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導入実績トップ3を比較しました

機能/製品名 メルプ シムビュー ユビー

導入医院
（2021年8月） 950 600 400

電子カルテ連携
◎

全電子カルテに連携

△
連携実績のある電
子カルテのみ。オン
プレミスは難しい場

合も

△
連携実績のある電
子カルテのみ。オン
プレミスは難しい場

合も

問診カスタマイズ
◎

医療機関に問診管理
画面を用意

◯
×

AIに重きを置いてい
るため、基本カスタ

マイズ不可

疾患推論機能 ×
△

メイン機能ではない
が用意している

◯
問診結果をもとに鑑

別疾患を表示

シェーマ
電子署名

◯ ◯

△
シェーマは対応して
いるが、電子署名

は？

写真送信機能 ◯ × ×

問診画面
LINE風のチャットUIで

回答しやすい
フォーム入力

1問ごとに画面切り
替え

初期費用 100,000円 270,000円
タブレットごとの従
量課金。200,000円

程度

月額費用 15,000円 12,000円 20,000円

特徴
全ての電子カルテに
連携・問診をクリニック
側でカスタマイズ可能

月額費用が安価
診断推論機能を有

する



タブレット問診 vs WEB問診

デジタル問診には大きく、タブレット問診と WEB問診の2つがあります。

タブレット問診の方が歴史が深く、 iPadが日本に上陸した2007年以降、10種類を

超える様々なタブレット問診があります。

一方、WEB問診は、2016年以降比較的最近出てきたサービスです。それぞれの

特徴を表形式で記載いたしました。

タブレット問診 WEB問診

患者さんが
記入する場所

待合室のみ いつでもどこでも（家で
も、病院へ向かう途中で
も問診回答可能）

問診の
カスタマイズ性

できない場合が多い メーカーによってはカス
タマイズ可能

価格

比較的高価
初期：30-50万円
月額：3万円〜
（個々のメーカーによって若干
異なりますので詳しくはお問い
合わせください）

タブレットの端末台数による課
金をしているメーカーが多く、見
積もりをすると結局料金がかさ
んでしまうことが多い

比較的安価
初期：10-30万円
月額：1万円〜



2タイプのデジタル問診比較：主なメーカー

ここでは、タブレット問診、 WEB問診を提供している主なメーカーを列挙いたしま

す。各社の詳しいサービスに関しては、お問い合わせください。

タブレット問診 WEB問診

MyClinic問診票（エンパワーヘルスケ
ア）

メルプWEB問診（株式会社 flixy）

Smart-問診（高志インテック）
SymView（株式会社メディアコンテンツ
ファクトリー）

BEAR-D（株式会社レオクラン） ユビー（株式会社Ubie）

Medical TQ（株式会社ユー・アイ・エ
ス）

アポクル問診（カルー株式会社）

i mon（アイ・ティ・エス株式会社）



デジタル問診とは

デジタル問診とは、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。



紙問診の特徴

まずは、紙問診の特徴を紹介いたします。

メリット

１）簡単に作成可能
基本的にはWordやエクセルを使って問診を A4 1枚に納める形もしくは裏表で 2
枚作成するのみですので、簡単に作成可能です。また、 Wordでデータを保存し

ておけば、修正したいときに Wordを修正して印刷して新しいバージョンの問診を

提供することができます。

最近は、紙問診のテンプレートを診療科別や症状・検査別に無料提供しているサ

イト（問診票ドットコム）もありますので、テンプレートをダウンロードして作成の手

間を省くことができます。

２）安価
新しいシステムを導入するわけではありませんので、 紙代のみで安価に運用す

ることができます。

３）ご高齢の方でも記入可能
デジタル問診と異なり、新しい端末を使って入力するわけではないので、ご高齢

の方も紙問診を記入いただけます。

https://monshinhyo.melp.life/


デメリット

１）電子カルテへの転記が面倒
紙問診と電子カルテで運用されている場合、医師もしくはクラークが患者さんの

問診内容を電子カルテに転記することが多いです。その場合、 1患者あたり約1
分〜1.5分くらいの時間をとらえてしまい、患者さんの待ち時間増加につながりま

す。患者回転率が落ちることで医院の売上が伸びない原因にもなります。

また、手書きの文字の判読が難しい場合もあり、患者さんに同じ内容を聞く手間

が生じることもあります。

２）患者さんは症状を詳しく記入しない
デジタル問診と比較して、待合室の限られた時間で、一番体調が悪いタイミング

で紙問診を記載するので、患者さんは症状を詳しく記入されないことが多いで

す。問診記入後、すぐに医師に同じ内容を伝えるので、わざわざ問診に詳しく記

入する必要がないと感じる患者さんもいらっしゃいます。

３）症状別の細かい問診を聞けない
A4サイズの紙面の都合上、どうしても症状別の細かい問診まで聞くことができま

せん。既往歴や手術歴、社会生活歴などの医療基本情報を聞くと紙面の 2/3程
度が埋まってしまい、症状に関しては、主訴と部位や発症時期を聞くくらいに終

わってしまいます。診察前の情報収集という観点からは、十分に取れているとは

いえないでしょう。

４）感染症のリスク
昨今新型コロナウイルスが流行っていますが、紙問診とボールペンを手渡しで運

用する場合、感染症の懸念があります。毎回紙問診のボードとボールペンを消

毒して対策されている医療機関もありますが、その場合、新たな手間が生じてし

まいます。医療従事者だけではなく、患者様も紙問診とボールペンによる感染リ

スクを懸念される方が増えています。

５）プライバシーが保たれない
紙問診の場合、患者さんの記入した内容をもとに受付でさらに聞き取り質問をす

る場合があります。産婦人科や性病科など内容によっては、待合室にいる他の

患者さんに聞かれたくない場合もありますので、 紙問診の場合プライバシーが保

たれない懸念があります。



デジタル問診の特徴

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デジタル

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、最近は開業前からデジタル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。



２）患者層が若く症状が多岐に渡るほど、デジタル問診の相性が良い

小児科、産婦人科など、患者層が若い診療科の場合、 デジタル問診に抵抗なく入

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、デジ

タル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デジタル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、デジタル問診の記入もス

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8-9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。



４）患者さんはより自分の症状を詳しく医師に伝えられる

紙問診の場合は、待合室の限られた時間で、特に急性期疾患の場合は一番体調

が悪い時に問診を記入しますので、詳しく症状を記入されない方が多いです。

一方でデジタル問診の場合、メーカーによりますが、待合室ではなく患者さんは い

つでもどこでもデジタル問診に記入できますので、前もって時間があるゆっくりした

時に自分の症状を詳しく記入できます。

デジタル問診のメーカーによっては、フォーム入力形式ではなく、 LINEのような

チャット形式のデジタル問診を提供している場合もあり、医師と対話している形で

問診に回答できますので、より患者さんがご自身の症状を伝えやすくなる場合が

あります。

デジタル問診の場合、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。

３）感染症対策



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



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。

2. 【患者】チャット形式のWEB問診が始まるので、回答します。

3. 【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。

4. 【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。

5. 【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。

6. 【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。

2. 【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。

3. 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



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

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。



導入事例：耳鼻咽喉科

“あんなに問診で人と時間が取られ

ていたのが嘘のようで、スタッフみん

な喜んでいます”

せごえ耳鼻咽喉科

瀬越 昌弘 院長

愛媛県松山市

- 実際に稼働して驚いたのは、患者さんがほとんど抵抗なくスマホで問診を送って

くれること

運営していく上での一番肝心なのは問診の作り方です。

試行錯誤しながら、どの程度聞き込んだらいいのか、不必要なものは何か、電子カルテ上で煩雑

に見えないためにはどうしたら良いかなど、一つ一つ考えながら作っていく作業は、大変でもあり、

また楽しい時間でもありました。

実際に稼働して驚いたのは、患者さんがほとんど抵抗なくスマホで問診を送ってくれることです。

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。

漫然と、「どうしました？」と聞くよりも、例えばめまいであれば、いつからどのような、という風な問

診を作っておけば時間も短くすみますし、あとは診察しながら必要なことを聞き出していくだけです

みます。

初診の場合は症状を色々選択できるようにしましたが、再診の場合は思い切って自由に書くとこ

ろだけにして見ました。

前もってクラークが問診をチェックして、足りない場合は看護師が聞きにいくことで十分対応できて

います。



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

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。

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。



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

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。



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

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。



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

板倉 宏高 院長

群馬県前橋市

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？

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 実際にWEB問診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。

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。

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。



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

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？普段は紙で問診票

書いていると思いますので。

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。



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。”

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
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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
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