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1. 転倒リスクの解明
入院中の転倒は、入院期間の長期化、それに伴う身体能力の低
下、医療費の高額化など患者のQOLに与える影響は大きい。様々
な取り組みが行われているが依然としてゼロにはならないのが現
状である。先行研究における転倒に影響を及ぼす要因として挙げ
られているもののなかで履き物の種類に注目し、歩行時身体バラ
ンスの計測を行った結果、健常若年者でも、靴と比較してスリッパ
の使用は姿勢・歩行バランスが乱れることが確認された。（図1,2）

2. モバイルヘルスを用いた疾患の啓蒙と行動変容による予防、
 予測、個別化、参加型医療の実現

ドライアイ（ドライアイリズム®）や花粉症(アレルサーチ®)に対する
スマホアプリによる被験者の包括的な情報の収集による疾患の統
合的解析を実施している。これまでにスマホアプリから収集したビッ
グデータを人工知能により解析し、疾患のリスク因子の解明、疾患
の層別化、個別化を行った。(*Ophthalmology* 2019, *Ocular 
Surface* 2020 )
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図1 静止時の傾斜角 歩行前後の差

図2 歩行時のステップ長 左右差
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 1. Identifying fall risks and developing preventive strategies
 2. Evaluating occupational stress and developing improvement 

strategies
 3. Preventive, predictive, personalized, and participatory medicine 

through mobile health-based disease education and behavioral 
modification

Department of  Hospital Administration

Research

1. Identifying fall risk
Falling while being hospitalized can greatly affect a patient’s QOL, 
prolonging lengths of stay, and consequently reducing physical capacity 
while increasing medical costs. Various initiatives to reduce fall risk have 
been attempted; however, it still has not been completely eliminated. 
Focusing on footwear type (one of many factors affecting fall risk 
identified by previous research), we measured different balance-related 
variables in subjects as they walked and found that postural/gait balance 
was disturbed by the use of slippers when compared to shoes in healthy 
young adults (Figs. 1, 2). 

2. Preventive, predictive, personalized, and participatory medicine via 
mobile health-based disease education and behavioral modification
We are conducting integrated analyses of dry eye and pollinosis based on 
comprehensive user data collected from two smartphone apps: 
DryEyeRhythm® and AllerSearch®, respectively. Using artificial 
intelligence, we analyzed big data collected by these apps to identify risk 
factors for these conditions, as well as stratified and personalized profiles 
of their pathologies. (*Ophthalmology* 2019, *Ocular Surface* 2020)
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Fig. 1 Body tilt at rest: Change after walking

Fig. 2 Stride length while walking: Left‐right difference
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国内学会発表 12 ⼭本宗孝, 医療安全からみた接遇─医事紛争事例から学ぶ─, 第18回⽇本臨床医学リスクマネジメント学会学術総会, Web開催, 2020年9⽉12⽇-10⽉11⽇
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区分 番号 研究者名, 活動の名称（執筆、出演、受賞等）, 執筆や出演の媒体（賞の主催者等）,年⽉⽇等 国際共同

その他
（広報活動を含む）

1 川﨑志保理, リスクマネジメント　－医師の⽴場から－, 臨床倫理認定⼠養成講座　2020/2/2

その他
（広報活動を含む）

2 川﨑志保理, 医療事故調査制度外部委員, 帝京⼤学医学部附属病院　2020/3/8

その他
（広報活動を含む）

3 川﨑志保理, 医療事故調査制度委員委員⻑・調査報告書作成, 新潟桑名病院　2020/7/15

その他
（広報活動を含む）

4 川﨑志保理, 南台病院意⾒書, 東京都医師会　2020/10/2

その他
（広報活動を含む）

5 川﨑志保理, 医療事故調査制度外部委員委員⻑・調査報告書作成, 千葉県循環器病センター　2020/10/8

その他
（広報活動を含む）

6 川﨑志保理, 調書作成（寝屋川⽣野病院事例）, ⼤阪地⽅検察庁　2020/11/6
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