢の方は紙の問診票を書いてもらう場合は今でもありますが、逆に、

紙の問診票が診察室に回ってくると、久しぶりに紙の問診票見たなという感じです。

ーなるほどですね。メルプのよかった点を教えていただけますでしょうか？
一番良かった点は、1人1人の患者さんの診察時間が短くなったことですね。今までは、例

えば咳に関する詳しい質問は、事務・看護師・医師の誰かが口頭で確認しその内容を電子

カルテに記入していたのですが、メルプでは自分が欲しい情報が事前に電子カルテに入っ

ていますので、いきなり診察から入れるようになりました。

患者さんも、WEB問診の「医師への希望内容」の欄に、行って欲しい検査や薬の希望など

を事前に記入してくださいますので、今までは診察室で「他にご希望の検査はあります

か？」と毎回患者さんに逐一伺う必要がなくなりました。



6.  導入事例：小児科

“患者さんに質問する言葉づかい

を自分で作れて、その情報を医

師に表示する文言も自由に作れ

る点がとても良かったです。”

吉永小児科医院は、福岡県久留米市にある小児科医院です。予防接種、乳幼児健診、病気

の診療、各種相談にも応じています。メルプWEB問診を導入された背景や独自の活用方法

について、院長の吉永先生にお話を伺いました。

ーメルプを導入しようと思ったきっかけを教えていただけますか？
当院ではWINE STYLEというMacの電子カルテを導入していて、受付で紙問診をとってい

ました。小児科は発熱患者が多いのですが、発熱の発症時期や最高体温をお母さん達が思

い出すのに時間がかかる時がありましたので、問診を事前に終わらせてから診察室に入っ

ていただきたいと思っていました。

さらに、スタッフが紙問診を私の机に置いて、私は紙問診を見ながら、患者さんとやりと

りをしてその内容を電子カルテに記入していました。この入力作業が手間ですので、事前

に電子カルテに内容が入っていると、お母さん達と話すだけで済むので、電子問診票を考

え始めました。

実はその時、ワクチンノートという予防接種を管理するノートを、知り合いのパソコン業

者とタイアップして開発していて、問診システムに関してもファイルメーカーなどを使っ

て作れないかと検討していました。

その時にメルプに出会って、私が考えていた構想に近いですし、何より料金が安かったの

と、当時は補助金もありましたので導入しました。

ーメルプのデモを受けた時、どのように感じましたか？
とても簡単に問診を作れそうだと感じました。

料金も非常に安価ですし、導入しやすいと感じましたが、その分、自分で設定する部分が

増えるのかなと思いましたが、今はリモートの時代で安価にサービスを提供されているの

で当然のことかなと思いましたので、楽しみに飛びつきました。

吉永小児科医院

吉永陽一郎院長

福岡県久留米市

https://yoshinaga-syonika.com/


ー実際に問診を作成されるのは大変ではなかったですか？
ファイルメーカーで自分の研究のデータをまとめるプロセスを使ったり、Macを30年以上

使ったりしていますので、そういう意味では問診の作成が楽しみでした。

自分が患者さんに聞きたい順に、質問を並び替えられるのがよかったです。患者さんに質

問する言葉づかいを自分で作れて、その情報を医師に表示する文言も自由に作れる点もと

てもよかったです。

まるで、研修医に患者さんの対応の時の言葉づかいを教えながら、カンファレンスで医療

用語でしっかり医師に説明することを、同時に自分なりに構築していくのが楽しみでした

ね。

ー実際に導入して、メルプのよかった点を教えていただけますでしょうか？
WEBで問診結果をコピーして、電子カルテに貼り付けられる点が、汎用性が高くよかった

です。

最初、電子カルテや問診システムは、患者さんと話をする機会が減るのではないかという

心配があったのですが、むしろメルプで事前に問診を入れていただくことで、問診入力の

手作業が減ったことで、患者さんの方を見て診察する時間が増えたと思います。

あとは、ラベル機能が便利でした。小児の場合は、解熱剤が必要な人、必要でない人とに

分かれます。解熱剤が必要な人は、さらに坐剤・錠剤・粉薬・水薬など患者の希望によっ

て分かれるのですが、ラベル機能を使うと私がどのタイプの解熱剤を出したか確認するの

に、受付はわざわざ電子カルテを開かなくても良いので、受付にとって楽ですね。

メルプラベル機能



ーメルプの改善点を教えていただけますでしょうか？
ブラウザで、患者さんを指定した後、「コピーして送信済みにする」というボタンと「一

覧に戻る」というボタンがあります。それぞれ大事なのですが、ひとつになったボタン

「コピーして送信済みにして一覧に戻る」もあると助かります。毎回問診送信後に、患者

一覧画面に戻らない事は無いので、ワンクリックで済むと楽ですね。

あとは、問診を電子カルテにコピペする時のフォントサイズを変更できると良いです。メ

ルプの問題なのか、ブラウザの問題なのか、電子カルテの問題なのかが分かりませんが、

毎回電子カルテに貼り付けた後にフォントを大きくしていますので、その手間が減ると良

いです。

ーなるほどですね。こちら開発対応させていただきます。

ー現在は、どのようにWEB問診を運用されていますか？
7,8割はWEB問診を利用しています。

小児科は、患者さんと一緒に、若い家族（お母様やお父様）が来院されますので、他の診

療科と比較してWEB問診の相性が良いと思います。

ー独自に工夫されていることがあれば教えてください。
最近コロナが流行していますので、コロナが心配な人向けの問診を作成しています。

患者さんは車で待機していただいて、医師が出向いて車の窓越しにPCRの検査をすること

もあります。その時に、車の車種やナンバー、携帯番号、保険証、子どもの場合は乳児医

療症をメルプに事前に飛ばしていただくことで、クリニックに入っていただかずにやり取

りができる点が良かったです。



6.  導入事例：内科・腎臓内科・糖尿病内科・呼吸器

内科・アレルギー科

“コロナ対策として、発熱の

方が事前にわかる点が良かっ

たです。”

あいおいクリニックは、群馬県藤岡市にある内科・腎臓内科・糖尿病内科・呼吸器内科・

アレルギー科のクリニックです。かかりつけクリニックとして治療を行うことに加え、健

康診断、予防接種を行い、患者さんの健康を見守っています。

メルプWEB問診を導入された背景や独自の活用方法について、高木先生にお話を伺いまし

た。

ーメルプを導入しようと思ったきっかけを教えていただけますか？
コロナのトリアージ目的がきっかけですね。

コロナが流行して、発熱の患者さんが来院されてから待合室で問診を記入されることが感

染リスクの観点から心配でした。はじめは、電話でお話を伺って、その内容をスタッフが

紙に書いてから電子カルテに入力することをしていたのですが、WEB問診があることを知

って、事前に患者さんの問診入力をもとにトリアージができることを知り検討しました。

ーメルプのデモを受けた時、どのように感じましたか？
自分で問診をいろいろと設定できる点が良いと感じました。

開発者が医師ということもあり、自分が患者さんに聞きたい部分を聞きやすくしてくれる

サービスだと感じました。

ー実際に問診を作成されるのは大変ではなかったですか？

そうですね。でも、面白かったです。

このように質問したら、このような回答が返ってくるかなということを想定しながら問診

を作成するのは、結構楽しかったです。割と、自分の好みどおりに作りやすい点が良かっ

たです。

あいおいクリニック

高木智恵子院長

群馬県藤岡市

https://fujioka-aioi-clinic.jp/


ー問診を拝見したところ、スタッフ問診やラベル機能もご活用いただき、か

なり作り込まれているという印象を受けました。
そうですね。そうした機能も使わせていただいています。

ー実際に導入して、メルプのよかった点を教えていただけますでしょうか？
発熱の方が事前にわかる点が良かったです。

他には、喘息の状態を評価するのにACTという質問票があるのですが、メルプのスコアリ

ング機能を使うと、スコアも自動で表示される点が便利でした。

ーありがとうございます。メルプの改善点を教えていただけますか？
患者さんが問診の度に毎回、名前や生年月日を入力しなければいけない点が面倒だという

印象がありました。

ーこちらですが、実はちょうど本日患者向けのアプリをリリースしまして、

こちらをご利用いただきますと、患者さんは毎回個人情報を入力しなくて済

むようになります。
ありがとうございます。ぜひ、使ってみたいと思います。

ー現在は、どのようにWEB問診を運用されていますか？紙問診も併用してい

ますか？
たまに携帯をお持ちでない方は紙問診ですが、携帯をお持ちの方は、全員WEB問診に記入

いただいています。

当院では予約システムを導入していますので、患者さんはホームページを見て、予約して

そのままWEB問診に記入するという流れです。

ー本日は、お忙しいなかヒアリングを受けてくださり、ありがとうございま

した。



7.  よくあるご質問

Q.  高齢者など、スマートフォンを持っていない方の場合には、どのように運用すればよ

いですか？

クリニックでタブレット端末を1つご用意いただく、フィーチャー・フォン（ガラケー）

をお持ちの方の場合にはご自身のガラケーから入力いただく、スマホ持っていない方には

紙問診にするなどの運用があります。

医療機関のスタッフがタブレットを患者さんのところに持っていってヒアリングしながら

代行入力する場合、次第にご高齢の方も操作に慣れてきて、自分で家からWEB問診を入力

していただけるようになったケースもあります。

https://monshin.melp.life/case/case5.html

Q. 予約システムとの連携も可能ですか？

基本的にはどのメーカーでも、WEB問診はリンクをクリックしてアクセスできますので、

予約システム側が、予約完了画面にWEB問診のリンクを添えていただけますと、WEB問

診との連携が可能です。

API連携に関しては、各WEB問診メーカーごとに、連携している予約システムが異なりま

すので、個別でお問い合わせください。

Q. WEB問診はずっと保存されるのでしょうか？

基本的にはどのメーカーでも「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準

拠し、最低5年間保存しています。

Q. セキュリティに関して懸念がありますが、大丈夫でしょうか？

基本的にはどのメーカーでも、「医療機関向け3省2ガイドライン」に準拠し、システム管

理しています。

https://monshin.melp.life/case/case5.html


現在、無料体験を実施しています。

メルプにご興味のある方は、

こちらからお問い合わせください。

電話：050-1751-1309

E-mail：support@flixy.co

mailto:support@flixy.co

