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研究要旨
社会福祉法人侑愛会の 1 つの障害児入所施設及び 2 つの障害者支援施設について、自閉症の
診断を受けていない入所者の自閉症特性の有無及びその程度について調査を行った。対象は
自閉症の診断を受けていない小児 6 名、成人 8 名で、小児の年齢は 13〜18 歳（中央値 16.5
歳）
、知的障害区分は軽度 2 名、中等度 3 名、最重度 1 名、成人の年齢は 26〜51 歳（中央値
32 歳）
、知的障害区分は重度 2 名、最重度 6 名であった。この 14 名について小児自閉症評定
尺度（CARS）を実施した。CARS 合計点は小児では 17〜37（中央値 20）
、成人では 24〜40（中
央値 31）、CARS 合計点のカットオフ値 30 以上は小児 6 名中 1 名（17%）、成人 8 名中 5 名（63%）
、
知的障害区分ごとの CARS 合計点中央値は、軽度 17.5、中等度 21.5、重度 33.75、最重度 30
であった。小児の施設では未診断の自閉症の頻度は比較的低い一方で、成人施設では一定の割
合を占めていることが示唆された。
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表 1 CARS 合計点カットオフ値による
小児及び成人の人数分布
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