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Autism Spectrum Disorder

Sakurako Tanaka BCBA-D

����	���
��



Table of 
Contents

2

+����������

+��$&#%('�(ASD)��� ���

+�"!	�)ASD����!��

+ASD!����������

+ASD!��!




3

����	
���:
������������



4

6��

定型発達児 非定型発達児
・親と他人の顔の区別がつく
・人と遊びたがる
・人の感情の変化に気づく
・人の出した音に反応し、自分も音を出す
・自分の名前に反応する
・喃語を話し出す
・嬉しい時と悲しい時で声のトーンが異なる

・手がとどく範囲にあるおもちゃに手を伸ばそう
　としない
・親に執着しない
・周囲の音に反応しない
・口にものを持って行ってしゃぶるのが下手
・喃語を出さない
・寝返りをしない
・笑わない
・クーイングしない
・体が非常に硬い、もしくは非常に柔らかい
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定型発達児 非定型発達児
・読んで欲しい絵本を大人に手渡す
・大人の注目を得るために声を出す
・いないいないばあをしてもらうと喜ぶ
・大人の簡単な指示に従える
・バイバイなどの簡単なジェスチャーができる
・ママ、パパと言う
・隠したおもちゃを見つけられる
・図鑑を見て動物の名前を言われたら正しい 
　動物に視線を向けられる
・物を正しく使い始める：コップを見たら水を 
　飲む、ヘアブラシを見たら髪をとこうとする
・2つのものを打ち鳴らす
・カゴの中にものを入れられる
・指さしができる

・名前の呼びかけに反応しない
・はいはいしない
・支えなしで立てない
・大人が目の前で隠したおもちゃを探そうと 
　しない
・ママ、パパなど簡単が単語が出ない
・手を振ったり頷いたりの簡単なジェスチャー 
　ができない
・指差しをしない
・一度身につけたスキルの消失
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定型発達児 非定型発達児
・家族に愛情を示す
・人形にミルクをあげる動作など簡単なごっこ遊び 
　ができる
・興味を持ったものを指差して人に教えようとする
・複数の単語が言える
・「いやだ」が言える、「いやだ」のジェスチャー 
　ができる
・お目目はどこ？お鼻はどこ？など自分の体の 
　パーツを指させる
・落書きをする
・「座って」など簡単な指示に従える
・独歩できる
・服を脱がせようとすると手伝ってくれる
・コップから水が飲める
・スプーンを使って食べる

・指差しをして人に何かを教えようとしない
・歩けない
・いつも身近にあるものが何のためにあるのか 
　わからない
・人のモノマネをしない
・新しい言葉を覚えない
・単語が6語以下
・親が自分から離れても気にしない、戻ってきても　 
　気にしない
・一度身につけたスキルの消失
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定型発児 非定型発達児
・大人や友達がすることを真似る
・プロンプトなして友達と遊ぼうとする
・ゲームで順番を待てる
・自分の、○○君の、〇〇ちゃんの、を理解する
・入っている、上に置いてある、を理解する
・身近にあるものの名前をほとんど知っている
・友達の名前を言える
・他人が聞いてもほとんど内容が理解できるくらいに 
　しっかり話せる
・2-3文連続して会話ができる
・おもちゃのボタン、レバー、動かすところを動かして 
　遊べる
・人形や友達と一緒にごっこ遊びができる
・2の概念を理解する
・真似をして丸をかける
・よじ登ったり、走ったり、三輪車に乗ったりできる

・よく転ぶ、階段を上るのが下手
・言葉が非常に聞き取りにくい
・簡単なパズルや、ボタンを押すだけのおもちゃ 
　など、簡単なおもちゃの遊び方がわからない
・文で喋らない
・簡単な指示を理解しない
・ごっこ遊びをしない
・他の子供とおもちゃを使って一緒に遊ばない
・アイコンタクトをしない
・一度身につけたスキルの消失
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定型発達児 非定型発達児
・友達を喜ばせたい
・歌う、踊る、演じることを楽しむ
・他人を心配し、同情する
・クリアに話す
・完全文で簡単なお話ができる
・10以上数えられる
・人間（6パーツ以上）を一人で描ける
・文字や数字を書ける
・排泄が完全に自立する

・感情をあまり表に出さない
・怖いもの知らず、攻撃的、内向的などの性格である
・人の呼びかけに反応しない、反応しても特定のこと 
　にしか反応しない
・一部の活動にしか参加しようとしない
・単数形と複数形、現在形と過去形が混乱
・一人で歯を磨けない、一人で手を洗えない、一人で 
　服を脱げない
・一度獲得したスキルの消失
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Persistent deficits in social communication and social interaction
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Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, or activities
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“Red Flags” of Autism -1
$.WYTX[Z"N!4VQ^ 1

• 12_�@$�E��D	�9C3
• 14_�@1O@3K1&�I�3?3K�CB%�N�=<4CHED�9?��9
N9C3

• 18_�@8>7-FN9C3
•#N
M;J4A9C32��-FN�G
•�E�E��N ':K7A6/2$�E��N*�:KE6��
•()WS]��E,L
•RU[\Pa�)`0`�N��H��H54G+9:K
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“Red Flags” of Autism -2
"0U\RW^]�O�4TQ_ 2

•*G�=C/�DF3 5O+>
•�<F�
G.�G��=��GFM
•�,'�O�B
•Y_X[^VZ_S2�O�>M2�O9M9M�>
•12	32(&2$G�=.��O�B
•�A;O�4
•"�G)=6:C8?�O�%>M2=6=�H1GI��>M
•�G#�O�>72E4JAC)=6:?L2�!G-P@L=?K33H6N6KF3
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DSM 5
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 Social interaction & social communication 
� ���7��� Restricted interests/repetitive behaviors
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
*' �C4�]+2VSXK[ DSM-5

•)�*'���(APA)C*' �C4��67(5�
• 2013�B*' �C��#A4���]4��6719�EGC
�1:-JI=
• DSM-4:".<I=1994���719�EGC�1?A>=2013��D7,5PTN
RYW!C�3A@��C4�MQOZ^9F
A	�:�<IH;??A>=

UL\R

• ASDC�=A&/:4���B��<I=8
•%$�:0�<I=8
•��4�:��?A>=8
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Defining Autism Spectrum Disorder
DSM-5<#+�?:0;��5D84=

2:;@%�GLJQSAC1��5D>3>98
- #+�TAutistic DisorderU
- FKNRHS�� /,�TAsperger Syndrome/DisorderU
- �
�"@���(,�Pervasive Developmental Disorder - NOS 

�60%��A#+KNIMPO�/#+�KNIMPO,�(Autism Spectrum 
Disorder=ASD )

- *��
- ��,�@��
- $&,�@��
- )����-�	���@��

�'!<.#+�/=$1�A4@#+KNIMPO�/#+�KNIMPO,�E��6B7
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Social Interaction & Communication
!,�TYNW_\/�@�) ed���@/�

1. ���b� ����@��
› ��=@���>.HE
› ��=D@I��9F
› �&ICF
› ��I(B

2. 0%'�Q[]XOcR^a@��
› KMQaUNW
› ZVL_aPcS
› 1@#�

3. �=�-.�I�G>32��<4>32�$<4>3
› ��I(J<��I��7:F
› 6;5*A<
8`c`I��9F
› 	+?"�I�7>3
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Verbal Communication
��4:<83A5=@

��6927>;��*	!+����
)�0/���!�0(�

- 25-30%*ASD+����0(�

"*��*�0*$.)

-��1��% (�
-��(�#��1��% (�
-67?6��%�0,�/-'4:<83A5=@1&/"&+��)(/
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Restricted, Repetitive Behavior
�#HKGJML�;� SR��P��

1. �3�.E�A�4
2. �3NQIFO:15DB
-�3�$:�,0B(�3!E�B(�*�-'�
3. ��;
�-%@C6+A��7<9)&��815DAE��4B
4. �� �(?2/<��"�
-���=E	>
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Evaluating Severity
����
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����2)��
%��
���������!��� !

Level 3 ������"$&#�	�

Level 2 ���"$&#�	�

Level 1 "$&#�	�
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Three Other Variables to Consider
+6"\_[]a`9�P�2 EP�

1.+6"P"�Q#4P?NV�=�8K�XW;FGC:&�$9�Q:EP�'
P)	Z3>J�.N��LNWRKQY?UN=�)�@<W;SCBQ�P)	
K&��9�@-YX:9�@/>OBBNW�)�S<W

2."�Q&�$:(�$RF�P5.N ��)O7CJ:*�$O5�N9�ZS
FUD

3.%$9�NM�P!�OTHJ
�O1�KAN="�ZSI;%$9�Q+6"
LTB��DW;+6"P0�@�W��:&��Q�,TVS�=c^bK<W
�.@<W
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Case Examples of Different ASD Profiles
� 3� ��

•�8��5��7�:(#���98<4#��7&=1>D�%6$
•��7�23=?$/(A.:@D+6$
•��8�!7"7*0CAH�8&=1>8FEG8<D��-A#
,&=1>4
�@�+�:I

•��8�B#�CB/*5D.8;;�@�-
•	 7�+')?B3=��D-A
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Case Examples of Different ASD Profiles
� 8� ��

•��(�/
•��)��%+ 
•56:D;8=4%+ 
•�+�4�&
•��-��4��&1
•�32'#)4�0�&E7:BC5F
•?D>AB<@D9
•��-�4�0�%	"��,�-!1$ 
�(.*"+1
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Case Examples of Different ASD Profiles
%� 14� ��

• KHIGE8#
B1?
•��:��B1?
•��9�	B�/88)
• DF-)
•��8.6-!32(8C5;��B�"0<*61?
•�$�-8)
• A@4.6B��7+>9�&1?
•�,=:�'9��08)
•�,=:#
B��1?
•��9;JLJB�>4-?
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Case Examples of Different ASD Profiles
�� 35� ��

•DLRJK836�	36+?
•
&C�?;/��
•��'1�0�56+?
�/+?
• �;%C��4?
•��;��:��0:1+
•!;*?<;/(=@6->)�.=�B=9+
•���79+$+�C�#4?28/"�
•NEFIQS/�+
• �.=��:HOPMGTIQSC�A,839+
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Children with ASD Play Differently
ASD/	�0�/	�+0�-8�19%3'

•��*�2!�
��19'8
•-:,5�&#+9�7�'
•$)#�19%-�
•�/	�+<?@>;C=AB9%-�
•��*�19�2#+"��
•�1�48/"�/	�675��
•�1/����"��
•��.5��.5�/	�+0�-8�19'8
•�19�%( .%-�
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Why is Play Challenging?
;5�#��<:68!?>%2+=-

!?>��<:68�*;JFOD <70C&�<��;��93)2-2ASD9>
��=��=��<B68("�<!@1:.9/A4E)

•HLMKGQINP$�
•�
��
•�
��
•�=��
•'�D�7
•�	D,
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Prevalence and Incidence 
'��- ��

• ASD:68�8��(CDC2014)

›�$�72-"�ACDBA�72
›�9 ��:�94.5� E�42�81
�-�189�81�F

•��9�
0ASD5.?;��=��59 
��:��3>

• 44%9ASD9!(:��<21:����
• 83%9ASD:�9��@�	24/>
-�9 *,�-#&��-%#��-�)��
�-+����76
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What about the increase? 
�ASD���3��)-"6!0*>

• ASD/"#��$��1��(7-%+

• ASD2��
�$�85 ��45�&2�$��9;:<=1�6'/10,+

•����3ASD2�	.0"'/3��(7-"6
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Challenges in Diagnosing 
&�6/83��

1. #.@��=2H:D
›����6� =@712H!��+6)C@3>��60	�8@31�+B"
*J(4$62H1��6@7��5G��9H85@3

2. ��AF;<�IH��6�@H:DQLNKMPOR
3. -�&�6
�
›�B-�&�>�'8<?B&��6�E,�5J�%9H$62H
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What Causes ASD?

ASD>�
?O

1.� �'*�Mneuro-developmental disorder N
›#>*�9/D

2.��>��>�&9?-ASD?(��%
:��%
3$+=!A�78��6
D:"1BE80D

›���<(����>)�?��5E80<0.,�=�9/C$+9/D
›��%
9?-���=;G<��3�0>2@9?��5E80<0.(��
KHLJI��3�	��6DF49?<0>9��%
?/D:"1BE80D
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Are there differences in the brains of people with ASD?

ASD��7�4�'7�8"�
�6�5<70H

•�7"�
�5(-8$>=3-<

•��7�1�5<4�.;=3-<
›��G�4�2
›�+G%�
›���G��?EBDFC@EAF
› �G�!�	
›*)�/:9,&G�#���
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A lot of research on brains and genes but. . . 
�� (����/%)�-�555

�+�&��)�#'��%�,�	�!-��%)&�

�'�$�"���
�������14302'�*+.-
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Common Characteristics Beyond Diagnostic Criteria 
����$&�'*#� �ASD"(!�)��

•���+Executive Function,
•�����	+Mental Flexibility ,
•�����	(Central Coherence )
•�%��+Theory of Mind ,
•
���+Sensory Processing ,
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•*�(GK:+6H/9J0*I5B:/9WYWJ
�-L:��J��P*<@GF:�'L*�P��CN
.#QRTV

•�I:�B;*�USYXJ�-L:7�& H��I>
?N*�J�1�I2,H��P�DB:�4J"��
� H*�P�=E;NGAON

•$%
!K�)I�8�3 (prefrontal cortex) I�	C
NG'=MOE;N

Executive Function
*�(J�A

Executive Functioning
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Mental Flexibility
������3	)

•
��#���#����103��=><;&	$

-��:%5'732�*-��2��+9(/&.'1$
-�!��4�8 �*,��2��2"�*-*6%
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• 
moa~$��V8O�0/teozV{}U-u%�t�b
o)1:�eV��4s*?t.mo�1g~cq

• XMy name is Taro.Yq[\A*�BoVr\1Eg~^�X7u
��v�NpgWYq1Eg~�heoV]h|acuG=v@
�9��eo[~ukqEPg~cq_+~_V�SvXmyY
XnameYXisYXTaroYuh�i�u�ItX@�9�Yq[\,"
v��eo[s[Wnx}Vh�i�u�I��woyj��
tV� =vhc^|R�#�Jy�~cq_+~Whu{\
s5�uR�#V:�#�H6g~�_X:�4�K#YpZ
~

• c�vMtF\qR�#t���s[q[\cqpzZ~Wnx
}V7jls|QD�Lceh\s�������pZmozVh�
i�u<���tH6p`~upVQC_2fs[WZ~[v
��uT�H6g~up;�T&�'nsrV� ={}z	
�j>��3(g~cqzZ~

Central Coherence
:�4�K#u!d
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Theory of Mind
�[%7

�0[�[#�C)(C��C*8C��C�C&�C�"YXa�"Q_�[�1

dfiWch6A

1. dfiWchLC=�V�/Z;bVG_
2. dfi\eigaCKO[�Z�`U=�a�U2M
3. dfiLGYG>ZCchLeiga
[.[�Z,Q
4. dfiL=�Z�TUM_

�5[�?a3B0Z+PCEdfi\eiga�^�RHWC�	ZXNa�QKjFW3B0Z9�Q_D
 4\EKO[�FSLC�[%7['<L:`UG_��\CE.FW-I_

��'<�V\E�[%7F[�$��\J]R4!@
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Sensory Processing
�
�
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Additional Resources 
����

• Center for Disease Control Autism Information Center
http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/index.html

• Association for Science in Autism Treatment
http://www.asatonline.org


