
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2022 年 8 月 28 日（日）10:00～16:30 

場所：東京眼鏡専門学校  
          （東京都新宿区百人町 2 丁目 26-10） 

 

 

 

 

講演の録画・録音はお断りいたします。 



【開会の辞】 理事長 奥村 智人（大阪医科薬科大学小児高次脳機能研究所）   10:00-10:05 

              

 

第Ⅰ部 教育講演     座長：三浦 朋子（清恵会病院 堺清恵会 LDセンター） 

「発達障害児の視機能・視覚認知について」                   10:05-11:05 

   演者：川端 秀仁（かわばた眼科） 

 

 ディスカッション                              11:05-11:20 

       司会：簗田 明教（視覚発達支援センター） 

 

第Ⅱ部 一般演題           座長：簗田 明教（視覚発達支援センター） 

 「ビジョントレーニングから学習支援へ」                11:20-11:35 

      演者：柳下 記子（視覚発達支援センター）               

       

会員総会                  

会員の方はご参加ください。            11:35-11:55 

                            

～ 昼食（60分）～ 

 

第Ⅲ部 講演１                    座長：川端 秀仁（かわばた眼科） 

「発達障害概論－ICD11 ではどのように捉えるか－」             12:55-13:55 

 演者：若宮 英司 （藍野大学医療保健学部看護学科） 

 ディスカッション                            13:55-14:25 

       司会：奥村 智人（大阪医科薬科大学小児高次脳機能研究所） 

 

～ 休憩（5分）～ 

 

第Ⅳ部 講演２            座長：奥村 智人（大阪医科薬科大学小児高次脳機能研究所） 

「Vision Problems in Children with Developmental Disorder and  

Traumatic Brain Injury」 

演者：Hannu Laukkanen（Pacific University）            14:30-16:00 

解説    奥村 智人（大阪医科薬科大学小児高次脳機能研究所）          16:00-16:25 

 

 

 

【閉会の辞】  大会長 川端秀仁 （かわばた眼科）       

 

 



第17回視覚発達支援研究会

教育講演


発達障害児の視機能・
視覚認知


かわばた眼科　院長　川端秀仁

令和04 08 28
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対象認知の発達
　　入力系（受容器、感覚系）


　　　中枢系（知覚、認知）


　　　出力系（運動器）

互いに連携しながら発達し、より詳細な空間感覚、対象
認知力を形作っていく。
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令和4年度　千葉県特別支援教育研究協議会　LD等の発達障害部会

症例１-1
! ６歳のA君


– 眼を細めて見るA君は日頃、おちつきがなく集中力も
続かないことを心配されてお母様が市のこども発達
センターに相談されました。そこで心理士から、知
能は正常ですが落ち着きがなく集中力も持続しない
こと、また耳が良く聞こえていないようなので専門
医に診てもらうようにアドバイスされました。。耳
鼻科では何と左耳は全く聞こえておらず右耳の聴力も
低下していることがわかりました。さらにA君は視力
も悪い可能性があるので、眼科を受診をしたらどう
かとアドバイスされました。
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令和4年度　千葉県特別支援教育研究協議会　LD等の発達障害部会

症例１-2
! ６歳のA君:/眼科での受診結果


– A君は一見元気でものが見えていない様子はないのです
が、強度の遠視（+13D以上）で視力は両眼とも0.03、最
も良く見えるように眼鏡で矯正しても0.1程度と弱視であ
ることがわかりました。


– 0.03の視力では１年生の教科書の文字が大きいといって
も読むことは困難です。即日精査をし眼鏡を処方しまし
た。とても強い度数の眼鏡ですがA君は喜んで装用し半年
後に眼鏡視力は0.3、一年後には0.7に改善しました。現
在、弱視が完治したとは言えませんが、学習には十分な視
力がでてきました。少々落ち着きはありませんが、眼鏡を
掛け補聴器を着けて普通級で元気に勉強しています。
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令和4年度　千葉県特別支援教育研究協議会　LD等の発達障害部会

症例２-1
! ８歳のB君:


– 通常級在籍のB君は、教科書を読むとき、行をとばしたり、
同じところを何度も読んだりして上手に読めず成績も振るわ
ないということで友人のお母さんの紹介で育視舎視覚発達
支援センターを受診されました。


– 本人の話では板書が時間内に終わらずいつも最後迄写せない
ので泣きたくなるが、それでもがんばっているとのこと


– 春の学校の視力検査でC（0.3以上0.7未満）だったので、眼
科で処方された近視の眼鏡を掛けて視力は0.8～0.9となって
います。

5

令和4年度　千葉県特別支援教育研究協議会　LD等の発達障害部会

症例２-2
! ８歳のB君:/センター受診結果


– センターで眼球運動検査をしたところ、注視は持続し、
基本的な、眼球運動に問題はなさそうなのですが、心理
学的眼球運動検査であるDEMを実施すると読み飛ばしや
読み間違いが多く、これが読書や板書の苦手さに繋がっ
ているようです。　簡単な眼球運動トレーニング（１
Scale法、コラムサッケード）を実施したところ1ヶ月
後、行飛ばしが減り読書が改善してきました。板書も、
他の子どもに比べるとまだまだゆっくりですが何とか時
間内に写せるようになってきました。


– B君は、文字の形から意味に繋げる力が弱いDyslexiaの
可能性があるため言語面からの精査を予定しています。
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令和4年度　千葉県特別支援教育研究協議会　LD等の発達障害部会

症例３-1
! 7歳のC君:


– 通常級のC君は、見本の文字をみせて何回練習
させても一部のひらがなやカタカナ、漢字が覚
えられず、そのうち嫌になり投げやりな態度に
なってしまいます。忘れ物も多く、授業中落ち
着きなく常にそわそわしていると担任の先生か
ら指摘されています。黒板の文字が上手に写せ
ないなどの問題があり、よく視えていないので
はないかとの主訴で視力の精査を求めて眼科と
育視舎を受診されました。
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令和4年度　千葉県特別支援教育研究協議会　LD等の発達障害部会

症例３-2
! 7歳のC君:/眼科、センター受診結果


– 眼科での検査で、C君は弱度の遠視がありますが、視力や、眼の動きに大きな
問題はありませんでした。育視舎で三角形や菱形など基本図形の模写検査を
したところ、斜めの線が上手に書けません。また３本線が1点で交わっている
図も正しく写せませんでした。


– 　模写課題　　　　　　　C君の模写


– 基本図形の構造概念が獲得されていないと判断し、この概念獲得のためのト
レーニングを指導しました。触覚刺激による形態覚訓練、斜めの動きを含む
粗大運動、空字、Flash学習教材集の文字学習ソフト、ジオボード、点結び課
題などを実施したところ、3ヶ月後書ける文字が徐々に増えてきました。持ち
物の忘れや落ち着きのなさについては、相変わらずです。全般的な発達の評価
のため小児科受診を勧めています。


– 8

令和4年度　千葉県特別支援教育研究協議会　LD等の発達障害部会

症例４-1
! ９歳のD君:


– 小学校３年生のD君は、筆圧が弱く、何回練習させても字が
上手にかけません。またノートのマス目に文字が入らず、マ
ス目から大きく文字がはみ出したり，行をそろえて書いたり
することができないことから見え方に問題があるのではとい
うことで視覚発達支援センターを受診されました。


– D君はまた、線に沿ってはさみで切ることが苦手です。身体
全体を使った動きも苦手で、縄跳びや鉄棒ができないとのこ
とです。
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令和4年度　千葉県特別支援教育研究協議会　LD等の発達障害部会

症例４-2
! ８歳のD君:/眼科、センター受診結果


– D君は、弱度の遠視性乱視でしたが、裸眼視力や、眼の動きに大き
な問題はありません。また、基本図形の模写検査でも、基本構造は
理解出来ているようです。しかし、見本文字を上からなぞらせたと
ころ大きくぶれてしまい、点結び課題でも始点と終点から正しく始
まらず線もずれてしまいます。


– D君の問題は、手先の不器用さと眼と手の協応、身体バランス不良
にあると判断し、トレーニングを紹介しました。モロ反射の遷延に
起因すると思われる連動運動解除の練習について指導し、眼手の協
応と手先の巧緻性を改善するためのトレーニング（○×レース）を
行いました。またその際、本人が取り組みやすいように、ペンシル
グリップを使用してもらいました。3ヶ月間継続して取り組んだと
ころ、点結び課題ではまだ完全とは云えませんが、原始反射は見ら
れなくなり文字も大分上手に書けるようになってきました。
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発達障害の頻度 
全国調査（２０１２年２月～３月 文部科学省）

通常学級教師へのアンケート調査1

6.5%

11

LD:4.5

ADHD:3.1 ASD:1.1

2.9

1.1

0.3

「聞く」「話す」: 

「読む」「書く」: 

「計算する」「推論する」: 

に著しい困難を示す

0.4 0.1

1.3 0.3
「不注意」: 

又は 

「多動性−衝動性」: 

の問題を著しく示す

「対人関係やこだわり
等」の問題を著しく示

す

1.7
2.4
2.3

2.7

1.4

6.3%/2002
4.5％/2002

　　3.2%/2002 1.7%/2002

発達障害の定義
  発達障害者支援法(平成17年4月1日施行)から

第二条　この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー
症候群とその他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障
害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年
齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。


    ２　・・・、「発達障害児」とは発達障害者のうち十八歳未満の
ものをいう。


    ３　この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、そ
の心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進す
るために行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育
的援助をいう。

学校現場ではH19年４月１日より特別支援教育として実施
12



学習障害について
学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞
く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定
のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すもの
である。

学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの

機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知
的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原
因となるものではない。

平成11年7月の学習障害児に対する指導について(報告)より抜粋
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発達障害をもつ子供達は
視覚に問題を持つ場合がある
視覚情報の正しい入力ができていない


　視力がよくない

　両眼視が良くない（斜視があるなど）

　目が上手に動かせない　　　　　Etc.


視覚情報の正しい処理ができていない

　見ているものを覚えられない

　見ているものの区別が出来ない　　Etc.


身体バランスが上手にとれず、眼と手足の協応
も上手でないことが多い................
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視覚機能における3stages
1.視機能（入力系）


視力、屈折、調節、眼球運動、両眼視機能など 

視覚情報の入力の質、効率に関係する

　　
2.視知覚・認知（中枢系）

視覚情報を要素的分析的処理を通しひとまとまりのもの
として把握し (視知覚)、意味情報と参照し何であるか理
解する (視覚認知)

視覚情報の符号化、保持、想起（視覚記憶）


3.視覚・運動統合（出力系）

眼手の協応など
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ちゃんと見えているか？

ちゃんと理解しているか？


ちゃんと表現できるか？

百聞は一見にしかずと

言うけれど….何度


見てもわからないものもある

視覚認知とは見ているものが
何であるか理解することである


このことが可能になるには　　
いくつかの条件が必要である
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発達障害児の視機能
当院視覚発達支援センター受診者

2002年8月から2009年3月までに視覚認知検査を受けた6歳～12
歳　818名の視力、屈折、調節、両眼視機能、眼球運動

遠見視力、眼球運動は不良の児童が多い

両眼視機能では斜視がやや多い傾向がみられた

17

遠見視力

平成22年度学校保健統計検査結果：「裸眼
視力1.0未満の者」の割合は、

　　幼稚園26.4％、小学校29.9％、

　　中学校52.7％、高等学校55.6％

「裸眼視力0.3未満の者」の割合は、

　　幼稚園0.80％、小学校7.6％、

　　中学校22.3％、高等学校25.9％
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A:1.0以上、B:0.9～0.7、C:0.6～0.3、D:0.2以下

裸眼視力1.0未満の者:64%
0.3未満の者:22.5%

裸眼視力1.0未満の者:56.5%
0.3未満の者:34%

裸眼視力1.0未満の者:68%
0.3未満の者:27%



視力検査結果や近見視力と知能検査や学習能率の関連を示唆している 
1.　DTVPの成績と視力との関係について： 藤原等 　心身障害児の 
     教育と心理　ニ瓶社p141-181（弱視児対象） 
2.　学校健康診断における近見視力検査の意義と導入計画 について 
     高橋ら　2008 
3.　近見視力検査の導入に向けてー小学生の視力検査と屈折検査から 　　 
　　川端ら　2008　小児眼科学会　 
4.　小学校近見視力不良者の屈折、調節、視行動について　 
　　川端ら 臨床眼科学会　2008 
5.視機能と視覚認知の関係「１」視力とDTVP-IIの関係　　 
　　川端秀仁 　第4回 視覚発達支援研究会専門部会 2009　 

その他　視力と読みの関連を示唆する論文 

Bases for effective reading  Tinker,M.A. University of Minnesota Pres. Minneapolis.

視力と 
知能検査や学習能率との関連
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正視・近視・遠視・乱視

ぼんやりリラックスした状態で

l 網膜の前にピントが合う「近視」

l 網膜のうしろにピントが合う「遠視」

l どこにもピントがあわない「乱視」の３つにわけられる。

20

近視の見え方と注意点
! 小学校入学以降増加する

! 遠くは見えにくいが近くは良くみえる


– 弱度の近視は近くを見るのが楽

– 強度近視では通常の近業距離では見えない


• 見え方の不便さの程度により眼鏡装用が必要

– 視力0.3未満では遠方の世界への関心が拡がらない

- 近視の成因の基本は遺伝的なもの。一部後天的環境要因が関係する。

- 眼鏡をかけたから近視がすすむということはない。

- 強度近視の一部は病的近視で網膜機能に障害がおこることがある

21

遠視の見え方と注意点
! 弱度では遠くも近くもみえるが、強くなるにつれ、近くも
遠くも見えにくくなる。


! 幼児期に見逃されると弱視になることがある

– 片眼の強度遠視は特に注意


! 検診で見つかりにくいが、

– 小学校低学年までの視力低下は遠視が多い


! 近業作業で疲れやすく（目の疲れ、頭痛）根気が続かなく
なる場合もある

– 学業不振、読書困難の原因となる可能性もある


! 視力が良い時と悪い時がある

22

学年別屈折分布
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乱視の頻度

0% 25% 50% 75% 100%

76%22%2%

強度（C-2.00D以上）
弱度（C-0.75D～C-1.75D）
乱視なし（C-0.50D以下）
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学年別

遠見視力と近見視力
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遠見日常視力 近見日常視力

A：1.0以上

B：0.9以下0.7以上

C：0.6以下0.3以上

D：0.2以下

A：0.8以上

B：0.7以下0.5以上

C：0.4以下0.3以上

D：0.2以下

眼鏡装用者は68名（12.4%）

CL装用者は1名（0.18%）

25

調節機能

いろんな距離にある対象物にピン
トを合わせる機能


• 外界の物体の像を網膜上に鮮明に結像さ
せるため、毛様体筋の働きにより眼光学
系の屈折力を増加させる作用を調節とい
い、増加した屈折力を調節力という。

26

調節力と調節効率

27

調節力、効率とも弱い。
ASDでは検査が出来ない子
が多い。

28

5つの眼球運動
旧タイプ：頭部や外界が動くとき見ている像を網膜上に一定
に保つ（網膜周辺からの情報も含む反応）


•　前庭動眼反射（VOR）

•　Optokinetic Nystagmus(OKN)


新タイプ：特定の関心ある対象の像を中心窩に移動させたり
維持する。（中心窩からの形態情報を利用）


•　衝動性眼球運動（saccade）

•　追従性眼球運動（pursuit）

•　輻輳・開散運動（vergence）

衝動性眼球運動 （saccade　サケード）
! たとえば、読書時は、概念をもつ単語や文節等ごとに、

視線を移動して読む運動。

２つの共同性眼球運動
追従性眼球運動（pursuit  パスート）


! たとえば、飛んでいる虫を、目で追うような眼球運動。また、先
生が書いてみせる漢字の書き順を確認できるような眼球運動。 生
後２日でも追視するがすぐ見失う


4ヶ月から12ヶ月でほぼ完成

30

輻輳・開散運動 
両眼のチームワーク

両眼の視線を注視点にあつめる機能

眼位、屈折・調節と密接に関係し、両眼のチームワークの基
本


眼位異常を調整する働きを持ち、両眼視機能成立の運動面
からの基礎となる

輻輳：両眼視線を寄せる眼球運動

開散：両眼視線を開く眼球運動


読書などの近見作業で特に重要



Saccade（衝動性眼球運動）

Pursuit（追従性眼球運動）を

　1 Ability（能力）

　2 Accuracy（正確性）

　3 Head and Body move（頭と身体の動き）

にて確認する

NSUCO 眼球運動検査

NSUCO Method of Saccades and Pursuits
（Northeastern State University College of Optometry）

31

共同性眼球運動

7

追従性・衝動性運動

32

NSCOU3点以下
の割合

DEM 
Developmental Eye Movement Test 

Pre test、TEST A、TEST B

33

DEM 
Developmental Eye Movement Test 

TestA＆Bに使用されている
数字はTestCに使用される
数字と同じ

TestCは眼球運動の負荷が
大きい

TestA＆BとTestCの読み上
げ時間を比較することによ
り、Decordingの弱さか、
眼球運動の弱さか判断する
ことが出来る

34

眼球運動2

8

35

DEM:

Developmental eye movement

LD,ASDで水平の得点が低く、眼球運動の苦手さが伺われる

発達障害と眼球運動
1. Voluntary control of saccadic and smooth-pursuit eye movements in 
children with learning disorders. 

Fukushima J, Tanaka S, Williams JD, Fukushima K 

Brain and Development 27: 579-588. 

2. Reading disorder児における衝動性眼球運動の検討 

奥村智人　若宮英司　鈴木周作　他 

脳と発達　38：347—352,2006 

2.学習障害児の滑動性追従眼球運動におけるサッケード混入率と 

　　視覚認知との関連 

世良彰康 
札幌医科大学大学院保健医療学研究科博士課程前期（修士課程）論文 

4. 読み書きに苦手さをもつ児童の視機能及び知能検査について 
　－視力、眼球運動と認知・知能検査－ 

簗田　明教†   川端　秀仁†   長嶋　祐二‡ 

Wit2009 
  

眼球運動不良が読み書き障害の原因なのか結果なのか？議論は残る
36



生後４ヶ月の視覚
! 目だけの追視、遠方への注視、

! 視野(固視点を動かさずに認識できる外界の広がり)が拡大してくる


! 水平方向　外方100°、内方60°　

! 垂直方向  上方 60°, 下方70 °


７週で成人の40％(35°)

基本の完成 6～12ヶ月

成人同様 5才、37歳頃ピーク


! 近方視で注視時間が延びる

青・黄色の区別ができ色覚が完成する

37

読みと視野
中心窩の視野が欠ける中心暗点があると読みは大きく障害される 

　その程度は暗点の大きさや部位に関係する 

求心性視野狭窄の場合、読み速度が影響を受ける 

　横書きの場合中心から右側に６～８文字 

　(知覚の範囲≒平均的サッカード範囲)が見えれば読み速度はある 

　程度維持される 

　中心から右側に７～８文字以上１５文字程度離れた範囲は網膜上で傍
中心窩に結像し単語認知範囲と呼ばれ単語の輪郭等の情報により読みに
寄与する

38
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眼位 
両眼視機能の基礎

! 注視点を両眼で見るときの相対的な視線の位置

– 片眼遮蔽などで注視点を両眼で見なくてもいいときの相対的な視線の位置

– 固視点の位置により異なる


目標に向かう視線方向に比較して

外向き　：外斜視（位）、

内向き　：内斜視（位）、

上下ずれ：上下斜視（位）

さまざまな色覚

41

色覚障害で困ること

現在、色覚異常に対する制度的な制限はほとんどない（進学についても）。しか
し、就職では、電車の運転士やパイロットなどでは、職業特性上制限がある。そ
れら以外にも雇用側の判断で、色覚検査が求められる場合はあり、職業適性要素
の一つとして色覚のことを考慮する方が良い。

まぶしさへの対応
　まぶしさのための見にくさ


!適切な採光がポイント

– (1) 室内照度を低下したり 、遮光レンズを装着して光量を減少させる

– (2) 文字を読む場合、白黒反転し明るい部分の面積を減少させる 

– (3) ゴーグルや虹彩付きCLや遮蔽板をつかって不要な光をカット

42

症例

11才　男児、先天無虹彩

遮光をトライ

レンズ装用当初は反応なし

レンズをはずしたとき眩しくて声をあげ
る。何度か装用して装用したときの効果を
確認。戸外用と教室用の2種を処方



視覚過敏について
視覚過敏：入力刺激への過剰反応


症状

眼を細めている、通常の明るさでまぶしがる、明所で視力低下、人混みに出ることや雑然とし
たものを見るのをいやがる蛍光灯を避ける


4つのタイプ

1.感覚器の異常:眼疾患に起因するもの

2.三叉神経反射路の異常

3.視覚情報処理の障害:Irlen症候群？

4.感覚調整障害:低反応、過反応、感覚探求 by Iwanaga 

44

感覚器・知覚神経異常に
起因するもの

眼科医としてはこの診断、治療が重要

角膜、中間透光体、網膜、視神経などの疾患で生じる

未熟児、Down syndromeなどで疾患の合併が多い


1　光量 コントロールの 機能不全による

– 虹彩欠損、無虹彩、ぶどう膜欠損、白子眼など


２　ヴェーリング（光膜）による

– 見たいものと背景のコントラストが低下し、まぶしさを感じる

– 中間透光体、涙液、角膜、前房、水晶体、硝子体の濁りに起因する


３　光に対する網膜の感度低下による

– 視細胞の感度低下による

– 白子眼、全色盲、黄斑変成、緑内障


4　その他・知覚神経の異常による
45

視覚過敏への対応について
　視覚情報の入力調整が必要 

1.原疾患がある場合、可能ならその治療を行う

2.入力光に対する環境調整


1. 室内照度を低下したり、遮光レンズを装着して光量を減少させる

2. 文字を読む場合、白黒反転し明るい部分の面積を減少させる

3. 文字を読む場合、Color filterをおき情報を調整する

4. ゴーグルや虹彩付きCLや遮蔽板をつかって不要な光をカット

5. 蛍光灯のちらつきが気になる場合、LED照明や白熱球にかえる


3.入力刺激情報に対する環境調整

1. 呈示する情報を整理し必要なものだけを順番に呈示する

46

注！：盲学校在籍者では、眼を細めていながら、眩しさを訴えない場合も多い

Irlen Syndromeについて
米国教育心理学者のヘレン・アーレン（Helen Irlen）が1980年代
初頭から提唱している視知覚障害の概念。

Scotopic Sensitivity Syndrome: SSS）とも言われる。


　症状：文字が光る、ゆがむ、動く、飛び出すなどの症状

　　　　のために読書・書字が困難になる

47

Vision Training(VT)やColor filterの効果 
発達性読み書き障害に対する米国小児科学会と眼科学会 

の共同声明2009年 から

48

• 治療の対象となる明らかな眼科的異常、特に屈折異常、斜視、弱視を治療するべ
き（対処されていない場合も多い　by Kawabata）


• 顕著な輻輳不全の例では、輻輳トレーニングやプリズム装用は読み書きに関して
decordingや理解力を改善することはないものの、読み書きをより快適なものに
できるかもしれない。


• その他のVTや、Color filter使用、Neural Trainingについては科学的な効果が証明
されていないということを両親と話し合うべきである


参考：Science-based Medicine ”Irlen Syndrome”　August 7, 2013

           Steven Novella MD. Yale Univ.  Clinical Neurologist       

　視覚認知とは
見ているものを理解すること

外界からの新しい事象は児の知的関心を喚起する。児は自ら環境
を探索し、主体的に働きかけ未知の世界を自己の内なる既知の世
界へと内在化してゆく。自己と環境との相互作用を通じてより高
次の認識が育つ

49

佐島　1999

視覚機能は、自己と外界との相
互作用の中核をなす機能である



視覚情報の流れ
Ventral stream


腹側視覚経路の機能 


Whatの経路

事物固有の形態や色などの視覚的な特徴を認識し 
意識的知覚を担う。

網膜のP-Cellから側頭葉へと続く


Dorsal stream


背側視覚経路の機能 

Where or Where to goの経路

事物の視覚的制御に大きさや視空間での位置や動
きの方向などの外因的特徴を認識し、その視覚的
制御を担う。

網膜のM-Cellから頭頂葉へと続く

50

いくつかの視覚の法則
対称

類似

近接

閉合

連続

51

視覚情報の体制化例
多義図形の例

52

視覚記憶
• 単一図形記憶・連続図形記憶

短期記憶→長期記憶


視覚のワーキングメモリには視覚情報をそのまま記憶す
る部分と言語・構造化して記憶する部分がある

53

視覚機能に影響する
代表的疾患

• Dawn症や未熟児網膜症では多くの患者で視機能が影響を受けて
いる。まず屈折異常の矯正が必要となる場合も多い。(by 高橋広先

生)　白内障、斜視などの合併も多く、精査が必要である。


•その他、多くの先天疾患で視覚機能が影響を受けるが、　　　
ウィリアムズ症候群、脳室周囲白質軟化症、神経線維腫症１型
（Von Recklinghausen病）で視覚の問題が指摘されている。

視覚機能に問題のある先天疾患 1

a.定義：7番染色体長腕(7q11.23)内の微細な染色体欠失に起因する隣接遺伝子症候群であ
り、成長と発達の遅れ、視空間認知障害、心血管疾患(特に大動脈弁上狭窄)、高Ca血症、顔
貌の特徴（天使様顔貌）などを主徴とする。 

b.疫学：約1~2万人に1人と推定される。 

c.病因・病態 

エラスチン遺伝子の欠損によるエラスチン性動脈狭窄(大動脈弁上狭窄など、全身の血管病
変)が特徴的である。エラスチン蛋白の減少によって動脈血管の中膜のエラスチン線維が薄
く断片化し、代償的に平滑筋が増殖して動脈壁は 肥厚し、動脈狭窄を起こす。視空間認知
にはLIMK1遺伝子の欠損が関与している。 


d.視覚に関連する症状：視空間認識の弱さ

　　　　　　　　　　　眼科疾患　斜視（内斜視50%）、屈折異常（遠視50%）

ウィリアムズ症候群



視覚機能に問題のある先天疾患 2

a.定義：脳室周囲白質軟化症(PVL)とは、早産児(主として在胎32週以下)の脳室周囲の白質に起
こる虚血性脳病変である。早産児では、脳室側からの血管の発達が遅れており、グリア形成も未
熟であるため、脳血流が減少すると、容易に虚血性の組織壊死がおこる 

b.疫学：極低出生体重児の救命率の向上とともに発生率は増加している。極低出生体重児の約7
～14％に発症すると報告されている。 

c.病因・病態 

未熟な脳では脳室周囲における血液分布が未発達であり、なんらかの原因で低還流になるとそ
の部分の白質が壊死に陥り徐々に四肢の痙攣性麻痺や弛緩性麻痺の症状を呈する。通常知能
障害は軽度であることが多い。 


d.発達障害に関連する症状：視空間認知障害、視覚記憶障害、学習障害　

頭頂-後頭領域の白質や前頭葉白質に関連した末梢の視放線?に優位な損傷が生じることで,大
脳後部の視覚ネットワークの相互コネクションに 損傷が起こっているか？

脳室周囲白質軟化症
視覚機能に問題のある先天疾患 3

a.定義：神経線維腫症I型（NF1，レックリングハウゼン病）はカフェ・オ・レ斑，神経線維腫と
いう特徴的な皮膚病変を主徴とし，そのほか骨，眼，神経系，副腎，消化管など様々な臓器に多
彩な病変を生じる母斑症であり，常染色体優性の遺伝性疾患である。 

b.疫学：出生約3,000人に1人の割合で生じ，本邦の患者数は約40,000人と推定されている。患
者の半数以上は孤発例（突然変異）である 

c.病因・病態 

原因遺伝子は17番染色体長腕（17q11.2）に位置し，ゲノムDNAは350kbにおよぶ巨大な遺伝子
(NF1遺伝子)で，その蛋白産物はneurofibromin（ニューロフィブロミン）と呼ばれる 


d.発達障害に関連する症状：学習障害、ADHD

　　　　眼科疾患　－虹彩小結節（Lisch nodule），視神経膠腫など

神経線維腫症1型/Von Recklinghausen病

視知覚機能 
トレーニングの考え方１

! 眼科的問題の解決が大切

– 眼鏡処方、結膜炎、睫毛内反治療など

– 調節、両眼視


! まず初期トレーニング

（注視、追視、視覚的探索の練習）

– 次に身体バランス・コントロールのトレーニング


! 左右概念　

! 左右手足のコントロール

! 原始反射に起因する連合運動


– 併せて視覚認知トレーニング

! 手先の巧緻性を含まない視知覚　

! 手先の巧緻性を含む視知覚

視野内の情報の図地
分別養成

空間認識の基礎となる感
覚統合力養成

さまざまな視覚の法則

眼手の協応の養成
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視知覚機能 
トレーニングの考え方２

LD：PIQが低く視覚認知能力の落ち込み、眼球運動面の苦手さがあるケースが
多く、全体的な「見る」力を育てるビジョントレーニングが必要なケースが多い
と考えられる。


ADHD：視覚的な問題を疑い受診するが視覚面の問題は少ない。ADHD群では
不注意や衝動性といった症状、もしくはワーキングメモリーやプランニングなど
前頭葉機能の働きが学習に影響しているのではないかと考えられ、DN-CASなど
の心理検査や神経心理学的検査を用いた検討が必要な場合が多い。


ASD：LDやADHDを重複しているケースも多く問題も様々である。視力不良の
ことも多い。まずは眼科を受診し、屈折異常や調節機能、両眼視機能などの視機
能に問題がないか検査することが望ましい。また、眼球運動不調も多く、これが
読み書き障害に影響を及ぼしている場合も多いのではないかと考えられる。
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視覚認知バランサー
視覚認知の発達支援のために

60

まとめ
•視覚機能の３段階について


視覚機能は、視機能（正しく見る力）、視知覚認知（見て正しく理解する
力）、視覚運動統合（見て正しく操作する力）の相互に関連する３つの部分
からなる。

眼科では、視機能をなんとか見えるではなく楽に正しく見えるようにするこ
とが肝要である


•発達障害児への支援

児に関係する教育、療育機関・医療各科が連携し、専門家（発達を専門とす
る医師・視能訓練士・臨床心理士・作業療法士・言語聴覚士・特別支援教育
士等）により、それぞれの児のもつ個々の課題に応じてトータルなトレーニ
ングや教育がなされるのが理想的である。しかし、このような連携は、残念
ながら現在十分に構築されているとは言えない。

より多くの視覚支援が出来る人材を養成し、支援の核となる場所作りが急務
である。
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ビジョントレーニングから
学習支援へ

視覚発達支援センター
柳下　記子

読み書きの苦手さがみられる男児（小２）
主訴：読みの苦手で文字が並んでいると読むこと
を拒否する。定規のメモリを読むことが苦手。　
計算は得意だが、文章題は意味が理解できない。
文字を書きたがらない。

WISC　全検査IQ:73　

言語理解:66

知覚推理:98

ワーキングメモリー:60

処理速度:86

問診時とその他の情報
発達障害についての診断はなし

地元の発達クリニックに通う（カウンセリング）

注意の持続が難しく、学習に意欲が持てない。

眼球運動                                
①基本的な眼球運動（NSUCO）    　　　      
追従性眼球運動（Saccde）　4/5 2/3 5/3　   
衝動性眼球運動（Pursuit） 3/5 2/3 5/3

②読書時の眼球運動検査（DEM)      
言語性 61ss 眼球運動 84ss  error 6

視覚認知発達検査の結果

視覚記憶課題については、単一記憶課題・連続図形記憶課題いずれも
年齢平均にあり問題なし 
2021/10に実施

検査後

月に１回のペースでトレーニング実施

検査時に苦手さが示された眼球運動・視覚認知
の土台となる細部認識・位置関係の理解を促す
課題を中心にトレーニングに取り組む

言語性の弱さが窺われたことから言語検査実施

言語検査（読み書きスクリーニング検査）
                                                            2021/11
速読題（流暢性を見るための課題）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ひらがな・カタカナ（単語）平均＋2SDを超える所要時間　
ひらがな・カタカナ（非語）平均＋1~1.5SD　        
文章課題は、涙目で拒否

音読課題（正確性を見るための課題）　　　　　　　　
ひらがな・カタカナ（１文字及び単語）・漢字　　平均域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書字課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ひらがな１文字　平均−2SD以下の正当数　 単語未実施           
カタカナ１文字　平均-1.5~2SD　　　　　　　　　　　　
漢字単語　　　　平均−2SD以下の正当数



ひらがな清音書字

１分間で４行書き
鉛筆が止まりました

全体的に落ち着きがなく自肯定感が低い印象

トレーニング課題
線たどり　　　　　　　積み木課題　　　　

 

❌

2021/12

文字課題では拒否することが多い

ひらがな50音 3分

2021/12

2022/01

３ヶ月後 2022/02

眼球運動                                
基本的な眼球運動（NSUCO）  　  　　　      
追従性眼球運動（Saccde）　5/5 4/3 5/3　   
衝動性眼球運動（Pursuit） 5/5 4/3 5/3

コラムサッケードを拒むことなく取り組む

⭕

月に2回のペースでトレーニング実施

文字課題に落ち着いて取り組むようになる

現時点での経過

細部にまで注意を向けて見比べることが可能に　　
なり、位置や向きの理解もスムーズになる

学習に対しては抵抗はあるが、読み書き課題へは　
拒否することなく取り組む

学校でも課題に取り組むようになる

読書時に使われる複雑な眼球運動（DEM)      　
言語性 97ss 眼球運動 90ss  error 92ss（5）



今後の課題
課題に対し拒むことなく取り組めるようになったことから

文字学習の基礎となる音韻意識課題(聴覚的記憶
課題も含む）・言語表出課題(仲間集め、用途説
明、状況絵の説明など) を  中心に取り組む。

引き続き、視覚認知の土台となる細部認識・
位置関係の理解を促す課題

最後に
眼球運動、視知覚課題の苦手さはビジョントレー
ニングで軽減され、学習の基盤が構築されたが、
意欲的に学習に取り組むためには、支援者との関
係性、レベルに合わせた課題を通して学習する事
が重要である。

視覚認知発達に苦手さを持ち、学習に困難を抱え
る児童の多くは、精査にとどまらず、発達特性や
言語面の発達、さらにその後の学習プランを本人
と共に構築するなど、包括的な関わりが重要だと
考える。


