


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。

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。

３）感染症対策



４）内科でのWEB問診活用方法

①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。

内視鏡検査やエコー検査など、疾患に応じて必要な検査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。

②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。

インフルエンザワクチンなど、特に冬の時期に混雑が予想される場合には、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集計機能の活用
WEB問診の中には、問診集計機能に対応しているものもあります。

従来紙問診より手作業でエクセルに記入して集計していた場合、集計の手間が省けます。

来院経路の内訳や、どの症状が多いかなどがひと目でわかります。

患者お知らせ配信機能例（大腸カメラの案内）



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

“医師の手間、何より当院のスタッ

フの手間を全て省くことができる

というのは非常に魅力的でした”

錦糸町内科ハートクリニック

院長 福井悠先生

東京都墨田区

錦糸町内科ハートクリニックは東京都墨田区にある内科・循環器内科・呼吸器内科・糖尿

病内科のクリニックです。2019年に開業され、循環器内科専門医が最新の知見に基づいて

真摯に対応しています。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

長の福井先生にお話を伺いました。

ーWEB問診を導入した経緯について教えてください
私がクリニックを作るにあたって患者さんが最も求めているものが何かと考えたときに、

1つ大きな要素として、なるべくお待たせしない、自分の限られた時間を有効に使って質

の高い診療を受けていただく、それを目指したときにどうしても待ち時間を短縮したりす

る仕組みが重要だと思いました。

WEB問診は従来の紙とは異なって、例えば最近のものだとタッチパネルでボタンを押しな

がら文章が作られていく、それを電子カルテにそのまま反映させることで、患者さんの手

間、それから医師の手間、何より当院のスタッフの手間、これを全て省くことができると

いうのは非常に魅力的でした。

ーWEB問診を導入して感じたメリットを教えていただけますか？
これは想像以上でした。最初は患者さんに入力してもらう問診がそのまま電子カルテに反

映する自分自身の手間が省けることくらいしか考えていなかったんですね。

ところが実際にやってみると患者さん自身が自分のスマートフォンで入力できる点、例え

ば予測変換だったり、それからそもそもデバイスに対する慣れもありますね。そういうも

のが患者さんが非常にスムーズにやっていただける点。

それからもう一つ。入力をしてもらってからここに反映されるまで、ほぼ3秒で反映され

ます。そうするとそれを目を通してから患者さんを迎え入れるまでの間も、見てから直ぐ

患者さんを呼ぶことが出来るのでオペレーションの改善にはものすごく貢献していると思

います。

そして私達のクリニックではこれを電子カルテにスタッフが代行入力していますが、その

スタッフの手間が省けていることはとても大きいですね。とても素晴らしいツールだと思

います。

https://kinshicho-heart.com/


6.  導入事例：消化器内科

“導入してから3ヶ月程度で、9割

の方にWEB問診を事前入力して

いただけるようになりました。”

かねこ消化器内視鏡肛門外科クリ

ニック

金子健太郎院長

茨城県水戸市

かねこ消化器内視鏡肛門外科クリニックは、茨城県水戸市にある消化器内科・肛門外科の

クリニックです。クリニックの隣に日帰り手術センターを併設し、痔や鼠径ヘルニア、大

腸ポリープ切除、下肢静脈瘤の日帰り手術に対応しています。

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、院長の金子先生にお話を伺

いました。

ーWEB問診を導入しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか
経営コンサル担当の方より紹介されたのがきっかけです。

ー実際にWEB問診を使い始めてどのように感じましたか？
便利ですね。当初3割程度の利用を見込んでいましたが、今は9割ほどの方が使っていただ

いてますので、よかったです。

ー 9割ですか！それは多いですね。どのようにしてWEB問診を書いてくれる

人を増やしていったのでしょうか？
クリニックの受付にタブレットを数台置いています。メルプで事前に問診を入力していな

い方の場合には、受付事務がタブレットを渡して待合室でWEB問診を記入していただくよ

うにお願いしました。

若い方ですとすぐできますが、ご高齢の方の場合は操作が不慣れな方もいらっしゃいます

ので、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

入力しました。

最初の頃は、スタッフが代行入力することが多かったのですが、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りました。80代以上の

方でも家から事前にWEB問診を記入してくださる方もいますね。導入してから3ヶ月程度

で、9割の方がWEB問診を事前に入力していただけるようになりました。

https://www.kaneko.or.jp/


6.  導入事例：甲状腺内科・糖尿病内科専門外来

“WEB問診で患者さんに接する

時間は減りましたが、より患者

さんに寄り添い、以前より患者

さんの満足度の高い医療を提供

出来るようになりました。”

金沢T&Dクリニック

織田展成院長

石川県金沢市

金沢T&Dクリニックは石川県金沢市にある甲状腺内科・糖尿病内科・内科のクリニックで

す。バセドウ病や橋本病などの『甲状腺疾患』、糖尿病や高血圧や脂質異常症などの『生

活習慣病』の患者さんの診療を中心に行っています。

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、院長の織田先生にお話を伺

いました。

ーWEB問診を実際に使い始めてどのように感じましたか？
とても便利で助かっています。これまで紙ベースで問診を管理していましたが、WEB問診

に切り替えてから受付の業務が軽減できて、スタッフも満足しています。

ー実際にWEB問診を使ってみて使い勝手はいかがでしたか？
とにかく便利ですね。作りこんでいく中で、当初想定していたよりも幅広く使えることが

分かってきましたし、ホントに便利です。

最初は、新型コロナウイルス感染症疑いの患者さんを想定しての運用だけを考えて、問診

も新型コロナウイルス感染症のテンプレートを利用して始めました。そこに、どんどん項

目を足していき、糖尿病や甲状腺などの専門領域の患者さんの初診にも使い始め、今は、

再診の患者さんにも利用を広げています。

ー現在はどのような運用をされているのでしょうか？
初診の方で来院の問い合わせがあった場合は、事前にWEB問診を記入していただくように

伝えています。再診の患者さんにも積極的にアナウンスして、来院後にも入れていただい

ています。

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？
ご高齢の方は、正直かなり難しいですね。スマホをお持ちでない方もおられますし、院内

でのタブレットの入力は感染対策という面で難しいですし。ただ、スマホは持っていても、

あまり使っていなかった患者さんも、WEB問診を頑張って入力していただけるケースもあ

ります。

https://www.tdc-kanazawa.jp/?_fsi=Mh4TZdTD


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。”

樹のはなクリニックは、東京都世田谷区にある、内科・禁煙外来・物忘れ外来を行っているクリニ

ックです。在宅診療も行い、世田谷区三軒茶屋の地域医療に貢献されています。

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、院長の奈良岡先生にお話を伺いま

した。

ー往診用のWEB問診はどのような用途で作られているのでしょうか？
私は、歩きで往診に行くんですよ。前は、車である程度の距離行っていたのですが、今は

歩きで1日に7,8件、個人宅を回ります。近所ですが、荷物軽くしないときついです。

タブレットよりもっと簡単なスマホに、メルプ往診問診を作ったらどうかと思い、この間、

第1回やってみたのですよ。

そしたら、入力もとても簡単で、帰ってきてiPadに移して、そのまま清書もしないで、デ

ータを送れました。

今までは紙にメモをしてクリニックに帰ってきて、もう1回入力し直していたのですが、

その作業がなくなったので、ほとんど半分くらいの時間で終わりましたね。

ーその場でWEB問診を起動して、バイタルなどをチャット形式で入力して観

察項目も記入してという感じですかね？

そうです。なるべくその文字入力は避けて、「あるなし、あるなし」にして、大事なことは書かな

くても、声で録音できますので音声入力でいいかなという感じですね。

樹のはなクリニック

奈良岡 美惠子院長

東京都世田谷区

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


6.  導入事例：内科・循環器内科・心療内科

“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。”

九段下駅前ココクリニック

石井聡院長

東京都千代田区

九段下駅前ココクリニックは、東京都千代田区にある、内科・循環器内科・小児科・心療内

科・禁煙外来を行っているクリニックです。

患者の8割が30～50代という働く世代のためのクリニックで、職場から通いやすく、質の高

いプライマリケアを提供する医院でありたいと、日々診療に力を注いでいます。

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、院長の石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。
最初は、吉永先生にお声掛けいただいたのがきっかけです。確か、開業直後でかなり前だっ

た気がします。

メルプいいなとは思いました。当時メルプも含めてiPad問診、タブレット問診をいくつか検

討したのですが、開業当初でクリニックの患者数と比較すると高かったのですよね。ですの

で、当時は見送りました。

ーなるほど。そうだったのですね。
はい。ただ、問診の電子化だけは、絶対に避けてとおれないという認識はありました。

その後2年くらい経って、メルプの代理店に問い合わせをしたところ、営業で来てくださいま

して、当時キャンペーンもやっていて安かったのですよ。

その時は自院の患者数も増えていたので、コストベネフィットに見合う価格だなと感じ導入

しました。また、患者数が増えるに従い、どのようにして初診の患者の回転数を上げていく

か、カルテの入力の手間を削っていくかといった部分が問題になってくると感じ始めた時期

でしたので、タイミングも良かったと思います。

ーありがとうございます。導入の際にメルプにされたのはどうしてですか？
うちのカルテはオンプレミス型でしたので、どうしてもASP連携ができないので、メルプだ

とオンプレミス型にもスムーズに流し込める点で良いなと感じました。

WEB問診を取れるだけではなく、しっかりカルテに流し込めるところまでがWEB問診だと思

っていましたので、その仕組みを持たれていた点が良かったです。

https://kudanshita.clinic/


ーなるほどですね。導入後、問診の作成は大変ではなかったでしたか？
結構サポート部隊がしっかりしていたので、ストレスなくできましたね。うちのデフォル

トの問診票をWEBに落とし込んでもらって、それをベースに、私と事務とで少しずつカス

タマイズして、使いやすい状況になりました。

問診修正の操作に関しては、慣れは必要だと思いますが、UIは特に悪くないし特に気にな

らなかったですね。ただ、紙の問診票との違いは意識しないといけないと感じました。

ーそれは、問診の作り方を含めてということですか？
そうですね。如実に違いが現れるのがインフルエンザの予診票だと思いますが、紙の問診

票だと、一覧性があるので、離れた質問でも、この質問とこの質問は似ているけれども意

味合いが違うということは分かりやすいです。

一方で、メルプの場合は、チャット形式で一問一答なので、1つ目の質問を見たときに下

の質問は目に入っていないので、紙よりは一覧性が乏しいです。

ただ、それは構造的限界で、逆にチャット形式でフレンドリーなデザインで親しみやすい

感じなので、その特性を踏まえて問診を作成すれば良いことかなと思います。

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か？
改善点というか、オペレーションの話になってしまうのですが、紙問診票の場合は紙問診

票をファイリングして、問診票の内容を見て看護師が待ち時間が最適化されるように優先

度を並び替えることが簡単でしたが、WEB問診では、その作業がやりにくくなりましたね。

当院の場合は、紙とハイブリットして上手に乗り切るようには工夫をしています。

ー紙問診も併用されていらっしゃるということでしょうか？
受付票みたいな、患者さんのステータス管理としての紙を残していますね。全ての患者さ

んではないですが、必要な場合はWEB問診の結果を印刷して、検査や会計などに持ち回せ

るようにはして、運用を工夫しています。

風邪で来ているのか、検診異常で来ているのか、心療内科受診なのかなどはパッと見て分

かるようにしています。

ーなるほどですね。そのポイントは初めて伺いましたので、参考になりまし

た。導入して良かった点はありましたか。
初診にかかる時間は短縮されました。今までですと紙の問診票の内容を見て、「これはど

ういうことですか？」と、さらに聞きながら電子カルテに転記していた部分が、基本的な

アウトラインは患者さんが入力していただいているので、その時間が減りました。

問診票として出力されたテキストデータに、少し書き足すだけになりましたので、カルテ

のS欄を書く時間がとても減りました。ですので、結果的には待ち時間の短縮につながり

ましたし、患者さんの方も二度手間が省けて良かったと思います。



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：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。



一番助かるのは、コロナ疑いの患者さんの時ですね。WEB問診で情報は入っていますので、

後はコロナの検査をしたり聴診したりするだけで、患者さんとはほとんど会話しないので

感染リスクを減らすという点で良かったです。

患者さんの診察時間が短くなるということは、お互いの待ち時間が減ることにもつながり

ますので、最近は待合室が患者さんでいっぱいになることはほとんどなくなりましたし、

診察もほぼ時間通りに終わるようになりました。

他には、今まで電話問診で風邪症状の患者さんが受診する前に電話で症状を確認していま

したが、スタッフが電話問診にかかりきりになってしまい電話回線がパンク状態でしたが、

メルプを導入してからそれがほとんどなくなりました。

例えば、朝早くから「子供が熱を出して、今から受診してもいいですか？」といった電話

の問い合わせが朝早くから多かったのですが、メルプを導入してからは、患者さんがメル

プで事前に症状を入力してそのまま受診するようになり問い合わせの電話が激減しました。

患者さんからもスタッフからも好評ですね。

もう1つ、価格が良心的な点も良かったです。他社の場合ですと、導入するタブレットの

端末の数に応じて従量課金だったりしますが、メルプの場合はそういうことはなく端末数

に関わらず、月額定額なのが良かったです。当院ではiPad1台から始めましたが、その後

端末数を増やしましたが値段は変わらないですね。

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？
すでに対応していただいた改善点ですが、当初、比較的高齢のスタッフにとってメルプの

画面の文字が小さくて読みづらいことがありましたので、画面をピンチして拡大できたら

良いという要望を出していました。こちらに関しては、当時はできませんでしたが、今で

は対応いただき感謝しています。

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：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。



7.  よくあるご質問
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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

