


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



４）眼科でのWEB問診活用方法

①一般診療以外の様々な診察希望にも対応可能
眼科は、一般診療の他に、コンタクト処方、手術（白内障、屈折矯正など）、検査の再診

のみなど様々な診察希望に分かれるケースも多いと思います。

WEB問診の中には、患者さんの回答に応じて次の質問を表示できるものがありますので、

上記のような場合、用途ごとに複数の紙問診を用意していただく必要がなくなります。

②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。

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（散瞳検査、メガネ持参）



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：眼科

“自分から参加する医療」へ。

WEB問診は、より良い医療に繋が

ります。”

前橋ミナミ眼科

院長 板倉宏高先生

群馬県前橋市

前橋ミナミ眼科は群馬県前橋市にある眼科のクリニックです。眼科専門医２名による、根

拠に基づいた患者様一人ひとりに合わせた安全で効果のあるカスタムメイド医療を提供し

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、院長の板倉先生にお話を伺

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でしょうか？
開業するにあたり、急速にスマート社会へと変わっていく時代に、安全で効果的なＩＣＴ

活用を進めるにはどうすればいいのか慎重に検討してきました。その中で出会ったのがメ

ルプでした。

ーメルプのデモを受けてどのように感じましたか？
カスタムメイド医療を実現するには、その入り口となる問診が重要になります。いつでも、

どこでも患者さんご自身のペースで入力できるWEB問診は、とても魅力的だと思いました。

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？
来院前にWEB問診を入力頂くことで、リアルタイムで内容を共有することができるので、

的確な診断や治療に繋がっています。内容によっては、患者さんに連絡して、さらに詳細

な症状を問い合わせたり、事前にスタッフに検査指示を出したりしています。

紙の問診では、問診内容をカルテに入力し直す作業が必要となりますが、メルプでは、コ

ピーして貼り付けるだけなので、かなりの時短になります。

https://www.m-minami-eye.com/


ー眼科はご高齢の方も多いと思いますが、WEB問診との相性はいかがでした

か？
眼科は高齢の方が多いので、WEB問診を受け入れて頂けるか不安はありました。実際に運用して

みて、入力に協力頂ける方に、年齢の相関はあると感じます。しかし、スマホやパソコンを利用

するご高齢の方も増えているようで、70代の患者さんから、「これ簡単だし、便利だね」と言って

頂いたこともあります。

また、家庭での入力が可能なので、ご家族が代わりに入力して下さることもあります。診察に付き

添いができなくても、医師に聞いておきたいことなど、ご家族の意見も入力することができるので、

ご家族との意思疎通にもつながります。

一方で、年齢にかかわらず、紙問診を希望される方や、WEB入力が面倒という方、インターネッ

トを利用することで、個人情報保護が心配という声もあります。

ーなるほどですね。ちなみに、WEB問診の記入が難しそうな方の場合はどの

ように運用していますか？
患者さん起点で運用方法を考えることが大切です。WEB問診を使う、使わないは患者さんの自由

です。希望されない方用に紙問診票も作成し、紙問診とメルプと2つで運用しています。

最初はスタッフが横に付き添って、メルプを代行入力していましたが、個人情報保護のために個室

を用意するなど、業務効率が悪く、紙問診との併用に切り替えました。

ただ、紙問診は、項目をチェックし忘れるケースもあり、例えば、チェックがなくても、診察で詳

しく聞いたら実は喘息の既往があったということもありました。

ーそうなのですね。紙問診でも基本的な質問項目はあると思うのですが、患

者さんが記入されない場合があるということでしょうか？
メルプの場合は、チャット形式で１つ１つ聞かれ、必須項目は入力しないと次に進まないので、回

答漏れが少ないと思います。

妊婦や授乳の有無、アレルギー、既往歴の情報の聞き漏らしをしない、スタッフ間で共有できるこ

とは大きなメリットです。

ーちなみに、WEB問診はどのように患者さんに案内していますか？
予約の電話を頂いた時に、「可能でしたら、ホームページの問診入力ボタンから、問診の入力にご

協力ください」と伝えています。

ーメルプを使って独自に工夫されていることがあれば教えてください。
業務用モバイルや院内すべてのパソコンで利用できるようにしています。

WEB問診が入ると、スタッフが電子カルテを確認し、予約のない患者さんの場合には、予約確認

の連絡をしています。

初診用問診に、保険証アップロード項目を入れていますので、事前に電子カルテで新患登録が可能

となり、時短に繋がります。



6.  導入事例：眼科

“ピンポイントで患者さんの回答

に応じて分岐して次の質問を聞

ける点がよかったです。”

大塚眼科クリニック

院長 大塚宏之先生

神奈川県川崎市

大塚眼科クリニックは、神奈川県川崎市にある眼科のクリニックです。

眼科の一般診療に加えて、白内障手術や屈折矯正手術、コンタクト処方、オンライン診療

など幅広い眼科疾患を診察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、院長の大塚先生にお話を伺

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？
当時、電子カルテを探していまして、最後に残っていたのが問診の部分でしたのでデジタ

ル化をしようとしていました。そんな時に、クリニクス（メドレー社が提供しているオン

ライン診療システム）の担当者からメルプを紹介され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？
それまでは、私はホームページに内蔵されているお問い合わせフォームを使って問診を作

っていました。ただ、その場合ですと、患者さんの回答に応じて分岐して次の質問を表示

することはできないので、患者さんによっては必要のない質問も聞かないといけないとい

う点で限界がありました。

メルプの場合だと、ピンポイントで患者さんの回答に応じて分岐して次の質問を聞ける点

がすごいと思いました。また、スマホに特化していて、レスポンスが非常に早いと感じま

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？
確かに、大変な部分はありましたが、まずは作ってみて都度変えていくのが良いと感じま

した。

今でも、こちらが想定していなかった回答が患者さんから送られてくる場合があるので、

そういう時は質問を適宜修正しています。

https://otsukaganka.jp/


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？眼科です

と高齢者の方も多いと思いますが。
当院では、全員WEB問診で、紙問診との併用はしていないです。

本人が操作できない場合は、スタッフと一緒に操作して記入することもありますが、意外

と皆さん操作できますね。家族の方が回答される場合もあるとは思いますが。

次第に、WEB問診をできる人が増えてくると思いますので、あまり気にしなくて良いので

はと思います。

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？
事前に問診情報がしっかり入ってくるので、診察の段階で患者さんに詳しく聞く内容は減

りました。

受付でも聞くことがなくなりましたので、プライバシーの面でも良いと思います。今まで

は問診結果を受付で電子カルテに転記していたのですが、その作業もなくなりました。

診察から終わりまで、流れるようにスムーズになり、患者さんの待ち時間も減ったと思い

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？

いつも何かあったら、チャットで相談して回答いただいていますので、今すぐの改善点は

特にないです。

改善点ではないですが、最近オンライン資格認証が始まっていますので、メルプも資格認

証と連携できるとなお良いと思います。



6.  導入事例：眼科・皮膚科

“自分自身で色々と問診を作りこ

めそうでワクワクしました。”

みらい眼科皮フ科クリニック

院長 大塚宏之先生

大阪府大阪市

みらい眼科皮フ科クリニックは、大阪府大阪市にある眼科・皮膚科のクリニックです。多彩

な眼科手術、ぶどう膜炎や小児・神経眼科にも対応されています。

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、院長の石川先生にお話を伺い

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？
問診は、どの診療科においても必須だと思いますし、問診だけで大体の疾患や患者さんのニ

ーズがわかりますので当然必要だと思います。

ただ、その問診を診察室に入ってからですと時間がかかりますので、診察室に入る前に問診

が入っている方が、時間短縮になるので良いかなと思いました。

クラウド問診ですと、仮にご高齢の方で入力が難しい場合でも、スタッフが付き添いで対応

できますので、医師は診察に集中できるのかなと感じたので、メルプを導入しようと思いま

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？
自分自身で色々と問診を作りこめそうでワクワクしました。

自分は問診をカスタマイズしたかったので、自分に合っていると感じましたね。

ー問診の作成は大変だったのではと思いますが、いかがでしたか？
大変とは思わなかったですが、細かい問診作成の動作の部分で改善していただきたいところ

はありました。

1つの問診ではなく、複数の問診を一括でコピーペーストできたら良いですね。あと、スタッ

フ向けの問診を外出ししていただけるとありがたいです。今は、患者さんの問診回答に紐づ

いてスタッフ問診が起動されるので、結局患者問診に組み込む形でスタッフ問診も使ってい

ます。

https://mirai-eye-skin-clinic.com/


ー実際に導入して、メルプのご感想を教えていただけますでしょうか
スコアリング問診に関してですが、眼科だけではないと思いますけれども、術前術後の患

者満足度調査として大体「VFQ-25」を使うことが多いので、こうした患者満足度のアン

ケート問診のサンプルもあると嬉しいです。

あと、メルプの情報の落とし所の工夫が必要と感じています。

当院では、再診患者も含めてメルプを使っていますので、結構な量の問診が入ってきます。

受付の電子カルテ2台で運用すると、それぞれ、受付や会計で取られてしまっている場合

があるので、そうした時にどの電子カルテに問診を飛ばそうかと宙ぶらりんの状態になる

時があります。

ー現在は、どのようにWEB問診を運用されていますか？
100%WEB問診ですね。ご高齢の方でWEB問診の記入が難しい方の場合は、スタッフがタ

ブレット端末を渡して横で付き添いながら入力しています。

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。



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

