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はじめに 

 

 大阪府では、平成 24年に策定した「第 4次障がい者計画」において『施策の谷間』とされ

た発達障がい児者支援について、平成 25年度に「発達障がい児者総合支援事業」を創設し、

「ライフステージに応じた、切れ目のない一貫した支援」を目標として重点的に取り組んで

きました。 

そのうち、乳幼児期における発達障がいの早期発見・早期支援については、ワーキングチ

ームの検討による「発達障がいの早期発見のための問診項目」の策定と市町村問診票改訂の

取組を進めるとともに、子どもの社会性発達の評価補助装置である「ゲイズファインダー」

について、府内市町村におけるモデル事業の実施により、乳幼児健康診査を中心とした市町

村における有効な活用方法等について検討を行いました。 

本報告書は、平成 26年度から平成 28年度まで実施したゲイズファインダー市町村モデル

事業について、その実績と評価をもとに、今後の市町村における普及を目的として取りまと

めたものです。 

 最後になりましたが、市町村モデル事業の実施及び事業の検討にご協力をいただきました

みなさまに、心より御礼申し上げます。 

 

 

平成 29年 3月 

大阪福祉部障がい福祉室 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大阪府では、平成 20 年 4 月以降府が作成する文書等において、原則「害」の字を用いずひらがな表記するこ

ととしています。 

※発達障がいに関連する診断名は診断基準によって複数用いられていますが、本報告書では広汎性発達障がい、

自閉スペクトラム症等を指して「自閉スペクトラム症（ASD）」と表記します。 

※本報告書は、一部、平成 28年 3月発行「発達障がいの早期発見のための問診項目手引書（補足版）」の内容を

加筆・時点修正のうえ掲載しています。 
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1．ゲイズファインダーについて 

 

 ゲイズファインダーとは、子どもの目線の動きを測定することにより、子どもの社会性の発達

について評価する装置です。大阪府では、子どもの社会性の発達（人への興味や指さしへの反応

性など）について保護者と客観的な結果を共有し、子どもの発達への理解を深めてもらうための

ツールとして、市町村における乳幼児健康診査（以下、乳幼児健診という）等でのモデル事業を

実施しました。 

 

○ゲイズファインダーの仕組み 

∙ 画面の下に設置された近赤外線 LEDとカメラにより、子どもの注視点を測定します。 

∙ 子どもが動画のどの部分をどのように見ているかを捉えることによって、どんなふうに物を見

ているか、何に関心にあるかなどを客観的に把握し、子どもの発達を理解するうえでの手助け

にすることができます。 

∙ 大人が「ひざ上抱っこ」をして（自分で座れる年齢の子どもは、抱っこは不要）、人の顔や幾

何学模様などの動画を見てもらいます。 

∙ 実施にかかる時間は 2～3分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ゲイズファインダー実施時の様子＞ 

＜動画の一例＞ 
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○ゲイズファインダーで用いる画像と ASD特性との関連について 

これまでの研究の結果、ASD 児が見ている世界について、さまざまなことが分かっています。

例えば、ASD が疑われる乳幼児は、同年代の子どもよりもモノ（おもちゃや色のついた紙切れな

ど）に執着を示すことがよくあります。実際に、小さな子どもの映像と派手な色の幾何学模様の

映像をテレビ画面上に映すと、定型発達と思われる乳幼児は子どもの映像に視線を向けるのに対

して、ASD が疑われる乳幼児は幾何学模様の映像を凝視するといったことがしばしば生じると報

告されています（Pierce ら、2013；土屋ら、2015）。こういった ASD 児に特徴的な視線パターン

は、生後 3～6か月の発達早期であっても、視線計測装置を用いることで観察されることが分かっ

ています（Jonesら、2014）。 

ゲイズファインダーの画像は、こういった研究結果などをもとに、人（大人や赤ちゃん、子ど

も）や人と幾何学模様の並列、人の顔のアップ（静止、おしゃべりなど）といった画像で構成さ

れています。 

 

○対象年齢について 

 ゲイズファインダーはもともと、1 歳 6 か月から 2 歳前後の子どもへの実施を想定して開発さ

れていますが、それ以外の年齢の子どもにも実施可能です。市町村モデル事業の中では、おおむ

ね 1歳から就学前までの子どもに実施しています。ただし、年齢が大きくなるとともに興味の幅

が広がり自分で動き回ることができるようになってきますので、1～2歳児と比べるとゲイズファ

インダーの画面に集中しにくくなるという傾向があるようです。 

 

○乳幼児健診等におけるゲイズファインダーの位置づけ 

 ゲイズファインダーはあくまでも評価補助装置であり、単独で発達障がいの有無を判定するも

のではありません。乳幼児健診等においては、「発達障がいかどうか」という視点ではなく、子ど

もの視線の軌跡という客観的な材料によって、保護者と支援者が子どもの発達の状態を共有し理

解を助けるためのひとつのツールとして、ゲイズファインダーを活用することが適当です。 
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2．大阪府乳幼児健診体制整備事業（ゲイズファインダー市町村モデル事業）について 

 

 大阪府乳幼児健診体制整備事業（ゲイズファインダー市町村モデル事業）では、平成 26年度か

ら平成 28年度にかけて、府内市町村の乳幼児健診等におけるゲイズファインダーのモデル実施を

行いました（大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学 連合

小児発達学研究科に委託）。 

各市町村における実施状況は下記のとおりです。 

 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

泉大津市 ○ ○ ○ 

千早赤阪村 ○ ○ 村事業※1 

守口市 ○ ○ ○ 

貝塚市  ○ ○ 

河南町  ○ ○ 

枚方市（協力市※2）   ○ 

池田市 市事業（保護者アンケートのみ府事業に協力） 

※1 千早赤阪村については、H28は府事業によるアドバイザー派遣を活用 

※2 枚方市については、短期間の実施協力 

 

（1）市町村乳幼児健診におけるモデル実施の流れ 

市町村モデル事業においては、ゲイズファインダーは必須の検査ではなく、健診とは別の、任

意の検査として実施しました。次ページの図は、市町村モデル事業における実施の流れを示した

ものですが、保護者への説明やゲイズファインダー実施のタイミングなどの細かい部分は、市町

村によって異なります。実施の手順等については、事前に市町村の保健師と相談し、健診の流れ

を妨げないように配慮しながら実施しました。 

 

①ゲイズファインダー説明資料の配付 

健診の受付時に、ゲイズファインダーの説明資料を配付します。市町村によっては、郵送によ

る健診の案内にゲイズファインダーの簡単な説明を同封しました。 

 

②ゲイズファインダーについての集団説明 

 集団指導の場で、受付時に配布した資料に基づいて、ゲイズファインダーについての説明と実

施の手順、希望する方のみの受検となることなどを説明します（5分程度）。また、場合によって

は、健診の待ち時間に保護者に声かけをし、検査の説明等を行います。 
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③検査及び同意書の説明 

健診の待ち時間を利用して、個別にゲイズファインダーの詳細と同意書の説明を行った上で、

検査を希望する方には同意書にサインをしてもらいます（市町村によっては、健診がすべて終わ

った後に実施）。 

同意書は、検査への同意及び市町村への情報提供・アンケートへの協力の意思確認に関するも

ので、市町村への情報提供とアンケートについては、保護者の同意を得られた場合のみ行います。 

 

④ゲイズファインダー実施 

 健診の待ち時間や終了後にゲイズファインダーのブースに入ってもらい、検査を実施します。2

分ほどの検査の後、子どもがどのように見ていたかが分かる画面を保護者と一緒に見ながら、子

どもがどの画像のどの部分をどのように見ているかなどを説明します。また、可能な方には、保

護者アンケートへの記入をお願いします（P6参照）。 

 

⑤保健師へのフィードバック 

 保護者が市町村への情報提供に同意している子どもについては、市町村の保健師に問診の結果
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や健診時の様子などと照らし合わせて子どもの発達を見立てるための材料としてもらえるよう、

健診終了後にゲイズファインダーの結果についてのフィードバックやデータの提供を行います。 

 具体的には、検査実施直後にオペレーターがゲイズファインダーの結果の特徴や傾向を簡単に

記載した連絡票を作成し、保健師に提供するとともに、市町村の状況やニーズにあわせて、健診

後のカンファレンス等で個々の子どもの検査時の様子、結果の特徴、保護者に伝えた内容やそれ

に対する保護者の反応などについて伝える場を確保しています。オペレーターからの情報提供だ

けではなく、保健師が気になっている子どもについては、問診や行動観察の結果と照らし合わせ

ながら、ゲイズファインダーの結果の捉え方や子どもの状態像についてすりあわせを行うことで、

ゲイズファインダーの結果をより有効に子どもの理解やフォローに結びつけることを目的として

います。 

 

○ゲイズファインダーの設置場所について 

 ゲイズファインダー本体は、デスクトップパソコン程度の大きさですので、電源と事務用デス

ク程度のテーブルがあれば設置可能です。実施にあたっては、ゲイズファインダー実施時に人の

行き来などが目に入らないようにする、ゲイズファインダーの音声が聞こえる場所に設置する、

などの配慮が必要ですが、必ずしも個室である必要はなく、状況に合わせて、パーテーションな

どで区切った場所で実施する場合もあります。健診実施場所の状況、健診の流れ（動線）、受検者

が安心して入れるようなスペース設定など、市町村の保健師と相談しながら設定しています。 

 

○保護者への結果説明について 

 検査終了後、保護者に結果画面を見てもらいながら、説明をします。結果画面には、動画の中

の全 23画面について、子どもの視線の軌跡が青－緑－黄－赤のグラデーション（すぐに視線が動

いた部分は青、長く見ていた部分は赤）で表示され、子どもが画像のどの部分をどれくらい見て

いたかが分かるようになっています。普段、子どもが物事をどのように見ているかを客観的に知

ることは難しいですが、こうした仕組みによって子どもの見ている世界を知ることができます。

説明の際には、全体的な傾向やそれぞれの画像における反応の特徴などを見ながら、社会性の発

達状態についても理解してもらいやすいように伝えます。 

 

（伝え方の例） 

・ 「1歳半くらいだと、大人だけではなく同じくらいの年齢の子どもにも興味を持つようになる

のですが、（赤ちゃんや子どもの画像を）しっかり見ていますね」 

・ 「この画面では幾何学模様を見ていますが、こちらの画面ではしっかり人の方を見ています

ね。人にもちゃんと興味を持っていますが、自分の好きなものや興味のあるものがあると、

人よりもそちらに注意が行ってしまいやすいのかもしれません」 

・ （指さし画面で）「このように視線が動くのは、人が指さしした方向を見てから、（これであ

ってるかな？）と指さしした人の顔を見て確認しようとしているからです。相手の意図を読

み取ろうとしているということですね」 

 

これまでの研究と実践で、すべての画面で幾何学模様だけを注視するといったような極端な結

果を示す子どもは、ほとんど見られていません。例えば人と幾何学模様が並んでいる画面だけで

も、人の年齢や幾何学模様の性質などによる組み合わせは複数パターン用意されており、「こちら
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の画面では人（大人）にあまり興味がなくて図形を見ていますが、こちらの画面では図形にはあ

まり興味は示さず子どもの方を見ていますね」といったように、画面によって注視の傾向が異な

ることがほとんどです。したがって、市町村モデル事業の結果説明の場面では、保護者と一緒に

画面を見ながら、画面ごとに子どもの視線の状態を説明するという形を取っています。 

 また、年齢とともに子どもの社会性や興味の持ち方も変わってくることから、同じ画像に対し

ても、年齢によって反応の傾向は異なります。これまでの研究から、年齢が上がるにつれて子ど

もへの関心が減って大人への関心が増えるなどの傾向が確認されています。オペレーターは、こ

ういった点もふまえた上で、保護者への結果説明を行っています。 

 

説明の際には、ゲイズファインダーの結果で何かが決定的に分かるものではないこと、あくま

でも現時点での社会性の発達を見るもので、成長とともに反応は変わっていくことを、丁寧に伝

えるようにしています。保護者から子どもの発達について質問などが出る場合もありますが、上

記の 2点を伝えた上で、これまでの経過や全体的な発達を把握している保健師に相談してみるよ

うに勧めています。 

 

（2）ゲイズファインダーに関する保護者の感想 

 市町村モデル事業においては、ゲイズファインダーを受けた保護者がどのように感じているか、

保護者が子どもの発達を理解する手がかりにしてもらえるよう、どのような点に配慮すべきかな

どを把握するために、ゲイズファインダー及び検査の実施・説明等に関する保護者アンケートを

実施しました。 

平成 26年度～平成 28年度（平成 29年 1月まで）のアンケート結果によると、「お子さんは楽

しく検査ができましたか？」という質問に対して、「非常に楽しくできた」「楽しくできた」とい

う回答が 75％以上であったのに対し、「楽しくなかった」という回答は 1.6％にとどまっています。

また、「検査の間、お子さんを画面に注目させておくのは大変でしたか？」という質問に対しては、

「大変だった」「非常に大変だった」という回答は 3．3％にとどまっています。多くの子どもが

問題なく検査を受けることができており、保護者もほとんど負担を感じていないことが分かりま

す。 

また、「今回の検査結果は、ご自分のお子さんの特性を理解するのに役立つと感じましたか？」

という質問に対して、「非常に役に立った」「役に立った」という回答が 80％以上を占めており、

子どもの発達の特性について、保護者の理解を得るための有効なツールになりうることを示して

います。 
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○保護者アンケートまとめ（一部）  ※詳細については P21～P27 を参照 

Q3．お子さんは、楽しく検査ができましたか？ 

 

 

Q6．検査の間、お子さんを画面に注目させておくのは大変でしたか？ 

 

 

Q11．今回の検査結果は、ご自分のお子さんの特性を理解するのに役に立つと感じましたか？ 

 

  

317 

510 

239 

14 3 6 

非常に楽しくできた 

楽しくできた 

ふつう 

楽しくなかった 

全然楽しくなかった 

回答なし 

493 256 

76 
28 3 5 

全く大丈夫だった 

大丈夫だった 

ふつう 

大変だった 

非常に大変だった 

回答なし 

336 

366 

71 

2 
0 65 

非常に役に立った 

役に立った 

ふつう 

役に立たなかった 

全然役にたたなかった 

回答なし 
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○各市町村における実施状況  ※人口・年間出生数は、平成 27 年度大阪府統計年鑑による 

               ※ゲイズファインダーについては、『GF』と表記。 

泉大津市 

 

○市の基礎データ 

人口 75,880人 

年間出生数 644人 

 

○モデル事業における実施内容 

案内の事前送付 

（健診の案内に同封） 
× 

集団指導の場での検査の説明 ○※ 

待ち時間での実施 ○ 

保護者アンケート ○ 

健診後の保健師への 

フィードバック 
○ 

※集団指導での説明は市職員が実施 

 

 

○モデル実施の状況 

実施期間 平成 26～28 年度 

実施の場 1歳 6か月児健診 

年間実施回数 18回 

GFの実施方法 希望者のみ 

 

○H28の GF実施状況 

実施回数 17回 

健診受診児数 589人 

うち GF受検児数 164人 

GF受検割合 28％ 

 

 

 

○モデル実施に関する市の状況とモデル実施の評価 

∙ 市では、平成 25年度に切れ目ない発達支援の気運が高まる。 

∙ 平成 26年度より、「早期気づき・早期支援」として市町村モデル事業を開始。 

∙ 平成 27年度より、健康推進課に「発達支援担当」を設置し、妊娠期から乳幼児期、学童・思春期にわ

たる切れ目ない発達支援体制「発達支援シームレスケア」の構築を開始。 

∙ GF の実施により、保護者が子どもの発達を客観的に理解できる機会となり、発達の早期気づきの効果

があった。また、保健師も、発達の見立ての確認やスクリーニングの向上に役立った。 

 

実施の効果・よかった点 課題と感じられた点 

∙ 実施前には、保護者の検査に対する抵抗感などを

懸念していたが、実際には、大半の保護者が気軽

に受検した。 

∙ 子どもの反応を客観的に見ることができる、保護

者と保健師が同じものを見て話ができるという

点で、保護者の納得や安心につなげることができ

た。 

∙ 健診結果と照らし合わせることで、より子どもの

発達の見立てを深めることにつながった。 

∙ 検査実施にあたり、待ち時間や、検査実施場所の

確保、マンパワー（オペレーター配置）などの点

に課題が認められた。 
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千早赤阪村 

 

○村の基礎データ 

人口 5,378人 

年間出生数 13人 

 

○モデル事業及び村事業の実施状況 

 モデル事業 村事業 

実施期間 平成 26～27 年度 平成 28年度～ 

実施の場 1歳 6か月児・3 歳児健診 1歳 6か月児・3 歳児健診 1 歳児健診 

年間実施回数 各 4 回 各 4 回 6回 

GFの実施方法 希望者のみ 全数 希望者 

GF実施回数 各 3 回（同日） 各 4 回 6回 

年間健診受診児数 46人 40人 22人 

年間 GF受検児数 40人 40人 18人 

GF受検割合 87.0％ 100％ 81.8％ 

 

○モデル事業及び村事業の実施内容 

 府モデル事業 村事業 

案内の事前送付（健診の案内に同封） ○ ○ 

集団指導の場での検査の説明 ○ ○ 

待ち時間での実施 × ○ 

保護者アンケート ○ ○ 

健診後の保健師へのフィードバック ○  

 

○事業実施に関する村の状況と実施の評価 

∙ 人口が少なく、ほとんどの保護者が保健師を知っているため、新しいことを導入しやすく、きめ細かい

フォローが可能な状況にあった。 

∙ モデル実施においては、集団指導の場での事前説明に加え、保健指導の際に保健師からも受検を勧奨し

たことにより、ほぼ全数が受検。保護者の反応も良かったことから、村では、平成 26年度より保健師の

勉強会を年 1回実施し、平成 27年度に GFを購入、平成 28年度より村事業としての実施を開始した（購

入には新子育て支援交付金、平成 28年度の実施については府事業（アドバイザー派遣）を活用）。 

∙ 平成 28年度からは、GFの結果を子育てや集団生活でのサポートに生かせるよう、「乳児期から幼児期前

期の社会性発達」「子どもさんへの声かけのポイント」といった資料を作成し、保護者への結果説明の際

に使用。子どもの発達の道筋を示すことで保護者の理解が進んだり、GFの結果と組み合わせて具体的な

声かけのポイントを示すことで、家庭でのかかわりの変化につながったなどの効果があった。 

 

実施の効果・よかった点 課題と感じられた点 

∙ 社会性発達に気がかりな点がある子にもない子

にも、子どもの特性や発達段階を理解し、保護者

と共有する媒体として有効であった。 

∙ モデル実施の際は、健診終了後の実施のため時間

がなく受けられないという保護者が多かった。 

→H28からは待ち時間での実施に変更 
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守口市 

 

○市の基礎データ 

人口 143,068人 

年間出生数 1,009人 

 

○モデル事業における実施内容 

案内の事前送付 

（健診の案内に同封） 
× 

集団指導の場での検査の説明 ○ 

待ち時間での実施 × 

保護者アンケート ○ 

健診後の保健師への 

フィードバック 
○ 

 

○モデル実施の状況 

実施期間 平成 26～28 年度 

実施の場 
1歳 6か月児健診（H26.12～） 

育児相談（H27～H28） 

年間実施回数 
1歳 6か月児健診：24回 

育児相談：12回 

GFの実施方法 希望者のみ 

 

○H28の GF実施状況 

実施回数 11回 

健診受診児数 141人 

うち GF受検児数 120人 

GF受検割合 85.1％ 

 

 

○モデル実施に関する市の状況とモデル実施の評価 

∙ モデル実施 1年目は 1歳 6か月児健診で実施（希望者のみ）。 

∙ 1歳 6か月児健診では限られた時間の中での実施であり、協力可能な一部の対象者のみの実施であった。

そのため、少人数の場で丁寧に実施できる事業として、モデル実施 2 年目より、乳児後期健診の集団フ

ォローとして実施する「育児相談（1歳）」での活用を開始。 

∙ 1歳 6か月児健診、育児相談ともに、GFの結果と保健師の見立てに大きな差はなかった。 

∙ GFを実施しての保護者からの問い合わせは、特になかった。 

 

実施の効果・よかった点 課題と感じられた点・配慮を要した点 

∙ 育児相談においては、保健指導に重ねて GF でも

保護者に子どもの発達について認識できる機会

となった。 

∙ 育児相談での実施後カンファレンスにて GF の結

果も含め情報共有できた。 

∙ スクリーニングとしては時間がかかり、集団健診

での全数実施は難しい。 

∙ 特に年齢の小さな子どもを対象に実施する際に

は、結果の説明等保護者の受け止め方に配慮が必

要。 

∙ （市事業として実施する場合）GF実施にあたり保

護者説明できる人的配置が必要。 

∙ GF の機器の不具合時の対応などハード面の管理

が必要。 
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貝塚市 

 

○市の基礎データ 

人口 88,703人 

年間出生数 690人 

 

○モデル事業における実施内容 

案内の事前送付 

（健診の案内に同封） 
× 

集団指導の場での検査の説明 ○ 

待ち時間での実施 ○ 

保護者アンケート ○ 

健診後の保健師への 

フィードバック 
○ 

 

 

○モデル実施の状況 

実施期間 平成 27～28 年度 

実施の場 1歳 6か月児健診 

年間実施回数 24回 

GFの実施方法 希望者のみ 

 

○H28の GF実施状況 

実施回数 20回 

健診受診児数 614人 

うち GF受検児数 127人 

GF受検割合 20.7％ 

 

 

○モデル実施に関する市の状況とモデル実施の評価 

∙ 市では、発達障がいの早期発見・早期支援という視点から、平成 27年度より市町村モデル事業の実施を

開始。 

∙ 基本的に、GFの結果と保健師の見立てにほとんど差はなかったが、健診の課題はクリアしていても、GF

の結果で気になる点があった場合には、次の健診やフォローの機会に気をつけて様子を見るようにする

など、健診後のフォローにも活用している。 

∙ 実施自体は希望者のみだが、発達に気がかりな点がある子の見立てを深め、GFの結果を保健指導に反映

させるため、年度途中で GF 実施のタイミングの見直しを行った（GF を保健指導の前に実施する形に変

更）。あわせて、GF を希望する人を効率よく誘導する方法や、GF の結果を保健師の指導に生かすための

連絡票の活用方法などについて、工夫を行った。 

∙ このような検討・実施によって、GF の結果を生かしたうえでの指導ができるという効果があった。 

∙ 一方、1回の健診時間内に受検できる人数には限りあること、待ち時間には、課題が認められた。 

 

実施の効果・よかった点 課題と感じられた点・配慮を要した点 

∙ ツールとして興味を引きやすく、保護者の拒否感

も少ない。 

∙ 結果がその場で分かり、解釈も複雑ではないた

め、保護者と保健師が結果に対して同じ認識を持

ちやすい。 

∙ 待ち時間 

∙ 健診時間内で、実施できる人数が限られているの

で、問診項目ややり取りの中で、必要な方に受検

してもらえるように、誘導した。 
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河南町 

 

○町の基礎データ 

人口 16,191人 

年間出生数 63人 

 

○モデル事業における実施内容 

案内の事前送付 

（健診の案内に同封） 
× 

集団指導の場での検査の説明 ○ 

待ち時間での実施 ○ 

保護者アンケート ○ 

健診後の保健師への 

フィードバック 
○ 

 

 

○モデル実施の状況 

実施期間 平成 27～28 年度 

実施の場 1歳 6か月児健診 

2 歳児歯科健診 

年間実施回数 各 6 回 

GFの実施方法 希望者のみ 

 

○H28の GF実施状況 

実施回数 
1歳 6か月児健診：6回 

2 歳児歯科健診：6回 

健診受診児数 173人 

うち GF受検児数 103人 

GF受検割合 59.5％ 

 

 

○モデル実施に関する待ちの状況とモデル実施の評価 

∙ 町では、研修での知識や近隣市町村での実施状況があったことから、平成 27年度より市町村モデル事業

の実施を開始。 

∙ もともと町では、1歳 6ヶ月児健康診査、2歳児歯科健診の際に、心理士による発達面のチェックを実施

していた。 

∙ 保健師の予診で気になる子どもは GFでもその傾向が見られ、再確認できた。 

∙ 一方、希望者が多い場合、健診時間が長くかかってしまう。保健師から結果返しの際、保護者への伝え

方が難しい。 

 

実施の効果・よかった点 課題と感じられた点・配慮を要した点 

∙ GF の結果と保健師の見立てをすりあわせること

で、子どもの見立てを深めることができた。 

∙ 人手や時間などの健診体制の問題から、全数実施

は難しい。 

∙ （モデル実施では）子どもの視線を示した絵や図

を見ての結果返しができないため、保護者への伝

え方が難しい。 
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枚方市 ※協力市 

 

○市の基礎データ 

人口 406,180人 

年間出生数 3,043人 

 

○モデル事業における実施内容 

案内の事前送付 

（健診の案内に同封） 
○ 

集団指導の場での検査の説明 ×※ 

保護者アンケート ○ 

健診後の保健師への 

フィードバック 
○ 

※健診待ち時間中に個別に検査の説明と勧奨を実施 

 

 

 

○モデル実施の状況 

実施期間 平成 28年 12月 

実施の場 1歳 6か月児健診 

実施回数 3 回 

GFの実施方法 希望者のみ 

 

○H28の GF実施状況 

実施回数 3 回 

健診受診児数 230人 

うち GF受検児数 53人 

GF受検割合 23.0％ 

 

 

○モデル実施に関する市の状況とモデル実施の評価 

∙ 人口規模の大きい自治体（中核市）におけるモデルを検討したいとの府の要請に協力し、平成 28年 12

月の 1歳 6か月児健診で GFを実施。 

 

実施の効果・よかった点 課題と感じられた点・配慮を要した点 

∙ 健診受診者の約 1/4の保護者が、社会性の発達を

みる具体的なツールに関心をもち、その大切さに

気づく機会となった。 

∙ 待ち時間が発生することがあるので、その間安全

に待っていただくための配慮が必要。 

∙ 当市の健診で実施する（希望者のみ）ためには、

最低 2名の増員と 2部屋の確保が必要。 
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（3）市町村モデル事業の実施を踏まえた成果と課題 

 市町村モデル事業においては、各市町村の協力により、中核市から一般市、町村という人口や

健診規模の違いだけではなく、1歳 6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、乳児後期健診の

集団フォローの場など、さまざまな場でゲイズファインダーを実施することができました。以下

に、実施を踏まえた成果とモデル実施により明らかになった課題についてまとめます。 

 

○ゲイズファインダーの利点と乳幼児健診等での活用の可能性 

 ゲイズファインダーの乳幼児健診等での活用においては、大きく分けて、①保護者との情報共

有、②支援者の見立ての補足の 2つの利点があると考えられます。 

 

①保護者との情報共有 

保護者との情報共有・認識の共有についてまず言えることは、子どもの視線の軌跡、すなわち

子どもが何に興味を持っているか、どんな物の見方をしているかという客観的な情報を保護者と

その場ですぐに共有できることによって、子どもの状態を保護者に理解してもらいやすいという

ことです。保健師や心理士等が子どもの見立てを伝えるときも、視覚的客観的な情報を根拠にす

ることで、保護者の理解を助け、受け入れてもらいやすくなる可能性があります。 

さらに、乳幼児健診等で活用する場合には、検査が（発達検査等と比較して）短時間で終わる

こと、子どもと一緒に画面を見るという日常生活のシチュエーションに近いという検査の仕組み

自体が手軽で、保護者に不安感や警戒心を抱かせにくいものであることなども、大きな要素と考

えられます。また、結果の出方が「○」「×」で一元的に評価されるようなものではなく、どんな

子どもに対しても、「この子の今の状態」として順調に育っているところや苦手なところを伝える

ことができるということも、ツールの柔軟性として評価することができます。 

今回の市町村モデル事業の中では実施は少数にとどまりましたが、複数の健診やフォローアッ

プの機会を通じて GFを実施することにより、子どもの成長や変化を保護者と共有し、次の健診受

診やフォローアップへの動機づけとして活用することも可能と考えられます。2 回目の受験者に

実施した保護者アンケートでも、保護者の満足度は 1回目と同様に高く、「子どもの成長（変化）

が分かった」という回答が 7割以上を占めています（P27参照）。 

 さらに、後にも少し触れますが、実際に検査を受けた保護者からは、子どもに発達の気がかり

があるなしにかかわらず、「こんなに小さいうちからものをしっかり見ているのに驚いた」「人へ

の興味や社会性の発達に段階（順序）があるということを知ることができてよかった」といった

反応が多く寄せられました。一般的な子どもの発達に関する理解促進や、発達早期の親子のかか

わりの大事さについて知った上で家庭でのかかわりにつなげてもらうといった取組にも、効果が

あるものと考えられます。 
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②支援者の見立ての補足 

支援者の見立ての補足は、ゲイズファインダー市町村モデル事業の実施の趣旨からいうと付随

的なものです。乳幼児健診においてはすでに、保健師による問診・行動観察、医師の診察、場合

によっては心理士による発達検査等を通して丁寧な評価が行われ、気がかりな子どもを取りもら

さない体制が機能しています。この中でゲイズファインダーは、新たに気がかりな子どもを発見

するというよりは、子どもの発達の状態を多角的に評価し、より理解を深めるためのツールとし

ての活用が可能と考えられます。 

 

○市町村モデル事業の実施を踏まえた課題 

 一方、市町村でのモデル実施を通して、いくつかの課題も確認されました。 

ひとつめは、乳幼児健診とあわせて実施した場合の待ち時間の発生についてです。検査に要す

る時間は 1人 2分程度、結果説明を合わせても 5～7分程度ではありますが、市町村モデル事業で

は、希望者が集中した場合には 20～30分、場合によっては、一時的にそれ以上の待ち時間が生じ

たために、検査を希望するすべての人のニーズに応えられないということが出てきています。待

ち時間を解消するために、オペレーターの対応の効率化を図るとともに、健診の待ち時間での実

施やそのための健診全体の動線の見直し、待機者の対応（整理券・待ちリスト・待合スペースの

確保など）も、検討課題のひとつです。 

ふたつめは、ゲイズファインダーの結果の保健指導への反映についてです。市町村モデル事業

においては、ゲイズファインダーが健診のメニューに組み込まれていないために、健診終了前（待

ち時間）にゲイズファインダーを実施していても、その結果をすぐにカルテに反映させたり、保

健師に共有したりすることができず、保健指導にゲイズファインダーの結果を生かすということ

が難しい状況がありました。これを改善するための方法として、オペレーターから保健師に情報

を伝えるため、結果の概要を簡単にチェックした連絡票の活用などを開始しましたが、市町村で

実施する際には、健診のシステムの中に有効に組み込んで、保健指導に反映させていくための仕

組みについて検討が必要と考えられます。 
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3．乳幼児健診等におけるゲイズファインダーの活用について 

 

 本項では、市町村でのモデル事業の実施を踏まえ、1 歳 6 か月児健診を中心に、乳幼児健診等

におけるゲイズファインダーの活用について記載します。 

 前項で述べたとおり、ゲイズファインダーを市町村乳幼児健診で活用するにあたっては、ゲイ

ズファインダーの結果だけで発達障がいの有無などを判断するものではないこと、あくまでも子

どもの社会性の発達についての理解を保護者と共有し、その後のフォローや支援につなげていく

ためのツールであるということを十分理解しておく必要があります。さらに、保護者への説明に

あたっては、現時点での発達の状況を見るもので、今後の成長やかかわり方などによって変わっ

ていくものであるということも、押さえておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

1歳 6か月児健診での活用 

1歳 6か月児健診は、ASDの早期発見という意味で大切な意味を持っています。ASDの特性が明

らかになるのは 3 歳頃からとされていますが、ASD 児の保護者は、乳児期からすでに「目が合わ

ない」「声かけに反応しない」といったことに気づいていることが、さまざまな調査で報告されて

います。ゲイズファインダーは、子どもの社会性の発達を目線の動きによって説明することがで

きるため、保護者が漠然と違和感を持っている点や保健師が保護者に伝えたいと思っている内容

について、保護者と共有するための客観的なデータとして活用することができます。また、1歳 6

か月に限らず、発達早期は家庭でのかかわり方などが子どもに大きく影響することから、対人関

係の基礎を育てるための家庭でのかかわり方や、それを保護者に理解してもらうためのツールと

しても、有効な活用が期待されます。 

 

（説明・共有の仕方の例） 

「この結果だと、あまり人の方に視線が向いていないような感じですね。ふだんお母さんが抱っ

こしたり向かい合ったりした時はどうですか？視線が合わないような感じがしたりしますか？」 

「お母さんとはしっかり目が合っているんですね。ずっと一緒にいるお母さんのことはしっかり

認識しているけれど、それ以外の人になかなか興味が向きにくいのかもしれません。お母さん以

外の大人と接触することは、あまりないですか？」 

「先ほど問診でお聞きした時に、視線が合わないような感じがして心配とおっしゃっていました

ね。この結果を見てみると、目をしっかり見るというよりも、そのあたりをなんとなく見ている

という感じなので、お母さんが違和感を持っているのはそういったところなのかもしれませんね。

ただ、人にはちゃんと興味を示しているので、普段のかかわり方に気をつけてあげると、変わっ

てくるのではないかと思います。声かけをするときにはお母さんもしっかり目を見てあげて、視

線が合った時はにっこり笑って、視線をしっかりキャッチしてあげるようにしましょう」 

 

保護者と上のような内容を共有しない場合でも、保健師が「フォローするほどではないけれど

も何か気になる」「フォローしておくべきか迷う」と感じる子どもについては、ゲイズファインダ

ーの結果を判断材料のひとつにすることできます。反対に、問診などでは特に気にならなかった

ものの、ゲイズファインダーの結果がやや特徴的、という子どもがいる場合は、具体的なフォロ

ー対象としなくても、次の健診や接触の機会に気をつけて見ておくべき対象として注意しておく

ことができます。 

また、社会性が気になる子どもとは反対に、発達は全体的にゆっくりでも、社会性はしっかり

育っていて、ゲイズファインダーでも同様の結果を示すという場合があります。そういった場合

は、「運動や言葉の発達は少しゆっくりめですが、人への興味や反応はしっかり育っていますよ」

といったように、子どもの発達の良い面を伝えて保護者の不安を軽減したり、家庭でのかかわり

方などについて焦点化して助言することが可能になります。 
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【活用にあたって配慮が必要な点】 

 乳幼児健診にゲイズファインダーを組み入れる場合には、すべての受診児に受けてもらう方法

と、希望者や発達が心配な子どもだけに受けてもらう方法があります。1 回の受診数が多い市町

村では、すべての受診児に受けてもらうことは難しい場合が多いため、保護者や子どもの負担な

ども考慮した上で、市町村の方針や健診の実施状況などに合わせて実施することが望まれます。

発達が心配な子どもだけに受けてもらう場合には、保健師に検査を勧められたことで不安を抱く

保護者もいますので、検査の趣旨について丁寧に説明するとともに、説明の仕方にも配慮が必要

です。 

 また、待ち時間が生じるとなおさら受けにくい状況につながるため、健診の待ち時間に効率よ

く受けてもらえるような動線の設定などに配慮するとよいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3歳児健診での活用 

 3歳児健診での実施方法は、基本的には 1歳 6か月児健診と大きくは変わりません。1歳 6か月

児健診では保護者に子どもを「ひざ上抱っこ」をしてもらいますが、3歳児健診の年齢であれば、

一人で椅子に座って受けることができます。保護者が子どもの後から様子を見守れるように、場

所を設定するのがよいでしょう。 

また、多くの市町村では 3 歳児以降集団健診の機会がないことを考えると、3 歳児健診では発

達に気がかりな点がある子どもを確実にフォローに結び付けていく必要があります。保健師の見

立てをより確実にし補強するための材料として、ゲイズファインダーの活用は意味があるものと

考えられます。 

 

【活用にあたって配慮が必要な点】 

 3 歳になると興味の幅が広がってくるため、ゲイズファインダーの画像では満足できず、注意

が他にそれてしまう子どももいます。あらかじめ注意をそらしそうなものは片づけておき、にぎ

やかな待合室とは少し離れたところに場所を設定するなどの配慮が必要です。また、保護者は受

けさせたいのに子どもはどうしても集中できない、という場合もありますので、保護者には 3 歳

1 歳 6 か月児健診での実施においては、発達に心配がない子どもの保護者にとっても、ゲイズ

ファインダーが子どもの発達や社会性の発達の重要性に意識を向けてもらうよいきっかけとな

ることがあります。市町村モデル事業においても、保護者から「発達の段階に順序があるという

ことを知ることができてよかった」「社会性について知ることができて参考になった」といった

感想が聞かれています。この時期の親子のかかわりの大切さについて知ってもらうことで、保護

者が前向きに子どもに関われるようサポートすることが期待されます。 
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児は年少児より集中しにくいことをきちんと説明し、「子どもが悪いからできなかった」という誤

解を与えないようにしましょう。可能な場合は、次の受検の機会を提案するなどの対応をします。 

 

 

健診フォローアップでの活用 

 乳幼児健診後のフォローアップで活用する場合、個別にフォローしている子どもに受検しても

らう方法と、集団のフォローの場で実施する方法があります。 

 

○個別フォローの子どもに実施する場合 

 健診後、個別にフォローしている子どもにゲイズファインダーを実施する場合には、集団健診

時に抽出して実施する場合と同様、保護者の子どもの発達に対する不安をいたずらに増すことが

ないように、検査の導入の仕方や結果の伝え方などに十分に配慮することが必要です。一方、子

どもの発達状況についてできるだけいろいろな情報がほしいという保護者に対しては、保健師が

フォローしていくことを前提として、ある程度踏み込んだ結果を伝えるということも可能でしょ

う。ただし、ゲイズファインダーの結果が固定的確定的なものではないことについては、十分に

説明する必要があります。 

 

○集団フォローの場で実施する場合 

 健診後の集団フォローの場（育児相談会など）で実施する場合の利点としては、人数が少なく

全ケースに実施可能なため、特定のケースを抽出する必要がないこと（自然に受検してもらうこ

とが可能）、気になる子どもについても丁寧に説明・フォローが可能であることなどが挙げられま

す。 

ゲイズファインダーは、1 歳前の子どもにも実施することができるので、例えば乳児後期健診

後のフォローの場面で実施し、子どもの発達状況や家庭でのかかわり方などについて助言した上

で、1歳 6か月児健診の際に再度フォローするといった活用の仕方も可能です。1歳 6か月児健診

のコラム（P18）で触れたように、子どもの社会性の芽生えやこの時期のかかわりの大切さについ

て保護者に興味・関心を持ってもらうことで、保護者の動機づけを高め、健診の確実な受診につ

なげるということも期待できます。 

 

 

2歳台の健診等での活用 

 平成 25年に策定した「発達障がいの早期発見のための問診項目手引書」では、2歳台でのフォ

ローの必要性について述べるとともに、2 歳前半のスクリーニングのための問診項目を提示しま

した。1 歳 6 か月児健診で要フォローとなっていても、保護者との関係から積極的なアプローチ
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が難しかったり、2歳台で発達の気がかりが明らかになってくる例などもありますので、既存の 2

歳児歯科健診等の機会を活用することは、非常に有効だと考えられます。 

2歳児歯科健診でゲイズファインダーを実施する場合は、基本的には 1歳 6か月児、3歳児健診

の場合と変わりません。しかし、歯科健診のみで発達面の確認を行わない場合には、ゲイズファ

インダーで気になる所見が見られた子どもにどのように対応するか（3 歳児健診を確実に受診し

てもらうための働きかけ、3 歳児健診の問診の際の丁寧な確認など）について事前にある程度検

討しておき、取りもらすことがないように注意する必要があるでしょう。「特性を有している可能

性がある」あるいは「発達に気がかりな点がある」というサインのひとつとして、見逃さないよ

うにする配慮が必要です。 

 

 

   複数の健診・フォローアップでの活用 

 A～Dのそれぞれの健診・フォローアップでの活用とあわせて、複数の健診またはフォロー

アップの機会を通じて GFを実施し、保護者との成長の共有や経過観察に活用する方法があり

ます。保護者との共有においては、GF の「結果を視覚的に分かりやすく見ることができる」

という点を生かすことが特に有効と考えられることから、前回の結果と比較して説明するこ

とができるようにすることが望ましいでしょう。 
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≪資料≫ ゲイズファインダー市町村モデル事業 保護者アンケートまとめ 

 

【対象】 

平成 26年度から平成 28年度の市町村モデル事業においてゲイズファインダーを受検し、アンケ

ートへの協力に同意が得られた子どもの保護者。 

（平成 29年 1月までに回収できた 1089件について集計） 

 

【アンケート内容】 

∙ アンケート項目は最大で 13項目。 

∙ 市町村または実施年度によりアンケート内容（項目数）に違いがあるため、回答数は項目により異

なる。 

 

【市町村別回答数】 

泉大津市 290 

千早赤阪村 42 

守口市 147 

貝塚市 208 

河南町 65 

池田市 289 

枚方市 48 

合 計 1089 

 

【回答結果】 

Q1．子どもの年齢 

～15か月 117 

16～23か月（1歳 6か月児健診） 897 

24～35か月 29 

36～47か月（3歳児健診） 27 

48か月～ 8 

不明 11 

 

Q2. この検査の目的や内容についての説明は、よく理解できましたか？（回答数：1089） 

 人数 ％ 

よく理解できた 673 61.8% 

理解できた 363 33.3% 

ふつう 41 3.8% 

理解できなかった 1 0.1% 

全然理解できなかった 0 0.0% 

回答なし 11 1.0% 
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Q3. お子さんは、楽しく検査ができましたか？（回答数：1089） 

 人数 ％ 

非常に楽しくできた 317 29.1% 

楽しくできた 510 46.8% 

ふつう 239 21.9% 

楽しくなかった 14 1.3% 

全然楽しくなかった 3 0.3% 

回答なし 6 0.6% 

 

Q4. 検査を受けるためにお子さんを部屋に連れて入ったり、画面の前に座らせたりするのは大変でし

たか？（回答数：1089） 

 人数 ％ 

全く大丈夫だった 659 60.5% 

大丈夫だった 280 25.7% 

ふつう 108 9.9% 

大変だった 31 2.8% 

非常に大変だった 5 0.5% 

回答なし 6 0.6% 

 

Q5．検査の間、お子さんを座らせておくのは大変でしたか？（回答数：861） 

 人数 ％ 

全く大丈夫だった 564 65.5% 

大丈夫だった 208 24.2% 

ふつう 55 6.4% 

大変だった 26 3.0% 

非常に大変だった 3 0.3% 

回答なし 5 0.6% 

 

Q6．検査の間、お子さんを画面に注目させておくのは大変でしたか？（回答数：861） 

 人数 ％ 

全く大丈夫だった 493 57.3% 

大丈夫だった 256 29.7% 

ふつう 76 8.8% 

大変だった 28 3.3% 

非常に大変だった 3 0.3% 

回答なし 5 0.6% 
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Q7．お子さんは、画面に映った絵や写真に興味を示していましたか？（回答数：861） 

 人数 ％ 

とても興味を示した 415 48.2% 

興味を示した 371 43.1% 

ふつう 61 7.1% 

興味を示さなかった 9 1.0% 

全然興味を示さなかった 0 0.0% 

回答なし 5 0.6% 

 

Q8．お子さんが嫌がるような絵や写真はありましたか？（回答数：861） 

 人数 ％ 

なかった 832 96.6% 

一部あった 24 2.8% 

たくさんあった 1 0.1% 

回答なし 4 0.5% 

 

Q9．検査時間の長さはどう感じましたか？（回答数：924） 

 人数 ％ 

非常に短く感じた 134 14.5% 

短く感じた 266 28.8% 

ふつう 502 54.3% 

長く感じた 17 1.8% 

非常に長く感じた 0 0.0% 

回答なし 5 0.5% 

 

Q10．今回の検査の結果をよく理解できましたか？（回答数：840） 

 人数 ％ 

よく理解できた 500 59.5% 

理解できた 302 36.0% 

ふつう 35 4.2% 

理解できなかった 0 0.0% 

全然理解できなかった 0 0.0% 

回答なし 3 0.4% 
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Q11．今回の検査結果は、ご自分のお子さんの特性を理解するのに役に立つと感じましたか？ 

（回答数：840） 

 人数 ％ 

非常に役に立った 336 40.0% 

役に立った 366 43.6% 

ふつう 71 8.5% 

役に立たなかった 2 0.2% 

全然役にたたなかった 0 0.0% 

回答なし 65 7.7% 

 

Q12．ゲイズファインダーは、お子さんの発達の特徴などを理解する助けになると思われますか？ 

（回答数：675） 

 人数 ％ 

とてもそう思う 272 40.3% 

そう思う 324 48.0% 

ふつう 65 9.6% 

そう思わない 7 1.0% 

全然そう思わない 2 0.3% 

回答なし 5 0.7% 

 

Q13．ゲイズファインダーの検査を受けるときに、どのような配慮や説明があれば、親の助けになる

と思いますか？（複数回答可、回答数：839） 

 人数 ％※ 

分かりやすい説明 431 51.4% 

検査後のフォロー 290 34.6% 

個室での検査 171 20.4% 

子どもの興味を引く画面の工夫 246 29.3% 

その他 27 3.2% 

回答なし 102 12.2% 

 ※複数回答のため、回答人数に対する割合を算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∙ 検査後の丁寧な説明（ゆっくり時間を取ることを含む） 

∙ 子どもの日常の様子を把握した上での説明 

∙ 結果をまとめた説明用紙 

∙ 保健師の同席 

∙ 子どもが周囲の音に気を取られないような配慮（静かな環境） 

∙ 子どもが機嫌がよい時間帯の実施 

∙ 親子のみの個室での実施 

「その他」の詳細 
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Q14．その他感想等（抜粋） 

∙ みんなの健診に、ぜひ取り入れたら良いと思いました。よくできていて、子どもも楽しく遊ぶ感覚

でできました。 

∙ 普段あたりまえに何気なくしている動作も、発達の段階によってきちんと順序があるということを

知ることができて、とてもおもしろく感じました。 

∙ 普段、子どもが他人のどこを見ているのか観察していなかったので、おもしろかったです。 

∙ 待ち時間の暇な時にさせてもらえたらよかった。 

∙ 結果を見ながらの説明がとてもおもしろかった。 

∙ 今後どう変化していくのかや、同じ年頃の子と比べどうなのかなども知りたいと思いました。 

∙ 社会性について、多角的に知ることができて参考になりました。定期的に検査を受け、成長度合い

を知ることができれば、安心して育児に取り組めると思います。 

∙ たった数分だけれども、その後のフィードバックがとても有意義で、興味深かったです。 

∙ 子どもが退屈しないようにできていた。 

∙ 子どもが何に興味があるのか、どこを見ているのかが分かって楽しかった。 

∙ とても興味深かったし、結果の説明がとても参考になった。 

∙ たくさんデータを取って、今後の幼児・児童の支援に役立てて欲しいです。 

∙ 検査の結果を社会性の発達に結びつけすぎに感じた。結果を積み重ねた後にもう 1回試してみたい。 

∙ 興味深かったですが、「何のために」する検査なのかが最初よくわからなかった。 

∙ 人への関心が芽生えていることがよくわかりました。 

∙ 子どもの成長を形でみることができて、おもしろかったです。 

∙ １才半の段階で社会性の発達を知ることができ、とても良いと思うし、早い段階で色々な手立てが

できると思いました。 

∙ 落ちつきのない子のように感じていたけれど、人への関心や社会性について知ることができ安心し

ました。 

∙ きょうだいも体験させてみたいと思いました。 

∙ 検査後にどのような意図での場面（子どもと大人の画面の違いかなど）かをきちんと説明してくれ

て良かった。何%が人に興味をもち、何%がモノに興味をもつ…などあれば知りたいです。 

∙ 将来的にこの機械がどのような役に立つのか（発達障がいの早期発見とか？）という説明がほしか

った。 

∙ 子どもの目線がどこにあるかなんて意識していなかったので、とても勉強になりました。 

∙ ちゃんと人が喋るときには口元を見るのだということを知ることができておもしろかった。 

∙ 人の顔をよく見ていると分かり、なるべく笑顔でいようと思いました。 

∙ 子どもがどういうのに興味を持っているのか、社会性などを知れてよかったです。 

∙ 健診の度にゲイズファインダーの検査があれば、成長とともに定期的にわかるので良いと思います。 

∙ とてもよかった。無料でさまざまな年齢で受けられるようにしてほしい。 

∙ 結果に対して、今後具体的にどういうことをしていったら成長にいい、とかいったことを聞けると

いいなと思いました。 

∙ 周りの様子が気になったようなので、個室だと良かったです。 

∙ 物より人を思った以上に見ていることがわかった。意外でした。 

∙ 子どもの視線を点という形で見ることができて、とてもよい経験だったと思う。 
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∙ 子どもも興味を持って見ていましたし、結果もなるほどと思いました。もう少し大きくなってまた

やると、より将来に役立ったりするのかなと思います。 

∙ 同じ年齢でどのような特徴があるか比較できるものがあると、よりその子の個性がとらえやすくな

ると思います。 

∙ 問診の前にこの結果を知っていれば、もっとはっきり問診に答えられたと思いました。とても興味

深く、おもしろい調査だなと思いました。 

∙ どんなことに興味を持っているか改めて知ることができて、自分か感じていることと同じような結

果だったので再確認できて良かったです。今後も機会があれば受けたいと思いました。 

∙ 検査結果をプリントしてもらえたら、他の家族に説明しやすいです。 

∙ 検査前に、目的や内容、どのように日常に生かせるかを知っておけるともっと役立ったかなと感じ

ました。子どもの視線の先を見ることができて、単純におもしろかったです。目と目を合わせて会

話しようと思いました。 

∙ 興味や傾向についてグラフ化したものや、何らかの説明のある紙があるといいなと思いました。 

∙ 口元をよく見ているとは思っていましたが、表情もきちんと読み取っていることがよく分かり、親

の表情はとても大切だと感じました。 

∙ 赤ちゃんがなんとなく好きなのは知っていましたが、小さい子どもや赤ちゃんにこれほどまで興味

を示し、目を見るというのに驚きました。今後どのように伸ばしていってあげればより社会性が発

達するのか、もっと知りたいと思いました。 
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（参考）ゲイズファインダーを 2回受検したケースの保護者アンケートまとめ 

 

【対象】 

平成 28年度に河南町の 1 歳 6か月児健診及び 2歳児歯科健診でゲイズファインダーを受検し、ア

ンケートの協力に同意が得られた子どもの保護者（子どもの年齢：23～25か月、回答数 18人）。 

 

【回答結果】 

Q1．ゲイズファインダーを受けてみて、お子さんの発達を理解するのに役立つと思いましたか？ 

 人数 

非常に役に立った 8 

役に立った 9 

ふつう 1 

役に立たなかった 0 

全然役に立たなかった 0 

わからない 0 

 

Q2．2回目のゲイズファインダーを受けてみて、どうでしたか？（複数回答あり） 

 人数 

子どもの成長（変化）が分かった 14 

どのように成長（変化）したかあまり分からなかった 4 

1回目にどのような説明を聞いたか、覚えていない 1 

 

Q3．（Q2で「あまり分からなかった」と答えた人に） 

どのような配慮や工夫があれば、もう少し分かりやすかったと思いますか？ 

∙ 1回目の結果と比較できたら、余計おもしろいと思いました。 

∙ 前回との比較 

 

 


