


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。



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。

そういう点では、小児科はWEB問診と非常に相性が良い診療科です。

家で親御さんが子供の目をかけながら、WEB問診を複数人記入できる点がよく、実際に導

入されている医院では9割以上の患者様が事前にWEB問診を送っていただいたりします。

また、子供の体調急変で急に病院受診の必要が出てきた場合に、親御さんが仕事で都合が

つかず祖父母の方が付き添って来院されるケースもあります。その場合に、祖父母の方は、

お孫さんの日々の生活状況がわからず問診を記入することが難しいですが、WEB問診だと

親御さんがお子さんの問診のみを入力し、お子さんの情報を送ることができます。

３）感染症対策



４）小児科でのWEB問診活用方法

①予約システムとの連携
小児科では他の診療科と比較して、予約システムを導入している医院様が多いと思います。

WEB問診の中には、予約システムとURL連携やID連携に対応しているものもありますので、

患者さんに、予約→問診→来院というスムーズな流れを提供できます。

③ワクチン電子署名機能
WEB問診の中には、電子署名に対応しているものもあります。

定期接種ワクチン・任意接種ワクチンなど小児科は特にワクチンの同意書が多いので、

WEB問診でペーパーレスに管理するメリットが活きる部分です。

③写真機能の活用
WEB問診の中には、写真送信機能に対応しているものもあります。

湿疹やおむつかぶれなど、皮膚症状に関しては事前に写真を撮って送っていただくことが

できます。

WEB問診例（マーガレットこどもクリニック）



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



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。



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：小児科

“診察時間が短縮された結果、患

者さんの待ち時間もすごく減っ

た点が良かったです。”

マーガレットこどもクリニック

田中純子院長

東京都渋谷区

マーガレットこどもクリニックは渋谷区初台にある小児科のクリニックです。WEBで24時

間予約ができ、予防接種、乳幼児健診、子育て相談、発達障害など幅広く小児診療に対応

しています。

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、院長の田中先生にお話を伺

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？
もともとナビタスクリニックの久住院長が知り合いでして、ナビタスクリニックでメルプ

を導入されているのを知ったことがきっかけです。

ナビタスクリニックはITの導入を積極的に行っていて、ナビタスで使われているシステム

は良いシステムが多かったので、メルプに興味を持ちました。

ーその前はWEB問診の導入を検討されたことはありましたか？
はい。実は開院前にWEB問診を導入しようと考えていまして、その時に1社デモを受けま

した。ただ、初期の金額が100万円以上でとても高かったのと、その会社の問診は院内で

のタブレット問診でしたが、担当の方より「iPadをそのまま患者さんに取られてしまうこ

とがあり、紐をつけて管理している医院もあります」と聞き、それだと導入しづらいと感

じました。

その１社しかWEB問診について聞かなかったのですが、WEB問診は高いものだと思って

しまいましたので、その後はあまりWEB問診は探さずにいました。

ーメルプのデモを受けてどのように感じましたか？
価格が安いので、導入できそうだと感じました。

また、自分たちでWEB問診を随時変更できる点が非常によかったです。

https://margaret-kodomo.jp/


ー実際にメルプを使い始めて使い勝手はいかがでしたか？
診察時間が短縮された結果、患者さんの待ち時間もすごく減った点が良かったと思います。

今までは患者さんの診察が終わって、次の患者さんを呼ぶ前にカルテに問診内容を転記す

る場合もありました。そうした時間が積み重なると患者さんの待ち時間がどうしても長く

なってしまうことがあったのですが、その時間がだいぶ減りました。

ーありがとうございます。改善点もありましたら教えてください。
患者さんからWEB問診の反応は正直今ひとつのように感じました。ただ、既往歴やアレル

ギーなどどうしても記入が必要な情報もありますので、患者さんには申し訳ないですが

WEB問診で全部記入いただくようにしています。

あとは、メルプでは問診の回答を一時保存しておく機能がないので、発達外来で成育歴を

聞くなど、長い問診の場合には一時中断・一時保存できたら良いと思います。

ーなるほどですね。こちら開発側と共有いたします。貴院では、弊社のOCR

サービスもご利用されていますが、こちらを導入されたきっかけを教えてい

ただけますか？

当院では、発達外来の問診を別でアンケートフォームに記入いただいているのですが、そ

の結果の問診画面を電子カルテに送りたいと思っていました。

NPO法人フローレンスと一緒に仕事をしておりまして、フローレンスの担当の方に相談し

ましたところ、メルプのHPを見て、OCR機能を使えるのではという話になりました。

無料で何枚かOCR機能を試すことができましたので、パソコンの結果画面にある問診内容

をOCRで文字認識して、電子カルテに飛ばしたところ、文字認識の精度もよく電子カルテ

にも取り込むことができましたので、導入しようと思いました。

紙の問診だけではなく、パソコンのスクリーン画面もそのままOCRで読み取れる点がよか

ったです。

ーありがとうございます。最後に一言ありましたお願いします。
良いサービスなので、他の医院さんにも広まってくれたらいいなと思います。

https://www.ocr.melp.life/


6.  導入事例：小児科

“私が聞きたい情報と患者さんや

保護者さんが伝えたい情報を事前

に直接提供してもらい、その希望

をふまえた診療を行うことができ

る点が一番気に入っています。”

やましろクリニックは、島根県松江市にある小児科クリニックです。病児保育の支援もし

ており、特に発達障害、夜尿症、乳児湿疹、海外渡航ワクチン対応を積極的に行っていま

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、院長の神田先生にお話を伺

いしました。

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？
以前から、事務の仕事が少しでも効率的になるようにということでWEB問診の導入を考え

ていました。複数の業者を見ながら検討していたのですが、小児科は感染症が多くどちら

かというとシンプルな症状の方が多いので、そのために毎回WEB問診を入力するのは患者

さんにとって手間かなと思い、見送っていました。

そんな中、関連施設の医師が導入して、WEB問診が良いということを聞いたのと、コロナ

の影響で利用者さんの不安もありますので、患者さんの待合室での待ち時間を減らして、

少しでも早く診察を終えて早く帰っていただくことが大事だと思い、メルプを導入しまし

た。

ーメルプのデモを受けた時、どのように感じましたか？
事前に丁寧に説明していただきましたし、使い始めてからも非常に使いやすく、自分の思

い通りに問診を変更できるので、とても便利だなというのが第一印象ですね。

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？
使い方がとても簡単なのと、問診マーケットという、非常に便利な皆さんの作成問診の集

合知のサービスがありましたので、コピーさせていただいたりして楽しみながら問診作成

できました。

やましろクリニック

神田貴行院長

島根県松江市

http://www.tsuwabuki.jp/yamashiro/clinic/
https://market.melp.life/inquiry_market


ー現在どのようなメルプの運用をされていますか？紙問診とWEB問診と併用

されていますか？
紙問診票は使っていないですね。

つい先日、クリニックの利用者さんにアンケートを行ったのですが、当院では患者さんの

保護者さんは30〜40代の女性が9割くらいになりますので、比較的スムーズにWEB問診を

受け入れていただけたようです。

実際利用者さんの9割くらいの方にWEB問診を使っていただいています。ご高齢の方でど

うしても記入できないとか、デバイスを持っていないという方も中にはいらっしゃいます

が。

ーなるほどですね。そうした患者さんの場合はどのように対応されていらっ

しゃるのでしょうか？
そうした方には、診察室に入っていただいて私が症状を聞きながら電子カルテに入力して

います。次からは、できればWEB問診の記入をお願いしますと案内しています。

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？
私が聞きたい情報と患者さんや保護者さんが伝えたい情報を事前に直接提供してもらうこ

とができ、その内容をふまえた診療ができる点が一番気に入っています。

小児科の場合患者さんと特にその保護者さんのニーズとずれた診療をしていると、患者さ

んと保護者さんの安心や満足につながりにくいのです。メルプのWEB問診に慣れてくると、

事前に気楽にいろいろと伝えたいことや聞きたいことを書いてくださる保護者さんもいま

す。その場合来院時にその情報をふまえて、診察室で実際に顔を見ながら丁寧に説明する

ことを心がけています。

他には、気になった時には忘れる前に自分で問診を変更できるのと、お問い合わせに関し

てもチャット対応できるのが便利ですね。お客様対応の方にも丁寧に対応していただいて

いますし、マニュアルもクラウドにあるので見たい時に参照できる点が良いです。

あと、当院では夜尿症や発達障害、海外渡航ワクチンなども積極的にやっていまして、大

体決まった質問パターンがありますので、紙で入力しなくても、事前にWEBで入力してい

ただける点も助かっています。

ー夜尿症の再診の問診も、がまん尿量の質問など詳しく問診をされていて、

従来は手書きでされていたのかなと思いますが、その部分も電子化された感

じでしょうか？
夜尿日記というのがありまして、日記に記入している内容を事前にWEBで記入いただくと、

データが既に入っていますので、スムーズに診察ができますね。



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？
改善点というよりは、こういうことができれば良いのではというアイデアになりますが、

メルプのCSV機能とファイルメーカーとで連携できたらと思っています。

私は問診データをCSV出力して病児保育の視診票（ファイルメーカーProデータ）に流し

込んで、使いたいと思っています。

ーなるほどですね。こちらファイルメーカーの仕様を見てみますね。

ー問診作成で工夫されていることがありましたら、教えてください。
比較的最近、発達障害のスコアリング問診を作成しました。「子どもの日常生活チェック

リストQCD」というものがありまして、質問数が多いのですが、メルプのスコアリング機

能を利用して問診を作成しました。

入力してもらうと、問診結果とともにスコアが自動で表示されるので、客観的な指標とし

て、また時系列で見られると今後の診察に参考になるかなと思っています。

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・小児科・整形外科

“診察前の聞き取りに関しては、

ほとんどの情報が事前に入って

くる点が良かったです。”

緑町診療所

稲熊良仁院長

北海道千歳市

緑町診療所は、北海道千歳市にある内科・小児科・整形外科のクリニックです。

発熱外来を設け、近隣の医療機関では診療できない発熱患者さんについてゾーニング（患者

区分け）した上で診療を積極的に行っています。また、災害対策診療所として、災害時に受

入可能な設計をつくられています。

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、院長の稲熊先生にお話を伺い

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？
実は、WEB問診に関してはメルプより前に、もう一社検討していました。

メルプの場合は、医師側で柔軟に問診をカスタマイズして作れる点が良かったですね。私は、

一般内科ではなく、小児や小児の外傷、整形外科、外国人の診療など様々な診療を行ってい

ますので、自由に問診をカスタマイズできた方が良いなと感じました。

それで、メルプに決めました。

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？
診察前の聞き取りに関しては、ほとんどの情報が事前に入ってくる点が良かったです。です

ので、私は、患者さんの不安や悩み、病気の説明に関してより時間を割けるようになりまし

た。

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？
HPもしくは、クリニックのLINE公式アカウントから、予約をしてもらい、その後にメルプ問

診に回答いただいています。

直接来院された方の場合は、QRコードを読み取っていただき、問診に回答いただいています。

https://www.midoricho.jp/


ーなるほどですね。ちなみにご高齢の方やWEB問診記入に不慣れな方の場合は、

どのように対応されていらっしゃいますか？
スタッフの方が、メルプの問診を読み上げながら、患者さんに口頭で答えていただき、その

内容をスタッフがメルプで入力しています。

メルプの問診をスタッフが毎回目を通すことで、どのような質問が必要なのかが分かるため

スタッフの教育としても良いですね。

ーありがとうございます。あと、LINE公式アカウントを作成し、予約・問診・

オンライン診療と一元管理されている点がユニークだと感じました。

ーこちらLINEアカウントをクリニックで作られた背景を教えていただけますで

しょうか？
全てのシステムの導線をシームレスに患者さんに見せたかったからです。

今までは、HPから、ドクターキューブで予約をして、予約が終わったらメルプの問診を答え

てという流れでしたが、LINE公式アカウントでリッチメニューを活用することで、予約・問

診・オンライン診療といった別々のシステムが、患者さんからは1つのシームレスなシステム

に見えることが魅力的でした。

今後は、院内に掲示するQRコードも、LINE公式アカウントの登録のみにしようと思っていま

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？
理想を言えば、電子カルテとシームレスにつながると良いですね。

問診を終えると、その段階で電子カルテに問診が入っているという状態だと、さらに良いな

と感じました。

ーメルプのよかった点を教えていただけますでしょうか？

問診作成が非常に直感的で楽な点が良いですね。

事務の方でも細かい修正を適宜行っていただいています。

ーありがとうございます。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：消化器内科・小児科

“メルプを導入してから、SOAP

のSを書かなくてすむようになり

ました。”

梶ケ谷クリニック

羽生健院長

神奈川県川崎市

梶ケ谷クリニックは、神奈川県川崎市にある、内科・消化器内科・肛門科・循環器科・小児

科のクリニックです。幅広い診療科目に対応しています。

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、院長の羽生先生にお話を伺い

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？
友人の医師から紹介されたのがきっかけです。このサービスは便利そうだなと感じました。

ー実際にサービスのデモを受けてどのように感じましたか？
デモが遠隔でビデオ通話だった点は不安でした（現在は対面でのデモにも対応）。

サービスに関しては、しっかり使いこなせれば便利そうだと感じましたが、一方で使いこな

せるかどうかが不安でした。

ー運用開始するまでに不安な点はありましたか？
いえ、特になかったですね。

自分で問診のツリーをゼロから作成するとなるととても大変だったと思いますが、各診療科

ごとのベースの雛形をもらって修正するという方法でしたので、大変ではなかったです。

また、担当の方が問診作成の質問に対してすぐに回答してくださる点が良かったです。

https://www.kajigaya-clinic.com/


ー実際にメルプを使い始めてどのように感じましたか？
患者さんの回転が早くなり、待ち時間が減ったのが何より良かったです。患者さんも病院

に来ているのにぼーっとしている時間がなくなりました。

今までは診察室で患者さんの話を聞きながら、私が電子カルテの方を向きながらSOAPのS

欄を書いていましたが、メルプを導入してからSを書かなくてすむようになりました。メ

ルプのキャッチコピーの「1日70分の問診登録時間を削減」が刺さっていると思います。

SOAPのOAPに関しては、電子カルテでセットを組んでいる先生が多いので、メルプはS

を埋めてくれるという点で、カルテに代行入力するメディカルクラークとの戦いになるの

ではと私は思っています。

ーありがとうございます。改善点もありましたら教えてください。
そうですね。実際に運用して特に困ったことはないですね。修正点、改善点はすぐに対応

してくれていますので助かっています。

最初導入時の雛形の問診の種類をさらに増やすと、導入時の問診修正の手間が省けて、な

お良いと思います。

あと、お願いしたい点は、診察室に入ってから患者さんへ説明する手間を省くために、例

えば

・肛門の症状でこられた患者さんに、問診の最後に「肛門の診察をしますので、シムス体

位になってお待ちください」と、シムス体位の画像を添えて案内。

・検診異常で胃カメラが引っかかった患者さんの場合には、問診の最後に胃カメラの検査

や合併症の説明。

などですね。胃カメラの検査の動画を作成して医院のホームページに載せましたので、そ

ちらのページへ案内してもらいたいです。

ーなるほどですね。こちらに関しては「患者お知らせ配信機能」ですでに対

応していますので、対応させていただきます。
ありがとうございます。

ー最後に一言ありましたお願いします。
クリニックの細かいニーズにまで手が届いている点が一番良いです。

便利なシステムですので、他の医院にも広まればと思っています。

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。

https://monshin.melp.life/function.html#others


6.  導入事例：内科・小児科・外科

“WEB問診の特性を活かし

て問診を作成し、運用も

工夫しました。”

あきるの杜きずなクリニックは、東京都あきるの市にある小児科、内科、外科のクリニッ

クです。「赤ちゃんからお年寄りまで、頭のてっぺんから足の先まで」をモットーに、幅

広く診察されています。

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、院長の小高先生にお話を伺

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？
今までは紙問診票を使っていたのですが、患者さんが症状で選択した内容は、診察してみ

ると、実はそれは副症状で、主症状は別にあり診察している中で分かるということがあり

ましたので、いずれWEB問診を導入しようと考えていました。

さらに、コロナの影響もあり、できるだけ診察時間ならびに患者さんの院内滞在時間を短

くしたいと思いました。実は、WEB問診の少し前にオンライン診療も始めたのですが、事

前に主訴を患者さんがオンラインで記入してくれる点が良かったので、WEB問診も簡単に

できるのであれば導入しようと思いました。

メルプだと問診結果を電子カルテに簡単に貼り付けができるので、メルプを導入しました。

ーデモを受けられた時、どのように感じましたか？
患者さんがWEB問診を回答するのは、本当に簡単だと感じました。

最初は、他社のデモを受けたのですが電子カルテにうまく貼り付けられなかったので、メ

ルプも本当に電子カルテに飛ばせるのかなと、少し不安でしたが、実際に当院でも試して

みたところ簡単に電子カルテに貼り付けができたので、今はだいぶ活用しています。

あきるの杜きずなクリニック

小高哲郎院長

東京都あきるの市

https://kizuna-cl.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？
問診作成は、ほとんど問診マーケットからテンプレートを引っ張ってこれましたので、そ

んなに大変ではなかったです。

当院の場合、小児、成人、外科も診ていますので、それぞれ問診マーケットのテンプレー

トを参考にさせていただきました。

ー実際にメルプを運用されていかがでしたか？
当院では、紙問診とWEB問診を併用して運用しています。たまにご高齢の方でWEB問診

に慣れていない方がいますので、その場合は紙問診にしています。ただ、約8-9割の方が

WEB問診を記入していただいています。

受付も、電話かけてきた患者さんには、事前にWEB問診を記入してから来院してください

と伝えていますので、WEB問診が主で、どうしてもできない人だけ紙問診という感じで運

用しています。

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？
WEBに切り替えてから、医師への希望内容の欄に患者さんがしっかり記入してくれるよう

になった点が良かったです。その内容を事前に読んで、こちらも準備できますので、有効

な診察ができているのではと思います。

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？
直接来院した人に待合室でWEB問診を記入してもらう場合は、紙問診の時と同様、患者さ

んの症状選択と実際に診察室で聞いた時の主訴とが違う場合がありますので、やはりでき

るだけ事前にWEB問診を記入していただきたいなと思います。

あとは、メルプの問診表示カスタマイズ機能で、問診結果を箇条書き表示から文章表示に

できると思いますが、まだうまく設定できていませんので、時間がある時に設定したいと

思います。

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。

https://market.melp.life/inquiry_market


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。



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

