


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。

３）感染症対策



①来院目的に応じた質問作成
産婦人科も他の診療科と同様、患者様の来院目的が多岐にわたる（妊娠の診察、不妊治療、

がん検診、性感染症、避妊など）ため、主訴の選択肢が多くなります。WEB問診の場合、

主訴に応じて次の質問を表示することができるため、紙問診の場合のようにスペースの都

合上詳しく聞けないということはありません。

②プライバシーの配慮
WEB問診の場合、回答に応じて深く事前に質問を表示することができます。ですので、紙

問診の際に、患者さんが記入した内容をもとに受付で他の患者さんがいる前でさらに口頭

で内容を確認するというプライバシー問題の課題を解決することができます。

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。

４）産婦人科でのWEB問診活用方法

産婦人科WEB問診例



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：産婦人科・小児科

“チャット形式の問診なので、相手

がそこにいるような感じの印象を

受ける点が良かったです。”

窪谷レディース&ベビークリニック

院長 福井悠先生

東京都墨田区

窪谷レディース＆ベビークリニック・流山おおたかの森は、千葉県流山市にある産婦人

科・小児科のクリニックです。

産婦人科医の院長と小児科の副院長が産婦人科から小児科・ベビー科まで診療しており、

また、予約システム・自動精算機などITシステムを活用さ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、院長の窪谷先生にお話を伺

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？
開業の際に、コロナ対策およびヒューマンエラーを出来るだけなくしたいという観点から、

電子カルテ、予約システム・WEB問診・自動精算機などのITシステムを導入することを検

討していました。

その中の1つでWEB問診も必要だと感じていました。ITシステムの導入を相談していた方

から、WEB問診システムいくつかありますが、メルプおすすめですよと紹介されて話を聞

いてみました。

一緒に開業する予定の小児科医の妻に相談したところ、メルプの「取っつきやすさ」を非

常に気に入っていました。もう１つのWEB問診も見たのですが、メルプの方がチャット形

式であり、ペンギンのキャラクターも女性に受け入れられやすいと感じ、メルプの導入を

決めました。

ーデモを受けられた時、どのように感じましたか？
チャットの形式なので、相手がそばにいて一緒にいて対応してくれているような雰囲気を

感じて良いなと思いました。これならば問診を作り込むと、実際に診察しているかのよう

なリアルな感じが出るのではと感じました。

https://kubonoya-lbc.clinic/


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？
患者さんの回答画面は、非常にシンプルなので、問診作成の方もシンプルなのかなと思っ

ていたのですが、意外に問診のツリー構造が複雑で、シンプルな問診を出すためにいろん

な問診作成の工夫をしないといけないと感じました。

ただ、その点は、不明なこと、分からないことをメルプ管理画面のチャット相談で質問を

すると、しっかり担当の窓口の方がついて下さり、いつも同じ方がその日のうちに対応い

ただいたので、非常に便利だなと感じました。一度ビデオ通話でも説明いただきましたの

で、とても助かりました。

ー実際にメルプを運用されていかがでしたか？
電子カルテと問診の連携の仕組みは最初戸惑いましたが、次第に慣れて、問診を電子カル

テに飛ばすことができるようになりました。

今までの紙問診とは異なり、メルプの場合、事前に問診が届いているので、前もって準備

ができる点が、今までにない診療のスタイルで画期的でしたね。

紙問診の時は、行き当たりばったりで、来院した患者さんをすぐ診察するという診療スタ

イルでしたので、どういう症状の人がいつ何人来るかは分かりませんでした。

患者さんの問診の内容によっては、こちらが予習しておいた方が良い場合があることも、

WEB問診になって気づくことがあり、問診の大切さを改めて気付かされました。

ーどのくらいの方がWEB問診を利用されていますか？
100%ですね。最初、紙の問診票も用意していたのですが、結局1枚も使いませんでした。

ご高齢の方の場合は、婦人科なので娘さんと一緒に来院されることも多いので、娘さんが

スマホで入力している場合もあります。稀に、こちらからタブレットを貸し出すこともあ

ります。

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？
当院は、産婦人科・小児科で女性の診療科ですので、患者さんはスマホに慣れている方が

多く、WEB問診は非常に親和性が高いですね。

また、プライバシーが保たれる点も良かったです。

紙問診の場合は、受付の方がいる前で、待合室でなかなか書きづらいような症状のある方

もいらっしゃいますが、WEB問診の場合、自宅で事前に記入して送れますので、今までの

紙問診票より具体的に悩みを記入していただけるという印象を持ちました。

WEB問診を導入したことで、スタッフの問診に関わる業務が減って、空いた時間を、患者

さんに気配りができるようになった点も良かったです。

あと、これは導入して気づいたことですが、メルプの場合、問診を記入した時刻が問診一

覧画面に表示されますので、多くの患者さんが夜に問診を記入していることが分かったの

は新しい発見でした。皆さん、お仕事されている方が多いので、仕事から帰ってから夜に

記入されているのでしょうね。



6.  導入事例：産婦人科・小児科

“LINE風のインターフェースで良

いと感じました。”

レディスクリニック・セントセシ

リア

院長上田克文先生

青森県青森市

レディスクリニックセントセシリアは、青森県青森市にある産婦人科のクリニックです。不

妊治療から妊娠出産、更年期にいたるまでのすべての女性の健康に役立てるよう、サポート

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、院長の上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？
去年、クリニックのホームページをリニューアルしました。

その時に、以前は紙の問診票をダウンロードする形をとっていて、今回もそのようにしよう

としたところ、若いスタッフから「今時プリンターは家にないですよ」と指摘されたので、

WEB問診を検討し始めました。

YouTubeで、WEB問診の比較動画を見て、メルプはLINE風で良いなという印象を受けました。

ーメルプのデモを受けた時、どのように感じましたか？
LINE風のインターフェースで良いと感じました。ただ、メルプの産婦人科のテンプレートが

あったのですが、当時はまだ実用的には弱いかなという感じでした。その点がひっかかりま

したね。

担当してくださった方が、親切な方で、作成していただきました。ただ、それも一問一答形

式になっていて、もう少し改善が必要だと感じましたので、自分で作成しました。

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？
最初は大変でしたね。ただ、どんどん問診マーケットの方にテンプレートが上がってくると

思いますので、今後は問診作成のハードルは下がるのではと思います。

ーそうですよね。内科や小児科はテンプレートでほぼほぼ対応できているので

すが、産婦人科は確かに弱かったですね。今は、テンプレートが導入医院作成

のも含めて250程度ありますので、先生が導入された1年前よりは、問診作成の

敷居が下がっているかもしれませんね。

https://cecilia3.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1uhBDTyVi9A


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？
非常に良かったです。使いやすくて重宝しています。

以前の紙問診票の場合、新患で書いてくださる方が10人に1人もいなかったのですが、メルプ

になってからほぼ100%新患の方が入れてきてくださいますので、非常に助かっています。

ー HPから家で事前に入力される方が多いということでしょうか？
そうですね。

あとは、紙問診に比べて問診自体の精度が上がりました。紙問診の場合は、主訴が複数ある

場合、1つの主訴に関しては詳しく記載してもらえるけれども、もう片方の場合はあまり記載

されていないということがありました。

それが、メルプの場合は複数の主訴に対しても詳細の回答がしっかり入ってくるので、そう

した点では精度が上がったと思います。時間短縮もできました。

ただ、紙問診の場合もメルプの場合も、最後は看護師が仕上げの問診をするのは必要ですね。

メルプ+看護師の問診が一番組み合わせとして良いのではと思います。

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？
産婦人科は問診項目が多いので、問診の回答途中で、今何問目を回答しているかのステータ

スが表示されると良いですね。

ーこちらは他のクリニックからもご要望を受けていますので、開発対応いたし

ます。現在どのように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？
紙問診票と併用していますね。

やはり、スマホを持っていないご高齢の方に関しては、紙問診の方がスタッフが動きやすい

ということでしたね。ただ、当院は若い患者さんが多いので、ほとんどWEB問診です。

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。
家で問診を入力してくれることは良いことで待ち時間は短縮されますが、ただ、それでも待

ち時間はあります。メルプで問診を全部完結してしまうと、患者さんが待ち時間でやること

がなくなってしまうので、例えば細かい妊娠出産の問診は、メルプのスタッフ問診を活用し

て、患者さんが回答ではなくスタッフが患者さんに聞き取りしながら入力しています。他に

は、ピルなどガイドラインに関する問診は紙で聞いています。

ーなるほどですね。うまく分散されていらっしゃるということですね。
そうですね。

あとは、問診記入率を高めるために予約システムとの連携は必須ですね。予約からそのまま

WEB問診の記入へと導線を作ることで、今は8割の方が事前に問診を記入していただけるよう

になりました。

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：産婦人科

“メルプの場合は問診結果をオン

プレミスの電子カルテにも取り

込める点が良いと感じました。”

白山レディースクリニック

院長中村久基先生

東京都文京区

白山レディースクリニックは、東京都文京区にある産婦人科のクリニックです。自然妊娠を

お手伝いする不妊治療、セミオープンシステム対応の妊婦健診、ブライダルチェックなどの

検査や女性特有の疾患の治療・美容相談など、科学的根拠に基づく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、院長の中村先生にお話を伺い

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電子カルテにスタッフが入力していたので、その手間を省きたいと思っ

たことがきっかけですね。

ーメルプのデモを受けた時、どのように感じましたか？
当院はオンプレミス型の電子カルテで、なかなか連携が難しいのですが、メルプの場合は問

診結果をオンプレミスの電子カルテにも取り込める点が良いと感じました。

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？
いえ、そんなに大変には感じなかったですね。

あまり時間がなくて、それほど作り込めていないのですが、今後作り込んでいきたいと思い

ます。

https://hakusanladies.com/


ー実際に導入して、メルプの良かった点を教えていただけますでしょうか
LINEのように患者さんが問診票を入力できて、初診の際に私が患者さんにどんどん話さなく

て良いようになりましたね。WEB問診を使うことで、医師の仕事のほとんどが済むのではと

感じました。すごいシステムだなと思いながら、いつも使っています。

最近は患者さんに、提案という形で問診を作れる。今までは、yes/noの回答を主に使っていた

のですが、問診の作り方によっては「これは、どうですか？」という内容も聞けるので、新

しいと思いますね。

ーメルプの改善点を教えていただけますか？
複数の問診を一括コピーできると良いですね。

当院は産婦人科なので、妊娠出産歴に関して、帝王切開なのか経膣分娩なのかなど詳しく質

問しています。かなり分岐して問診を作成していますので、ある回答に紐づく下層の複数の

問診を一括で別の場所にコピーできると良いと思います。

あとは、エクセルみたいに計算ができると良いと思います。

例えば、最終月経を入力した患者さんの日付をもとに、今何日とメルプの画面に表示するな

どですね。今はスタッフが計算していますので。

ーありがとうございます。こちら、開発と共有させていただきます。

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：産婦人科

“とても早く導入できる点が良か

ったです。1週間くらいで運用開

始しました。”

韮崎おはな産婦人科

院長海部真美子先生

山梨県韮崎市

韮崎おはな産婦人科は、山梨県韮崎市にある産婦人科のクリニックです。初潮を迎える前の

小さい女の子からお年寄りまで、幅広い患者さんを診察されています。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、院長の海部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感染症対策がきっかけですね。コロナの問診をあらかじめWEBで入力し
ていただいた方が、感染対策として良いと思いました。

もう1つは、初診患者さんの問診票を電子カルテに転記する作業がとても大変でしたので、問
診内容をすぐに電子カルテに反映できればいいなと思い、WEB問診を探し始めました。

ーメルプのデモを受けた時、どのように感じましたか？
数日くらいで、すぐに導入できる点が魅力的でした。

実際に契約してから1週間くらいで運用開始したと思います。
自分好みの問診を作成するのに少し時間がかかりましたが、その他の設定はとても楽でした。

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？
問診ツリーが分岐していくのをどう統一していくべきか、最初は少し迷いましたが、慣れる

とそこまで作成は大変ではなかったですね。

当院では、初診の方とピルの再診の方の問診に主に使っています。

https://nirasakiohana.com/


ー実際に導入して、メルプの良かった点・改善点を教えていただけますでしょ

うか？
一番良かったのは、やはり、初診の問診がそのままカルテに入るので、初診問診の転記時間

が短縮されたことです。患者さんもLINEのような感じで、とても入力しやすい問診のインタ
ーフェースだと思います。特に改善点はないですね。

メルプの音声入力も、まだ導入はしていませんが、興味がありますね。

ー今はどのような運用をされていますか？紙問診の方もいらっしゃいますか？
紙問診も使っています。ご高齢の方や外国人の場合ですね。

ただ、紙問診の方が少なく、初診の95%くらいはWEB問診を使っています。

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

ピル再診問診票

（韮崎おはな産婦人科作成）

https://voice.melp.life/


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

