
 第29回埼玉県理学療法学会   採択一覧（演題番号順）
領域 受付番号 演題番号 カテゴリ 演題タイトル
神経 1041 L-01 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 侵襲的人工呼吸療法管理の筋萎縮性側索硬化症におけるMechanical Insufflation-Exsufflation非適応者のスクリーニング
神経 1055 L-02 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 急性期脳卒中患者におけるPusher現象の出現率と早期消失に関わる因子―多施設間共同研究―
神経 1061 L-03 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 ベッド上で実施可能な評価を元にした退院時における歩行予後予測−多施設間共同研究による決定木分析での検討−

運動器 1028 L-04 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 変形性膝関節症患者の関節不安定性に着目した運動療法の効果〜システマティック・レビューによる検討〜
運動器 1032 L-05 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 ⼤腿骨近位部骨折患者の術後7⽇目における荷重時痛を予測する因子−人工骨頭置換術と骨接合術の違いに着目して−
運動器 1047 L-06 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 人工膝関節全置換術施行患者における歩行⾞歩行獲得時期別の退院時運動機能と在院⽇数の⽐較検討−後ろ向きコホート研究
内部 1004 L-07 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 糖尿病患者の下肢周径測定による病態進行スクリーニングの提案
内部 1014 L-08 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 周術期消化器がん患者における6分間歩行試験の術前後の経時変化を規定する因子の検討
内部 1067 L-09 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 維持期心⼤血管疾患患者の運動耐容能とフレイルにおける外出自粛の影響と理学療法の効果についての検討
基礎 1001 L-10 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 足関節不動により生じる骨格筋変性と炎症性サイトカインの発現
基礎 1051 L-11 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 ラット棘上筋腱修復モデルの治癒過程におけるコラーゲン繊維の組織学的評価
基礎 1063 L-12 テーマ指定（解説付き）・ライブ配信 運動強度を考慮した介入は疼痛管理に寄与するか〜実験動物を用いた研究〜
神経 1000 D-01 テーマ指定（症例研究）・オンデマンド配信 Wallenberg症候群発症後lateropulsionが残存した一症例に対し、視覚的垂直認知に着目した介入効果の報告
神経 1005 D-02 テーマ指定（症例研究）・オンデマンド配信 脳卒中片麻痺患者に対する麻痺側重心移動を用いた体幹機能練習がバランス・歩行速度に及ぼす影響―シングルケーススタディによる実証―
神経 1008 D-03 テーマ指定（症例研究）・オンデマンド配信  足部への選択的な運動療法により立位バランス能力が改善した1症例-運動失調症例に対する治療報告-
神経 1034 D-04 テーマ指定（症例研究）・オンデマンド配信  脳卒中後片麻痺患者に対する体重免荷式歩行器の導入ABABシングルケースデザインによる検証
神経 1010 D-05 一般口述・オンデマンド配信 下肢装具による医療関連機器圧迫創傷の発生状況
神経 1017 D-06 一般口述・オンデマンド配信 末梢性顔面神経麻痺に対するリハビリテーションの効果について
神経 1018 D-07 一般口述・オンデマンド配信 "頚髄損傷不全麻痺症例の歩行獲得に向けたプログラムの選択-起立性低血圧症状が強い時期の対応"
神経 1022 D-08 一般口述・オンデマンド配信 急性期病院における多職種での早期退院への取り組み―外出訓練を実施し自宅退院に至った1症例を通して―
神経 1024 D-09 一般口述・オンデマンド配信 右小脳・脳幹梗塞による中枢性めまいと両側前庭障害を合併した症例に対する前庭リハビリテーション
神経 1035 D-10 一般口述・オンデマンド配信 遷延性意識障害・四肢麻痺患者の関節可動域改善〜痙縮に対して認知的アプローチ〜
神経 1037 D-11 一般口述・オンデマンド配信 姿勢制御の治療により躓きが改善し、自立歩行が獲得された被殻出血症例
神経 1040 D-12 一般口述・オンデマンド配信 橋底部出血により両側のAtaxic hemiparesisを呈した急性期脳卒中患者に免荷式歩行器を使用してカットダウンが行えた1症例
神経 1043 D-13 一般口述・オンデマンド配信 急性期病院から自宅退院した脳損傷患者の活動参加に着目した生活の広がり
神経 1052 D-14 一般口述・オンデマンド配信 Pusher症状を呈した事例に対し、体性感覚と基本動作を利用したアプローチにより座位保持を獲得した一事例
神経 1059 D-15 一般口述・オンデマンド配信 ADLの改善を認めた回復遅延型Guillain-Barré  症候群の一例‐発症から7カ月から10カ月での治療経過の報告‐
神経 1068 D-16 一般口述・オンデマンド配信 前頭葉損傷後、著しい身体傾斜・側方歩行路変位に対し、鏡・垂直指標を用いた視覚フィードバックが有用であった症例
神経 1069 D-17 一般口述・オンデマンド配信 当院における今年度の小児リハビリテーション事業報告
神経 1072 D-18 一般口述・オンデマンド配信 筋萎縮性側索硬化症患者における歩行練習頻度変更の効果
神経 1076 D-19 一般口述・オンデマンド配信 埼玉県における小児痙縮治療の新しい戦略
神経 1079 D-20 一般口述・オンデマンド配信 屋外活動への参加に向けて、歩行速度・代償動作の改善を目的に体重免荷トレッドミル歩行トレーニングを導入した症例
神経 1080 D-21 一般口述・オンデマンド配信 装具ノートから装具カードへ〜情報共有ツールの歩み〜
神経 1083 D-22 一般口述・オンデマンド配信 先天聾、脳卒中後高次脳機能障害により移乗動作介助量軽減に向けた介入に配慮を要した症例
神経 1084 D-23 一般口述・オンデマンド配信 卓上型全方向駆動リハビリロボットを用いた慢性期脳卒中片麻痺者の上肢運動機能改善効果の検証
神経 1085 D-24 一般口述・オンデマンド配信 めまい患者における身体活動量とめまいに関連した⽇常生活活動、不安、うつ、身体機能との関係



領域 受付番号 演題番号 カテゴリ 演題タイトル
運動器 1003 D-25 一般口述・オンデマンド配信 ⻑期免荷期間を要する下腿骨折を受傷した超高齢者が自宅への退院を達成した症例
運動器 1006 D-26 一般口述・オンデマンド配信  左変形性膝関節症を呈し、人工膝関節全置換術を施行した症例−破壊的思考に着目した疼痛の解釈−
運動器 1007 D-27 一般口述・オンデマンド配信 変形性膝関節症の外側スラストは接地位置の影響を受けるか
運動器 1011 D-28 一般口述・オンデマンド配信 埼玉県理学療法⼠会における「障がい者スポーツサポート活動」−10年間の活動報告−
運動器 1015 D-29 一般口述・オンデマンド配信 ブラジャー着用動作分類の定義づけ決定木分析を用いて−
運動器 1016 D-30 一般口述・オンデマンド配信 変形性膝関節症患者の術前膝関節可動域の違いにおける人工膝関節置換術後の運動機能の推移
運動器 1019 D-31 一般口述・オンデマンド配信 ⼤腿骨近位部骨折の骨接合術における荷重率の予測因子の検討
運動器 1039 D-32 一般口述・オンデマンド配信 人工骨頭置換術患者の術後7⽇目における荷重率に影響を与える因子の調査
運動器 1044 D-33 一般口述・オンデマンド配信 異なる入力速度におけるタイピング動作中の示指MCP関節運動と手関節伸筋の調節機能との関係
運動器 1045 D-34 一般口述・オンデマンド配信 変形性膝関節症患者に対する人工膝関節全置換術後の片側置換と両側同時置換患者における退院時身体機能の⽐較−後ろ向きコホート研究
運動器 1046 D-35 一般口述・オンデマンド配信 人工膝関節全置換術を施行された関節リウマチと変形性膝関節症患者の退院時6分間歩行距離に関連する身体機能因子の相違−後ろ向きコホート研究
運動器 1049 D-36 一般口述・オンデマンド配信 回復期リハビリテーション病棟における、運動器リハ対象患者の入院時状態像を基にした身体機能の推移と入院期間の再検討 第1報
運動器 1050 D-37 一般口述・オンデマンド配信 遠心性収縮運動の強度及び頻度の違いが腱骨付着部に及ぼす影響
運動器 1062 D-38 一般口述・オンデマンド配信 変形性膝関節症に対する関節運動の正常化とトレッドミル運動の効果
運動器 1066 D-39 一般口述・オンデマンド配信 踵部高が歩行時の下肢筋活動に及ぼす影響の探索
運動器 1087 D-40 一般口述・オンデマンド配信 関節鏡視下腱板縫合術後患者の1回の介入におけるROMへの効果
内部 1009 D-41 一般口述・オンデマンド配信 当院における慢性腎臓病患者の臨床的特徴およびADL低下に関わる因子の検討
内部 1038 D-42 一般口述・オンデマンド配信 待機的腹部外科手術を行いICUに在室した患者の術後在院⽇数に影響する歩行開始時間の検討
内部 1058 D-43 一般口述・オンデマンド配信 急性冠症候群の病態による急性期心臓リハビリテーションの進行状況の⽐較
内部 1060 D-44 一般口述・オンデマンド配信 肺気腫合併肺線維症を合併した肺癌切除術後患者に対する周術期理学療法及び退院時患者指導の経験
内部 1064 D-45 一般口述・オンデマンド配信 院内独自の呼吸療法認定制度は呼吸ケアに対する意識変化に寄与するのか？
内部 1073 D-46 一般口述・オンデマンド配信 筋萎縮性硬化症症例における侵襲的人工呼吸療法管理までの理学療法⼠の関わり
内部 1075 D-47 一般口述・オンデマンド配信 急性冠症候群患者が入院中に到達する有酸素運動の運動強度とその予測因子
内部 1082 D-48 一般口述・オンデマンド配信 当院での糖尿病教室の紹介〜理学療法⼠による運動指導〜
内部 1086 D-49 一般口述・オンデマンド配信 当院における心臓血管外科患者の退院時ADL能力の低下に及す影響
基礎 1023 D-50 一般口述・オンデマンド配信 変形性膝関節症の進行早期における関節不安定性と滑膜炎の関係
基礎 1026 D-51 一般口述・オンデマンド配信 関節不安定性の制動における滑膜の炎症性サイトカインを抑制効果について
基礎 1057 D-52 一般口述・オンデマンド配信 マウスアキレス腱複合体の胎生期から生後早期におけるメカニカルストレスと成⻑関連因子発現の関係
基礎 1065 D-53 一般口述・オンデマンド配信 半月板機能不全による関節不安定性の制動が軟骨変性因子に与える影響
基礎 1078 D-54 一般口述・オンデマンド配信 ラット足関節拘縮モデルにおける運動介入が足関節及び膝関節の関節包に及ぼす生化学的影響
基礎 1081 D-55 一般口述・オンデマンド配信 アキレス腱断裂縫合術後における腱治癒過程の顕微鏡観察
生活 1012 D-56 一般口述・オンデマンド配信 前立腺癌に対するロボット支援前立腺全摘出術後患者における術後尿失禁遷延化のリスク因子の検討
生活 1020 D-57 一般口述・オンデマンド配信 当院訪問リハビリテーション利用者の社会参加の有無はBarthel Indexに影響を及ぼすか
生活 1027 D-58 一般口述・オンデマンド配信 夫婦である要介護者と主介護者の身体機能に同一の理学療法⼠が介入した症例
生活 1029 D-59 一般口述・オンデマンド配信 系列グループ内の訪問リハビリテーション事業所らにおけるCOVID−19感染防護の取り組みについて
生活 1031 D-60 一般口述・オンデマンド配信 骨粗鬆症患者におけるロコモ度、脊柱矢状面アライメント、腰痛の関連について
生活 1033 D-61 一般口述・オンデマンド配信 訪問リハビリにてFunctional Balance Scaleを活用しリスク管理指導と積極的な自主練習が両立出来た症例
生活 1042 D-62 一般口述・オンデマンド配信 地域在住高齢者におけるソーシャル・キャピタルの性別による⽐較
生活 1048 D-63 一般口述・オンデマンド配信 回復期病棟退院後に手厚い住環境整備によって⽇常生活動作が向上・維持された一症例



領域 受付番号 演題番号 カテゴリ 演題タイトル
生活 1053 D-64 一般口述・オンデマンド配信 素早い下肢運動遂行能力の評価指標「くにゃくにゃ運動」の開発
生活 1054 D-65 一般口述・オンデマンド配信 演題取下げ
生活 1056 D-66 一般口述・オンデマンド配信 ⽇中独居となる脳血管疾患患者に対する退院支援の検討
生活 1071 D-67 一般口述・オンデマンド配信 新型コロナウィルス感染拡⼤による住⺠主体の通いの場の活動自粛が参加者に与える影響〜基本チェックリストを用いた検討〜
生活 1077 D-68 一般口述・オンデマンド配信 非麻痺側補高により歩行時の麻痺側クリアランス改善を検討した一症例
生活 1088 D-69 一般口述・オンデマンド配信 退院後6ヵ月の転倒に関する実態調査
教育 1013 D-70 一般口述・オンデマンド配信 当院リハ職員の患者接遇の現状
教育 1021 D-71 一般口述・オンデマンド配信 キャリア支援に係る組織分析
教育 1030 D-72 一般口述・オンデマンド配信 コロナ禍における⼤規模リハ科の取り組み
教育 1036 D-73 一般口述・オンデマンド配信 新人セラピストに対する転倒予防勉強会の効果
教育 1070 D-74 一般口述・オンデマンド配信 臨床実習でのフィードバックにZoomを用いて対応‐感染・ハラスメント予防の可能性‐
教育 1074 D-75 一般口述・オンデマンド配信 病棟スタッフの腰痛軽減に向けた理学療法⼠の取り組み


