


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

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。

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。

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。

耳鼻科は、症状が「耳・鼻・のど・全身」と部位ごとに多岐にわたるので、WEB問診と相

性が良いです。中耳炎をはじめ、お子さん連れの親御さんなど若い層の受診も多い点もプ

ラスです。

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。

３）感染症対策



４）耳鼻咽喉科でのWEB問診活用方法

①収益増加（アレルギー検査・舌下免疫療法）
アレルギー検査・舌下免疫療法などをより患者さんに受けていただきたい場合、花粉症の

問診を上位の階層に表示して、アレルギー検査・舌下免疫療法の希望の質問を表示するこ

とで、より多くの患者様に検査や治療を受けていただくことができます。

②部位ごとに分けた問診の作成
WEB問診の中には、クリニックの方で問診を自由にカスタマイズできるものもあります。

耳鼻咽喉科は、耳・鼻・のど・口・全身と部位をまず聞いて、その次に主訴を選択する場

合が多いので、構造的に問診を作成されたい場合にはWEB問診と相性が良いです。

③定型診察の自動化
例えば、花粉症など定期診察に関して、患者さんより希望薬（内服、点眼薬・点鼻薬の有

無）・処方希望日数など細かく質問することで、定期診察に必要な項目を事前に取得し、

診察をある程度自動化することができます。

④患者お知らせ配信機能の活用
WEB問診の中には、問診の回答に応じて、患者さんに事前にお知らせを送ることができる

ものもあります。睡眠時無呼吸症候群や舌下免疫療法など、疾患に応じて必要な検査や治

療の説明を事前に行うことで、診察室で0から説明する時間が省け、スムーズな診察を行

うことができます。

アレルギー検査・舌下免疫療法問診作成例（坂井耳鼻咽喉科）



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：耳鼻咽喉科

“あんなに問診で人と時間が取ら

れていたのが嘘のようで、スタ

ッフみんな喜んでいます”

せごえ耳鼻咽喉科

瀬越昌弘院長

愛媛県松山市

せごえ耳鼻咽喉科は愛媛県松山市にある耳鼻科のクリニックです。1993年より、中耳炎、

難聴、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、花粉症、咽頭炎などの「耳・鼻・のどの病気」の診

療を行っています。

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、院長の瀬越昌弘先生にお話

を伺いました。

メルプ導入のきっかけは、受付事務の業務の簡素化
耳鼻科開業24年目にして電子カルテの導入に踏み切りました。

最大の理由は受付事務の業務の簡素化です。

レセコンで名前やIDを検索して紙カルテを出し、日付のハンコを押し、診察が終われば検

査や処置、点滴などをレセコンに入力し、検査結果を貼り付け、また名前順にカルテ棚に

しまい込む。などなど非常に煩雑で時間のかかる業務をなくしたかったからです。また

日々の時間外、また月末はレセプトで遅くまで残り、流石に労働時間が多すぎて申し訳な

くなりました。

導入に当たってもう一点改善したいことがありました。問診に時間と人手を取られること

です。

当院の場合、看護師が待合室で患者さんから話を伺っていましたが、話し出すと止まらな

い人や要領を得ない人も多く、また内服薬を本で調べてコピーした処方箋に書き込むなど

非常に手間がかかっていました。

その時に出会ったのがメルプのWEB問診です。

実際に自分のスマホでサクサク動く問診を見た時には感動し、これぞ求めていた姿だと大

げさではなく驚愕でした。

https://www.segoe-ent.com/


実際に稼働して驚いたのは、患者さんがほとんど抵抗なくスマホで問診を送っ

てくれること

運営していく上での一番肝心なのは問診の作り方です。

試行錯誤しながら、どの程度聞き込んだらいいのか、不必要なものは何か、電子カルテ上で

煩雑に見えないためにはどうしたら良いかなど、一つ一つ考えながら作っていく作業は、大

変でもあり、また楽しい時間でもありました。

実際に稼働して驚いたのは、患者さんがほとんど抵抗なくスマホで問診を送ってくれること

です。

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。

漫然と、「どうしました？」と聞くよりも、例えばめまいであれば、いつからどのような、

という風な問診を作っておけば時間も短くすみますし、あとは診察しながら必要なことを聞

き出していくだけですみます。

初診の場合は症状を色々選択できるようにしましたが、再診の場合は思い切って自由に書く

ところだけにして見ました。

前もってクラークが問診をチェックして、足りない場合は看護師が聞きにいくことで十分対

応できています。

問診を自由にカスタマイズできる点が便利
私が一番気に入っている機能は、問診を文章表示にすることができることです。

「いつから」「どちらの耳が痛いですか？」という質問であれば、患者さんが打ち込むのは

「昨日」「右耳」だけですが、これが「昨日から右耳が痛い」と表記でき、カルテ上もわか

りやすくなります。

また、患者さんからの反応で納得したのは、

「今までのように待合室で問診を聞く場合には何で病院に来たかを周りの人に聞かれていた。

WEB問診を導入してプライバシーが保たれるようになった。」という嬉しい驚きの反応でし

た。

最初はわからないことだらけでしたが、フォローも充実しており、質問にはすぐに返事が来

ますし、また改善点を提案すると驚くほど迅速に対応してくれます。

あんなに問診で人と時間が取られていたのが嘘のようでスタッフみんな喜んでいます。

画期的なシステムであり、また今後も発展性があると思うので、私もできるだけ協力して、

更に素晴らしいWEB問診になっていけばいいなと思います。



以下、看護師へのヒアリング

ー高齢者の方は全体のどのくらい来院されていますか？
全体の30-40%くらいです。そのうちの半分くらいは、WEB問診を自分で記入は難しいので、

私達（看護師）が付き添って行なっています。

ーWEB問診を自分で入力可能かどうかの確認はどのように行なっています

か？
まずは、見た目で判断して、難しそうだなと感じた方には「スマホを持っていますか？」と

聞いています。

スマホを持っていない方には、私達が患者さんに問診しながらiPadに入力していきますね。

ー確認の手間はどうですか？紙問診票の場合には確認作業が発生していなかっ

たと思うのですが。
想定していたほどの負担はありませんでした。「スマホを持っていますか？」と尋ねること

に関して嫌がる方もほとんどいません。聞いてすぐ返事をもらえるので手間ではないですね。

ーやはり、WEB問診を入力可能かどうかは年齢によりますか？
実は、そうでもないです。40代の方でも「WEB問診はちょっと。。」という方もいますし、

逆に70代以上の方でもWEB問診にスムーズに答えていらっしゃる方もいます。

ー看護師の方が付き添って入力する場合、他のオペレーションが滞ることはな

いですか？
当院では、時間帯で区切って私達が業務をローテーションしています。

例えば9-10時は、AさんはWEB問診の付き添い担当、Bさんは検査担当などといった感じで

す。まれに、WEB問診を自分で記入できない方が一気に重なることがありますが、その場

合にはお待ちいただいて、私達の中でWEB問診担当の1人が順に対応しています。この運用

方法で現在はうまく回っています。

ーなるほどですね。実際に紙問診からWEB問診に切り替えて、業務負担はど

うですか？
楽になりましたね。今までは全員紙問診票でしたが、ほぼ8,9割の方は自分のスマホで入力し

てくださいますので、私達が付き添う場合を加味しても以前よりは、かなり業務負担は軽減

されました。実際に稼働して驚いたのは、患者さんがほとんど抵抗なくスマホで問診を送っ

てくれることです。

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。



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：耳鼻咽喉科

“ユーザー側で問診を自由に

カスタマイズできる点がよか

ったです。”

いわもと耳鼻咽喉科

通山事務長

鹿児島県鹿屋市

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か？
新型コロナウイルスの感染症対策がきっかけです。

当院は耳鼻咽喉科でして、発熱・味覚臭覚の異常でコロナ疑いを心配される患者様が来院

されることもありますので、感染リスクを少しでも下げる環境を作り、患者さんに安心し

て来院していただきたいと考えました。

今までは、紙とボールペンを渡して、患者さんに待合室でご記入いただいていましたが、

自宅で書いていただけたらと思い、ネットでWEB問診を検索し数社比較してメルプを採用

しました。

ーデモを受けられた時、どのように感じましたか？
非常に面白いサービスだと感じました。

1つ目は、医師と会話しているようにチャット形式で問診が進む点ですね。もう1つが、ユ

ーザー側で問診を自由にカスタマイズできる点が良いと思いました。

最終的には、もう1社とどちらにしようか悩んだのですが、問診は作成して終わりではな

く、運用しながら改善していく点が出てくるはずなので、ユーザー側で問診修正ができる

メルプが良いという結論になりました。

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？
その点に関しては、実は私が前職でシステムエンジニアをしていまして、まさにメルプの

ようなユーザー側でカスタマイズしていくサービスを開発・提供していましたので、問診

作成はそこまで大変ではなかったです。むしろ、楽しく取り組めました。

最初にいただきました、せごえ耳鼻咽喉科様の問診をもとに当院用にたたき台を作成し、

院長がツリー構図の見直しや質問の重複を避けるような手直しをし、このプロセスを数回

繰り返しながら作成していきました。2週間ほど準備して運用開始できました。



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？
シンプルで良いですね。

当院ではクラウド型の電子カルテを使っていまして、問診と患者IDを介してシームレスに

連携できるのが理想ではあります。ただ、患者さんの問診結果に、看護師がヒアリング内

容を付け加える場合もありますので、コピペで電子カルテに貼り付けられるのはシンプル

ですね。

ーありがとうございます。現在どのような運用をされていますか？
大体、7-8割がWEB問診、残りの2割が紙問診という感じですね。

本当は全員WEB問診にしたいのですが、当院では、ご高齢の方が多く、1日多い時で180

名前後と数多く来院されます。WEB問診が不慣れな方全員にスタッフが付き添って記入と

なると現状のオペレーションでは難しく、2割程度は紙問診のままですね。

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？
チャット形式の問診が患者さんから評判が良いようです。

WEB問診を入力された患者さんに、看護師が「入力どうでしたか？」と聞いているのです

が、患者さんからの反応は良いとのことです。

やはり、ドクターの顔が出ているので先生と話をしている感じになるのと、自分で自由入

力で書くとなるとどのように伝えたら良いかわからず書きづらい部分が、選択式だと選ぶ

だけなので伝えやすいのだと思います。

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でしょう

か？
いくつかありまして、1つ目は問診終了時の患者側の問診確認画面があると良いですね。

2つ目は、問診作成のプレビュー機能ですね。

現状は、問診を公開しないと患者側の問診動作を確認できませんので、プレビュー機能が

あると良いと思います。

ーありがとうございます。いただきました改善点は他の医院様からも数多く

お問い合わせいただいている内容でした、随時開発して対応してまいります。

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。



6.  導入事例：耳鼻咽喉科

“患者さんも自分の症状を伝

えられたという安心感が生じ

ています。”

新田耳鼻咽喉科

院長 新田健太郎先生

神奈川県横浜市

新田耳鼻咽喉科は神奈川県横浜市にある耳鼻科のクリニックです。

サービスリリース直後で、メルプWEB問診がまだ2件しか導入されていなかった時期（2018

年4月）の初期の導入医院でして、新田先生がメルプをその場で契約し翌日から運用開始して

いただいたことで今のメルプWEB問診が続いていると言っても過言ではありません。

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、院長の新田先生にお話を伺い

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？
問診サービスを検索していて、メルプWEB問診が引っかかりました。便利そうだと感じて、

ホームページから問い合わせしました。

ー実際にデモを受けられていかがでしたか？
すぐ導入しようと思い、その場でクレジットで決済をして電子カルテ連携の設定まで行いま

した。

ホームページは自分で作成していましたので、その日のうちにWEB問診のボタンを貼り、翌

日から運用開始しました。

ー導入してのご感想をお聞かせください
当院は1日120名近くの患者様が来院されますが、6-7割の方が使ってくれています。再診の方

も症状の変化を入力できるので診察前の業務効率化につながっています。また問診用紙の使

用に伴う業務も大幅にへり事務方にも好評です。

患者さまも、医師の前だと緊張してなかなか話せない、言い忘れてしまうという方がいまし

たが事前にチャットでの質問に答えていただくことで、自分の症状を伝えられたという安心

感が生じるみたいで、患者さまからの評判も良いです。

http://nittaent.com/


6.  導入事例：耳鼻咽喉科

“メルプで患者さんの本音を聞

き出すことができるようになっ

た点が、とてもよかったです。

坂井耳鼻咽喉科

院長 坂井邦充先生

愛知県春日井市

坂井耳鼻咽喉科は、愛知県春日井市にある耳鼻咽喉科のクリニックです。耳・鼻・のどの病

気（風邪を含む）を中心に、赤ちゃんから高齢者まで幅広く対応されています。

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、坂井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？
プライバシーへの配慮がきっかけです。

看護師が、中待合室や待合室で患者さんに聞き取りしながら問診をとっている際に、快く答

えてくださる患者さんもいらっしゃれば、プライバシーの観点から他の患者さんに聞かれた

くないと嫌がる患者さんもいらっしゃいました。ちょうど、WEB問診が世の中に出てきた頃

でしたので、興味を持ってアプローチしました。

あと、看護師の問診業務を減らしたいという思いもありました。

ーメルプのデモを受けた時、どのように感じましたか？
実は、もう一社、事前にデモを受けていました。

メルプは、LINE風のチャット形式のインターフェースで、患者さんにも抵抗感がなさそうな

点がよかったです。スタッフからも高評価でした。

医師が直接開発されている点にも親しみを覚えました。

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？
当時、私が導入した際は、まだあまり問診マーケットにテンプレートが用意されておらず、

当院の問診は私の方で作りましたので大変でした。

ただ、たまたまコロナ禍で時間がありましたので、自分で試行錯誤しながら、元の紙問診を

ベースに作成しました。

https://www.sakai-jibika.jp/


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？
患者さんの本音がより聞きだせるようになった点がよかったです。

紙の問診票でも、医師への希望欄を用意しているのですが、記入スペースが小さいのと、

新患の方のみに記入いただいていました。ですので、患者さんが本当に伝えたいことを十

分に記入できていなかったと思います。

メルプ問診だと、医師への希望欄に、10行近く記入される患者さんもいらっしゃいまして、

その場合でもこちらで患者さんの希望や要望を受け入れられますので、患者さんの本音を

聞き出すことができた点がとてもよかったと思います。

ーなるほどですね。具体的にどのような希望を記入されるのでしょうか？
前回の薬から変えてほしいとか、もっと良い治療法はありますかとか、もっと早く他の病

院へ紹介してほしいなどといった、診察室で面と向かって伝えにくいことですね。

あとは、問診管理画面で問診をいつでも修正できますので、スタッフからこの質問を修正

してほしいなど言われた際にすぐに微修正できる点が良いです。

ーメルプの改善点を教えていただけますでしょうか？
導入当初、予約システムのテルミーiとメルプとの連携がうまくいかずに大変でした。今は

解消されていますが。他には、問診を1つずつコピーして移動することはできますが、複

数の問診をまとめて他の場所にコピーすることができませんので、対応いただけたらと思

います。

ーありがとうございます。複数問診一括コピーに対しては今後の開発で対応

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？
当院では、アイアコスのテルミーiを使っていて、予約の後、そのままWEB問診に回答し

ていただいています。

ー独自に工夫されていることがあれば教えてください。
スギやダニの舌下免疫療法に注力したかったので、花粉症だけの問診ツリーを作成しまし

た。その中で、アレルギー検査の希望の有無と、舌下免疫療法の希望の有無の質問を用意

したことで、多くの患者さんがアレルギー検査や舌下免疫療法を希望され受けていただけ

るようになりました。

当院の地区ですと、中学生まで医療費が無料ですので、アレルギー検査を希望される方が

結構多く、そのニーズを拾えたことは、患者さんにとっても当院にとっても良かったです。

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

