


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）皮膚科でのWEB問診活用方法

①写真送信機能の活用
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。

症状部位を写真を撮って事前に送信していただくことで、症状の把握が容易になります。

オンライン診療でも活用することができます。

②シェーマ機能の活用
WEB問診の中には、シェーマ機能に対応しているものもあります。

症状部位を人体のシェーマから○で囲って選択していただくことで、事前に症状部位の把

握が容易になります。

③美容皮膚科におけるカウンセリングとしての使い方
皮膚科の中でも自由診療である美容皮膚科の場合、カウンセリングの要素が強くなります。

施術を当日希望かどうか、1ヶ月あたりの施術にかけられる予算、来院頻度など、診察室

で面と向かって聞きづらい、患者さんとしても答えにくいような質問に関しても事前に詳

しく取得することができます。



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



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。



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：皮膚科

“患者さんの問診の操作が視覚的

に分かりやすいのが良いと感じ

ました。”

水道橋皮ふ科クリニック

神島輪院長

東京都文京区

水道橋ひふ科クリニックは東京都文京区にある皮膚科のクリニックです。WEBで24時間予

約ができ、一般皮膚科診療に加え、美容皮膚科にも力を入れています。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、院長の神島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を教えていただけますか？
開業準備中に、友人の医師から紹介されてサービスを知りました。

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？
患者さんの問診の操作が視覚的に分かりやすいのが良いと感じました。

ー導入にあたって不安なことはありましたか？
本当に診療時間の短縮になるかな？という不安はありました。

皮膚科は、目で見て判断する割合が多く、内科ほど問診を深く聞くことは少ないですので。

ー実際にメルプを使い始めて懸念点はどうでしたか？
受付の事務作業は楽になったと思います。

ただ、コピペができないなど、パソコン操作がとても不慣れな受付さんの場合には、患者

さんの名前の確認などを怠ると、違う患者さんにWEB問診を入れてしまうことがあります。

ーインフルエンザワクチンの電子問診はいかがでしたか？
私が、毎回サインをする必要がなくなったのと、紙が残らなくなった点がよかったですね。

特に受付も操作で困ってはいませんでした。

ーちなみに、患者さんは何かおっしゃっていましたでしょうか？
インフルエンザ問診を事前に自宅などで入力できるので、便利だと患者さんにも好評でし

た。

https://suido-hihu.com/


6.  導入事例：皮膚科

“問診を自分好みに作り込める点

が良かったです。”

千里中央花ふさ皮ふ科

神島輪院長

東京都文京区

千里中央花ふさ皮ふ科は、大阪府豊中市にある皮膚科・アレルギー科・美容皮膚科・形成

外科のクリニックです。1日200名以上の患者さんを診察され、特にアトピー性皮膚炎・ニ
キビの治療や医療脱毛に力をいれているクリニックです。

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、院長の花房先生にお話を伺
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？
皮膚科は1日あたりに診察する患者さんの数が、比較的多い診療科ですので、効率化も重
要になってきます。

そういう点で、紙問診のシュレッダーを含めた事務作業を削減し、ペーパーレスにしてい

きたいという考えがありました。

当院では初診も再診も患者さんに問診を記入いただいていますので、待合室で記入ではな

く、自宅で落ち着いて事前に問診を記入いただけたら、患者さんにとって良いと感じまし

た。また、問診結果が電子カルテに入ると、スタッフの入力作業が減りますので、スタッ

フの負担が減ると同時に患者さんの待ち時間短縮につながると思ったことがきっかけです

ね。

ーデモを受けられた時、どのように感じましたか？
実はもう一社デモを受けていましたが、そちらの方は、問診のカスタマイズは自分でする

のではなく、都度、会社に依頼をするという形でした。私は、それも楽かなと思ったので

すが、当院のスタッフからメルプを推されまして、デモを受けた結果メルプにしました。

デモを受けた時には自分で問診を作成するの？と最初は思いましたが、逆に、問診を自分

好みに作り込めるということを考えたら、メルプにして良かったなと思います。UIも直感
的で分かりやすく感じましたし、医師がサービス開発をしている点も親近感がわきました。

https://hanafusa-hifuka.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、最初問診を作成するのは大変でしたが、「どのようにうまく問診を作成したら、

事前に自分が欲しい情報が入ってくるか」を考えながら作成するのは楽しかったです。で

すので、割と楽しんで問診を作成することができました。スタッフにも問診作成を手伝っ

てもらいました。

一旦作り込んでしまうと、そんなに問診を修正しなくても、自走している状態ですね。

ただ、患者さんの中には、問診の質問の数が多いのを嫌がられる方もいますので、全体の

問診の数は今後吟味していきたいと思います。

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。現在約6割の方がWEB問診を記

入していただいています。

スタッフが、都度、「WEB問診に切り替えていますので、次回からWEB問診にご協力く

ださい」と伝えています。

あとは、当院ではWEB予約システムも使っていまして、予約サイトにWEB問診のリンク

をつけています。WEB問診を記入したら予約も完了していると勘違いされてしまう患者さ

んもいますので、但書を添えています。

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問診の機能には概ね満足しています。また電話再診のクレジット決済機能もありがた

く使わせていただいています。

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？
より問診作成がしやすいUIだと、なお良いと思います。

あとは、当院では電子カルテとは別の画像ファイリングソフトを使っていまして、患者さ

んがメルプで送ってくれる患部の写真を自動で画像ファイリングソフトに取り込められれ

ば良いと思います。



6.  導入事例：皮膚科・内科・消化器内科

“外国語問診（英語・ベトナム

語・中国語）があったので非

常に助かりました。”

広畑内科・もり皮膚科

森晶子先生

広島県福山市

広畑内科・もり皮膚科は、広島県福山市にある内科・消化器内科・皮膚科のクリニックで

す。胃潰瘍、胃炎、風邪、生活習慣病などの一般内科疾患の他、各種予防接種、健康診断、

皮膚疾患など幅広く対応し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、皮膚科の森先生にお話を伺

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？
問診票からカルテのSの場所への記入を受付にしてもらっていたのですが、非常に時間が

かかっていました。特に、にきびの問診や、皮膚科の特性なのかもしれませんが、一度に

様々な部位の症状を診てくださいと言われることがありまして、問診に時間がかかってい

ました。

簡単に患者さんが回答できて、すぐに電子カルテのSの欄に反映するシステムがないかな

と思っていた時に、ちょうど電子カルテの入れ替えの時期で、電子カルテの担当の方から

メルプをすすめられたことがきっかけです。

ーメルプのデモを受けた時、どのように感じましたか？
回答画面がサクサク進んで、入力が早いなと感じました。運用のイメージも湧きました。

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？
最初は、紙の問診票をメルプの担当の方にお送りして、作っていただきました。そこから

の修正だったのと、操作もやり始めたらすぐに慣れましたのでそこまで大変ではなかった

です。

普段自分がどのような考えで問診をとっているかを思い返しながら、患者さんの診察の度

に修正するという感じで問診作成を進めました。

http://www.h-m-cl.com/


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？
問診の時間が早くなったことがよかったです。導入してすぐに、スタッフが楽になったと

言っていました。

受付が患者さん1人にかかる時間が少なくなったので、院内の待ち時間が短くなり感染対

策につながりました。あとは、以前は受付で直接患者さんに話を伺うこともあったのです

が、メルプを導入してからはプライバシーも守られるようになった点がよかったです。

患者さんにとっては、医師に伝えにくいことも（症状がよくなっていないなど）、タブレ

ットだと伝えやすいようで、よかったと思います。

あとは、外国語問診があったので非常に助かりました。

ーなるほどですね。メルプの外国語問診もご利用されていらっしゃるのです

ね？
そうですね。メルプで提供されているテンプレート問診の、英語・中国語・ベトナム語を

使っています。

今までは、外国人の患者さんの場合は、通訳が付き添いでいらっしゃる場合もありました

が、そうでない場合は、カタコトの英語でやりとりをするという感じで十分ではなかった

と思いますので。

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？
シェーマなのですが、テキストと同じように、SOAPのS欄に送るには時間がかかり過ぎま

したので電子カルテに送ってはいないです。

あとは、すでにある機能みたいなのですが、当院ではネット予約を使っておりまして、問

診一覧画面に、予約をとった患者さんかどうかがすぐ分かるとよいと思います。

ーなるほどですね。こちらに関しては、メルプの設定画面で「来院予約日」

を患者さんに表示する項目がありますので、こちらをONにしていただけたら

と思います。そうしますと、患者さんは予約日を入力して、その結果が問診

一覧画面に表示されます。
わかりました。検討してみます。



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？
はい、紙問診も併用しています。

当院では、院内のタブレットか、ご自身のスマホか、紙問診なのですが、ご高齢の方も考

えて紙問診を残しています。ただ、大半がメルプで記入してくださいます。

予約確認のメールにメルプ問診のURLを添えています。初回は皆さん警戒されてか、あま

り入力してくださらなかったのですが、一度院内でタブレットをお使いになられて、「次

から家から同じことができます」とお伝えすると、次からは多くの方がWEB問診を入れて

くださいますね。

予約を取っていなくても、WEB問診をブックマークされているのか、WEB問診を記入さ

れる方もいらっしゃいますね。

今後はメルプのスコアリング機能を活用したいと考えています。アトピー性皮膚炎や水疱

症のスコアリングなどですね。

ー私の勝手なイメージですが、皮膚科はどちらかというと目で見て一発診断

をするという点で、他の診療科ほど、問診を電子化するニーズがないのかな

と思っていますが、いかがでしょうか？
疾患の種類が慢性疾患、感染症、外傷など幅広いですし、例えば接触皮膚炎の場合、接触

源を聞くのに問診や病歴は非常に重要です。むしろ、病歴や問診の部分に時間がかかりま

すね。

ですのでメルプで病歴や問診の部分が短縮できたのでよかったです。

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。

https://monshin.melp.life/column/70.html


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

