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はじめに

昭和63年度学校保健統計調査により推計すると、

小 ・ 中 ・ 高等学校において約40万人の児童生徒が

色覚異常であると考えられます。

一般的には、色覚異常であ っても、ほとんどの

場合、日常生活に不自由を感じることはないとい

われています。 しかし、色覚異常の児童生徒の中

には、 学業生活のある場面で色の識別に困難を感

じたり、将来の進路選択の面で不安を覚えたりす

る者もいると思われます。 また、色覚異常者の色

彩感覚について「色がま ったく見えない」 とか「赤

と緑が逆に見える 」 などと誤解をしている者もあ

るといわれます。

そこで、まず教師が色覚異常について正しい知

識をもち、色覚異常の児童生徒の実態を的確に把

握し、 学習指導や生徒指導、進路指導等において、

適切な指導を行うことが必要となります。

このため、文部省において、 学校における教師

の指導の参考となる手引書を刊行することとしま

した。 この手引書は、 学習指導や生徒指導、進路

指導の各領域において教師が留意すべき事項を中

心に構成し、更に、資料として色覚異常に関する

基礎知識、学校における色覚検査と事後の扱いを

掲載しました。各学校においては、本書を部分的

にではなく、 全体を通してお読みいただき、全教

職員が色覚異常についての認識を深め、共通理解

を図った上で、色覚異常の児童生徒に対し、適切

に対応されるよう期待します。

なお、本書の編集に当たって終始熱心にご協力

いただし、た色覚問題に関する調査研究協力者各位

並ぴに貴重な意見や資料を提供してくださった関

係各位に深く感謝の意を表します。

平成元年 3 月

文部省初等中等教育局長古 村 澄ー
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色覚異常にかかる指導の在り方

よ 指導の基本

児童生徒にと って、学校は学習の場であり、

豊かな人間性を培うところです。そして、その

あらゆる活動を通して、知 ・ 徳 ・ 体の充実を図

り、人間としての望ましい在り方生き方を追究

し、将来の夢を育む生活の場とするところです。

そのためには、 一人一人の児童生徒が生き生き

と明るく日々の活動を展開することができるよ

うにしていく必要があります。

児童生徒は表面に現れなくても、 学業や進路、

自分の性格、対人関係、健康のことなど、何ら

かの悩みや問題を抱えているはずです。しかし、

ことに色覚異常などのように自分の身体上のこ

とになると、表面に出したがらないものです。

そこで、教師には健康診断の結果や日常の生活

の観察、相談等を手掛りにしながら、適切な対

応をしていくことが求められます。

色党異常者は、資料編に述べる とおり色を感

ずる仕組みが正常者と異なり 、 明るさや鮮やか

さが変わると正常者と違った色の見え方をする

という特質をも っていますが、それなりに色は

‘ - 

わかっています。 その上、色覚異常の程度は一

人一人異なり、日常生活にはほとんど支障のな

い者が大部分であるといわれます。このことを

前提にして指導に当たる必要があります。すな

わち、 当該児童生徒を特別視することのない姿

勢を保つことが必要となります。

大切なのは、児童生徒をよく観察し、必要と

考えられる場合に、相談等適切な対応をするこ

とです。教師のさりげなく温かい配慮、こそ求め

られるものであり 、 少なくとも教師の不用意な

対応で、当該児童生徒を傷つけることがあって

はなりません。

色覚に異常のあることも、その児童生徒の個

性とも考えられるという立場に立ち、当該児童

生徒に対する指導も、その他の児童生徒に対す

る指導の在り方と同様であることを基本として

進める必要があります。

要は、 一人一人が個性をも ったかけが之のな

い児童生徒であるという人間尊重の考えに立っ

て指導に当たることが大切です。
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II. 学習指導の在り方

学習指導において色覚が問題となる場面は、

黒板の利用、教科書や掛け図、絵の具類の扱い、

OHP等の教材教具の活用、 実験 ・ 実習等におい

て色判断を必要とする場合等が考えられます。

しかし、 学習効果を高める観点からすれば、色

をまったく使用しないことは考えられません。

したがって、色覚異常児童生徒にも識別しやす

い配倶で構成するなど、工夫が必要です。要は、

学習の計画から評価に至るまで、教師のさりげ

なく温かい配慮が必要です。

以上を基本にして 、 次に学習指導の場面にお

いて留意すべき事柄について、幾つかの具体例

を示すことにします。なお、色覚異常といって

も、その程度は千差万別で‘、示された具体的事

例は、必ずしも色覚異常児童生徒のすべてに当

てはまるものではありません。 児童生徒の色誤

認の状態を勘案して適切な指導に当たってくだ

さい。

《板書》

板書するに当た っては次のような点に留意す

るとよいで、しょう。

①緑色黒板上に赤や青色のチョークを使用する

と見にくいので、主に白や賞色を用いる。

②重要性を強調するためあえて赤チ ョ ークなど

を使用する場合、｝；lj な色でアンターラインや

囲みをつけるようにする 。

③色チョークを使用する場合、色名をはっ きり

告げ．る ようにする 。

④文字、図、絵等はできるかぎり大き くはっ き

りと書 く 。

⑤図を描いて、色分けをする場合には、文字や

記号を併記するとよい。また境界線等は白チ

ョークを用いて区別をはっきりさせる方法等

を工夫することが大切である。

⑥黒板の表面にチョークの粉が残って他の色と

混じることのないよう、常にきれし、にしておく。

3 
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〈地図等〉

授業では地図やグラフをはじめ多色の図表を

使用する機会が多くありますが、その際色覚異

常児童生徒にと って識別の手助けとなるような

方法を工夫する必要があります。特に地図の場

合は、緑色や茶色の系統の色がよく使われてい

るので、 f~IJ えば読図に当たっては、平野は緑色

であり、 山は茶色、海は青色であること、更に

高度 ・ 深度により濃淡があることなど 、 色分け

を言葉の併用で説明することか望まれます。ま

た、掛け図等を併用し、位置を示しながら確認

することも大切です。

なお、最近の教科書の中の地図やグラフ等は、

色分けについてかなりの改善がなされています

から、図表を自作する場合には、参考にすると

よいで、しょう 。

《OHP、掲示物〉

OHPを使用したり、掲示物（臼模造紙）を作成

したりする場合、文字、線等は主に黒や青を用

います。 グラフ等で色を用いる場合、文字、記

号等を併記するとともに、境界をはっきりさせ

ます。また、識別 しやすい色を並べる配慮が必

要です。 なお、 二枚以上のTPを重ねて使用する

場合には、色が重なることがありますので、 特に

注意が必要です。色模造紙等の使用に当たって

は、文字の色等に気をつけたいものです。

・グラフの作成
わが国のエネルギー供給構成（ 1986年）

原子力

天然ガス

原子力
11.0% (375¥ 

l 百万 l
＼ トン ノ

石炭 、J

18.4% 

※上は識別しやすい配色で、かつ境界線がはっきりしてい

る好ましい例であり、下lは好ましくない例

〈採点、添削〉

作文やレポー ト 等の添削に際し、赤、ペンや赤

ボーノレペンがよく使用されますが、線がま閉し、た

め黒文字に固まれ見にくいといわれます。 答案

の採点も同様のことが言えます。できれば色鉛

筆等の太字の赤を使うとよいでしょう 。

〈実験・実習〉

実験 ・ 実習の指導に当た っては、色の違いの

みならず、形、大きさ 、 手触り、模様、明H音な

ど、他の要素を加えて判断し、表現するように

工夫する必要があります。 また、表現において

は、色に文字 ・ 記号を書き加えたり、境界部分

に線を入れたり、紛らわしい色を使わないなど

の配慮をすることが大切です。

［化学反応］

水溶液の性質を調べるために、 リトマス紙、

ブロムチモールブルー（BTB）水溶液、赤キャベ

ツ液などの指示薬を用いて、色変化の識別がよ

く行われます。 このほか、中学校以上では物質



の化学反応による変化の様子な ど も色つ きの絵

や写真などによ って表すことがしばしばありま

す。 これらの判別においては、色の変化の程度

が判断できるよう、 表現の工夫が必要です。

酸性 アルカリ性 中性

呈色反応（ リトマス試験紙）

【観察・表現］

花の観察をさせる場合、色党異常者の中のあ

る者にと っては濃い縁の葉に紛れて赤い花が見

えにくいことがあります。 また理科の学習では、

植物の成長に伴う変化や季節による変化、また

は種類の違い等を識別するため、花や葉などの

色の違いを話し合ったり、スケ ッ チしたものに

色を付けたりすることがあります。 このような

場合、花の位置と色を具体的に示すことが大切

です。

また、果実などか ら しは、 り出した i十を水に混

ぜ、色水にしてその違いを見たり、でんぷんの

ヨウ素反応を調べたりすることもあります。 更

に、 空気や水、地面の温度の測定値などをグラ

フに表したり、 雲や風の動きや気圧の変化、地

層 ・地形や地殻変動等を図に表したりするのに、

色を用いて表現することもあります。 このよう

な場合、色以外の要素を加えて判断、表現させ

る工夫が必要です。

花壇

［回路配線］

強電・弱電を問わず、回路の配線は色別にな

っており、色覚異常の程度によ っては識別しに

くいようです。 そこで、可能な限り区別の容易

な色を使用するとともに、必要に応じて文字 ・

記号による説明を加えるような配慮が必要です。

また、汚れによる変色のない材料を使うように

します。 なお、生徒に作業のためのペアを組ま

せ、十分な時間を保障するとともに、明るい場

所で作業を行うようにします。

カラーコード

5 
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〈造形的な表現活動などの指導》

指導計画の作成に当た って、絵の表現活動に

偏ることなく 、 工作的な活動など広く 他の表現活

動も十分経験できるようにするこ とが大切です。

このことは、色の使用について負担を感じが

ちな色党異常児童生徒が、絵の表現に指導が偏

ることによ って、表現活動に興味をなくしてし

まうことのないようにする上でも特に必要なこ

とです。

また、絵の表現についても、色の影響の少な

い素描をさせるなどの配慮、 をして、表現活動の

楽しさを味わわせたいものです。

造形的な表現活動においては、児童生徒一人

一人が、対象を見て感じたことや思ったことな

どをもとに、想像力を働かせて創造的に表現す

ることを楽しむようにし、その能力を高めるよ

うにします。

そこでは、個々の見方や感じ方が大事にされ

る必要があり、色覚異常児童生徒も自分の見え

方や感じ方で表現活動を行っているので、たと

え、色合いなどに他の児童生徒との違いが見ら

れでも、それは、その児童生徒なりに自分の特

性を生かしているということができます。

したがって、中学校・ 高等学校における教科

又は科目の選択に当たって、本人が美術を希望

する場合、色覚異常を理由に拒むようなことが

あ ってはなりません。

《各教科・科目の評価・評定》

評価・ 評定は、指導過程全体にわたって行 う

ようにし、児童生徒の学習意欲を高めるように

配慮する必要があります。

特に、図画工作科や美術科の造形的な表現活

動においては、改善されているとはし、え、まだ

活動の結果としての作品のみが評価の対象とな

りがちです。 そのことが、色党異常の児童生徒

に必要以上の負担をかけることにな っているよ

うです。

したがっ て、 主題の良さや構想の良さなど表

現したかったことや、造形表現への取り組みの

態度を含め総合的に評価し、個々のその ような

努力などに対して称賛や励ましの言葉をかける

ように配慮することが大切です。

また、色覚巽常の程度によ っ ては、 黄色や青

色系統の色にまとめ られるなど他の児童生徒と

は っ きり 異なる色合いの表現をする場合があり

ますが、それは自分の見え方、感じ方で表現を

しているのであり、むしろ特性であるとと ら え、

励ましていくようにすることが大切です。 なお、

指導の過程で普通の色との違いや、用いている色

名 を教えることも、時によ っては必要でしょう 。

その他の教科 ・ 科目においても、図画工作・

美術科と同様に総合的な観点か ら評価すること

が大切です。



《危険防止と安全管理〉

すべての児童生徒にと っ て安全で、、しかも慎

重かつ効率良い授業展開こそが適切な教育的配

慮、といえます。

このことから留意事項を幾っかあげてみます。

なお、これらの例は、 色覚異常の有無にかかわ

らず指導上大切なことです。

［薬昂の扱い］

化学実験を実施するに当たっては、 「実験をて

いねいに」「実験態度を厳格に」「薬品の扱いを

きまりに従って行う 」 などの点に十分注意した

指導が大切です。 例えば、ラベルの色のみで薬

品を判断するのではなく、必ず名称をみて確認

の上、 作業する習慣が必要です。

［電気実験】

配線 ・ 結線を誤ると事故につながる可能性が

あります。 このような実験の場合、事前チェッ

クを教師の立ち会いのもとで実施するとともに、

配線終了後、教師による再チェックが必要です。

〈遺伝に関する授業〉

伴性遺伝（p 18参照）を学習内容として扱う場

合、ショウジョウノ〈エの例によって説明するケ

ースが多く見られますが、ひとの色覚に関する

内容も学習の対象となるでしょう 。

授業に当た っては、生徒の中に色覚異常者が

いるかどうか事前に再確認しておき、不用意な

【ユニフォーム］

バスケットボール等、敵 ・ 味方の入り混じる

ゲームを行う場合、衝突などの事故防止の意味

もあって、色別の鉢巻、たすき、ユニフォーム

等を着用しますが、識別しやすい色や模様を使

用するとともに、 清潔にし、 汚れによる識別不

能を招かないようにします。

バスケットボール競技

言葉により当該生徒を傷つけることのないよう

細心の注意を払うことが必要です。

また、これまでも述べたとおり 、 学校生活や

日常生活に支障をきたすような強度異常の者は

ごくわずかで、ほとんどの者は支障がないこと

を説明することで、不安を抱かせないようにし

ます。

7 
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III. 生徒指導の在り方

生徒指導は、すべての児童生徒のそれぞれの

人格のよりよい発達を目指すとともに、 学校生

活を有意義に、充実したものにすることを目標

としています。 色覚異常児童生徒の指導に当た

っても、これを基本に進めていくことになります。

1 色覚異常児童生徒に対する指導

( 1 ） 観察と理解

色覚異常児童生徒を把握するためには、 一人

一人の色覚の状態、すなわち、どのような場合

にどのような支障があるのかを、観察その他を

通して知ることが必要です。

観察に際しては、児童生徒との日常の接触の

中で自然に行うようにします。 なお、複数の教

師がそれぞれの立場によ って観察する場合、そ

の観点を異にすることが多いので、それぞれの

観点を明確にし、相互に理解し、継続的に観察

を深める必要があります。

(2) 学級・ホームルームの雰囲気

色覚異常児童生徒が、誤解や無理解のため他

の児童生徒から特別視されたり、 差別されたり

することなく、毎日の学校生活を安定した気持

ちで過ごすことができるようにしたいものです。

また、 学校における様々な活動の中で、 当該児

童生徒が積極的に役割を果たし、集団への参加

意識や、存在感を感じることのできるような学

級 ・ ホームルームを作ることか望まれます。

そ のためにも、教師と児童生徒及び児童生徒

相互の聞に、互いに認め合い、なんでも相談の

できるような学級 ・ ホームルームの雰囲気を醸

成しておくことが大切です。 こ の ような人間関

係が存在することにより、教師との 日常の温か

い接触が容易になり、教師が当該児童生徒のよ

き理解者となることができるでしょう 。 仮にい

じめなどの事態が生じた場合には、教師として

毅然とした態度をとることが必要です。

なお、だれが色覚異常であるかを他の児童生

徒に知 らせることは避けるべきです。

また、発達段階に応じ、保健体育、理科や特

別活動等の場を利用するなどして、色覚異常に

ついての理解を図ることも大切です。

(3) 相談

校内体制としては、 学級 ・ ホームルーム担任

や養護教諭等が窓口とな って、本人の悩みや心

配事について相談できるようにしたいものです。

その際、様々な不安感を取り除 く とともに、情

緒の安定を図るように指導していきます。 さら

に、個性伸長の観点に立ち、児童生徒が自分の

生活や進路に自信をも って前向きに考えること

のできるようにすることも大切なことです。 な

お、必要に応じ学校医と連絡をとり、相談ができ

るような態勢を整えておくことも必要で‘ しょう 。

(4） 保護者との連傷

色覚異常児童生徒の保護者は、その子供がど

のように育ってい く か、また、将来どの ような

困難を担うことになるのかを考えて 当惑し、苦

悩する傾向にあります。 低学年の場合、本人よ

り、むしろ保護者の方が心配し、そのこ と が本人

に不必要な不安を起こさせることが多いのです。

保護者の悩みの中には、他人には言えない心



の悩みもあります。色覚異常については、「そっ

としておいて」と願う保護者が多いのです。

秘密の保持について安心させることにより、

保護者と教師との信頼関係が成立することにな

ります。 保護者との話し合いを通じて、保護者

の悩みや不安を取り去ることが、児童生徒にも

良い結果をもたらすことになるでしょう。

（日医師への相談

色党異常児童生徒の保護者から問題や疑問が

持ち込まれた場合、学校側は誠意をもって対応

することは当然ですが、医師に相談するよう指

導します。 その際、本人と保護者が同伴で相談

を受けるようにするとともに、できれば教師も

同行するとよいでしょう 。

医師は、色覚異常の診断と程度の判定をしま

す。その結果についての十分な説明を受け、日

常生活上の配慮などについても具体的な示唆を

与えてもらい、保護者や本人から不安や疑問を

取り除くことが大切です。

医師と相談する生徒と保護者

2 安全に関する指導

( 1 ） 校内における安全

すべての児童生徒が安全で楽しい学校生活が

送れるよう配慮することは当然のことです。

教室内はもとより、廊下、階段、昇降口、遊

等での安全のため、整理整頓に努めるととも

に、色党異常児童生徒にも見やすい表示等に気

を付ける必要があります。

(2) 交通安全指導

色党異常者が信号機の色を間違えることはま

ずありません。 しかし、夜間の信号機の赤と黄

が遠方からだとわかりにくいとか、道路照明の

水銀灯の青白い光と青信号が紛らわしく感じる

場合があるようです。

そこで、自転車等に乗る場合、特に夜間や雨

天時においては、信号の見落としがないように

スピードを落とすなどして、気を付けて乗るこ

とが大切です。このことは正常者にもいえるこ

とで、学校における教育活動全体を通して機会

9 
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あるごとに十分指導するようにします。

色覚異常児童生徒については、個別に話し合

う機会を作り、「今までに自転車等に乗っていて

困ったことはなかったか」「危険な場面に遭遇し

たことはなかったか」 等、 日常生活の中で経験し

たことを聞き、適切な指導をするようにします。

なお、信号機の各色の並び方は法令により決

ま っているので、 それを交通安全指導の際に指

導することは意義のあることです。

交通信号

※横型は右から赤、賞、青の順、縦型は上から赤、賞、青

の順となっている 。

交通安全指導

3 教室環境の構成

教室は、 児童生徒が学校生活の大半の時間を

過ごす場であ って、 その環境は児童生徒に無言

の影響力をも っています。 教室の掲示板や壁面

には、 時間割や学級組織表、 学級新聞など多く

の掲示物があります。 そこで特に小学校にあ っ

ては、 色覚異常児童にも見やすい配色の掲示板

を設置するとともに、 学級・ホームルームの目

キ票、 掲示板の文字、作品の批評カード等、 児童

全員にわかりやすくするなど、 適切な環境づく

りを工夫したいものです。

また、黒板は常によく拭いてきれいにしてお

くとともに、宿題や所持品等の連絡及び学習事

項の再確認等は、 白色か黄色のチョークで書 く

約束をしておくこともよいでしょう 。

その他、黒板に書かれた文字や図、教科書や

地図帳等の図表等を見る場合、教室内が暗いと、

色覚異常の有無にかかわらず見にくいものです。

適度な明るさを保つとともに、照明器具は常に

きれいに保ちたいものです。

教室環境



IV. 進路指導の在り方

色覚異常の有無にかかわらず、進路指導の基

本はすべての児童生徒に共通です。 すなわち個

性を生かし、自己の能力・適性等を正しく理解

することにより自分に適した進路の選択決定が

できるようにするとともに、児童生徒自身が将

来への生き方や進路の設計を明確に描くことが

できるようにすることです。

1 色覚異常と職業適性

色覚異常と職業適性との関係は、いちがいに

はいえません。 色を取り扱う職業とい っても多

種多様なものがあり、色覚異常にもかなりの個

人差があります。 また、これ以外の他の要因と

も複雑に重な っていて、職業との関係が明瞭に

つかみにくく、 一つ一つの職業について適性 ・

不適性を明確にするのは困難な状況にあるとい

えます。

2 特性を生かす進路指導

高校 ・ 大学等への進学に関し色覚異常生徒に

対する入学の制限は、大幅な緩和ないし撤廃の

方向に進んでいますが、 学校を卒業した後の就

職にかかわっては、まだ問題が残されています。

学校における進路指導に当た ってはこのような

状況も踏ま えて、入学案内の注意事項や求人票

の採用条件等の記載事項をはじめとして、適切

な資料や情報を収集 ・ 活用し、児童生徒の特性

を生かした進路指導に努める必要があります。

(1) 能力・適性等の理解

色覚異常児童生徒自身はもとより、保護者も

我が子の将来の進路について不安や悩みをも っ

ています。 そこで、進学や雇用上の制限は一部

であり、進路選択に大きな支障を及ぼすもので

はないことを知らせるなど、 具体的な事例を示

し、前向きに自己の能力 ・ 適性等の理解に努め

るよう指導する必要があります。 このため、職

業適性検査をはじめ、各種の資料を活用させ、

生徒自身に自己分析をさせるようにすることを

忘れではなりません。

(2) 自己啓発的な体験

進学、就職に関する情報と関連させながら、

進路に対する視野を拡大させるため、 学校内に

おける諸活動を意識的に自己啓発的な体験の場

としたり、 上級学校の見学、体験入学、職場見

学、 地域社会の行事への参加等、校外における

勤労体験的な学習の場を設定して、自己啓発的

な体験を多く得させることが大切です。 このよ

うな活動を通じて、自分自身の適性を発見して

いくことになります。

職場実習風景
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(3） 保護者・関係機関との連携

保護者が、不正確な進路情報による判断に基

づいて、不安ゃあき らめからの進路選択をすれ

ば、当該児童生徒にはただ劣等感や挫折感のみ

を抱かせてしまうおそれがあります。

そこで、保護者に対して正確な進路情報を提

供し、個性や能力の伸長に関することをはじめ、

将来の進学や就職に関すること、希望や悩みに

関することなどについて適宜、相談を行い、保

護者と生徒の進路に関する意思の統一を図りな

がら、適切な進路選択ができるようにしたいも

のです。

なお、公共職業安定所等の外部機関や医師と

の述携を密にし、それぞれの立場からの意見を

適切に取り入れることも大切です。

3 進路に関する資料と情報
例えば、「色覚異常者は自動車運転の免許が取

得できない」 「色彩に関連する企業や職種はすべ

て不適」などと思い込んでいる生徒もいます。

そこで、色党異常児童生徒に対する就職指導に

際し、例えば現代社会における職種は多岐にわ

た っていること、科学技術の進歩により、人聞

の感覚に頼っていたものが機器の使用による測

定に転換されたものもあることなどに留意して、

正確な資料に基づいた情報を提供し、職業選択

に役立てるようにすることが大切です。

進学指導に際し、例えば入学試験のための学

力面の受験情報のみでなく、高等学校、大学等

の特色や内容、将来の職業と色党との関係等の

資料の整備 ・ 充実に努める必要があります。

〈入学制限の緩和〉

これまで色覚異常生徒の進学については、 I 

①色の識別を必要とする実験 ・ 実習等の学

習指導において支障がある、②就職等卒業

後の進路面で制限があることなどを主な理

由として、多く制限措置が取られてきた。

しかし、①の点については、今日の教育方

法の改善の状況等を勘案すると、多くの場

合、学習指導上の配慮で対応でき るものと

考えられること、また、②の点については、

必ずしもすべての企業 ・ 職種が色党；異常者

について雇用上の制限を行っているわけで

はないこと、更に大学入学者選抜の上でも

改善が図られつつあること、あるいは専門

教育を主とする学科を卒業した後の進路が



多様化していることなど勘案すると、進路

指導上の配慮などで対応できると考えられ

ることから、近年、色覚異常生徒に対する

進学制限が大幅に緩和ないし撤廃される方

l 向にある 。

《色覚異常と資格取得〉

各種の国家試験、検定試験等の受験資格

においては、 一部を除いて色覚異常の有無

を問うていないのが一般的である 。 運転免

言午耳元f尋を｛列に言見明する 。

道路交通法によれば、 「自動車等の運転に

必要な適性についての免許試験（以下、適性

試験という）」を行うものとし、その中に 「色

彩識別能力」 が一項目として規定されてお

り、その合格基準は「赤色、青色及ぴ黄色

の識別ができること」と な っている 。 運転

免許センターでは色彩識別能力の適性試験

の際、スクリーニングで石原式等の色覚検

査表が使われるが、これで色覚異常が検出

された場合で、あ っても、最終的な適性試験

の判定は信号機を使い、赤色、青色及び黄

色の識別ができればよいことになっている。

したがって、仮に色覚に異常があ ったとし

ても、運転免許の取得は可能で、過去、こ

の 「色彩識別能力」が原因で不合格とな っ

た例はほとんどない。

4 進路希望先についての相談
上級学校への進学に当たっては、 将来の職業

希望を意識して学校を選択することは当然のこ

とです。 この場合、進学先での学習への支障の

有無、また卒業後の進路選択に当たって、希望

職種について就職の道が開けているかどうかな

どについて、個別に相談する必要があります。

一方、企業における色覚異常者の採否方針を

みると、安全面からの制限、微妙な色彩の調整

や判別からの制限等、様々です。 しかし、同一

企業であ っても多くの職種があり 、 特性を生か

すところがあるはずですし、従来不適当と考え

られていた職業の中にも、適職があるはずです。

色覚異常の程度も個人により差があることから、

医師の診断や学校における観察等をもとに直接

企業に相談すべきです。 できれば色覚異常者は

積極的に実際の仕事を体験したりして、自己の

希望職種を判断することが望ましいと考えられ

ます。

13 
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〈企業等との相談の例〉

: 1.求人条件に「色覚異常不可」とする鉄道

会社に、色覚異常；のある生徒が強く希望

したため、とりあえず会社を見学に行か

せたところ、生徒の熱意にうたれ、会社

側では業務に支障のない職場を考慮、して

くれて入社することができた。

2採用条件に 「色覚異常不可」とある企業

を色党異常生徒が希望したため、医師の

診断を受け、診断書二を添えて企業に問し、

: 合わせ、話し合いを行った。

: その結果、体験入社を実施し、業務に 1

: 差し支えないという会社側の判断がなさ : 

: れて採用された。

5 進学先、就職先での適応

進学先、就職先で不適応を起こす原因には、

本人の生活上の問題、健康 ・ 体力、人間関係等

いろいろ考えられます。 しかし時には、色党異

常に原因がある場合もあります。 その場合、進

学した生徒に対しては、上級学校との連携をと

りつつ、本人との相談活動を行うとともに、不

適応、を起こしている原因が例えば教科指導や実

験実習等の取扱い上にあれば、それらに対する

指導上の配慮の要請等、必要な措置を講じ、本

人との相談活動を行い、十分注意して更に努力

するよう励ますことが大切です。 また、就職し

た生徒に対しては、 不適応、を起こしている原因

が仕事の内容のことであれば、事情の許す限り、

配置転換、作業内容の改善等を依頼し、その解

消を阿るように努めることも必要です。

いずれにしても、不適応が生 じた場合、母校

の教師や進学先の学校の教師あるいは職場の上

司等に積極的に相談するような指導をしておく

必要があります。 なお、色党異常者自身が「自

分の色党異常にどう対処していくか」を考える

姿勢が大切であることは言うまでもありません。
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色覚異常に関する基礎知識

2 色覚異常とは その発現の仕組み1 色覚とは

赤 ・ 緑 ・ 青の 3種類の視物ひとの車問月莫には、青緑、太陽の光をプリズムに通すと赤、賞、

それぞれの視物質が一定の比率で興質があり、をはじめ沢山の色が見えます。 光に色を感じる

複雑奮することによ って色の原刺激が起こり 、ひとの網膜に特定の電磁波（光）に興奮すグコ l立、

な神経機構の処理を経て大脳が色を知覚するのひとの眼には光の電る視物質があるからです。

このような、色覚の基本となるしくみをです。それぞ磁波に反応する 3 種類の視物質があり、

青機構と呼ぶことにする仮に赤機構、緑機構、ひとは固れの視物質が電磁波に刺激されると、

赤機構か緑機構の何れか一方に異常があると、これが色覚です。有の色を感じるのです。

です。 特徴を一言でいえのが 「赤緑色覚異常」ひとが経験する色はすべて、赤、 ・ 緑 ・ 青の互

ば、色相環の赤一貫一緑の範囲の色を混同し、いに独立 した 3 つの基本色を混合して再現する

眼の網膜にも光の 3 原色に対ことができます。

応、する 3 種類の視物質があることが確かめられ

あ

台、

み

の
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き

・マンセル24色相環
ており、私たちが知覚するすべての色はこの 3

種類の視物質の興奮から作られる感覚なのです。

・光の3原色
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※ 3 つの基本色とは、どの 2 つの色を混せ’ても残りの色に

ならない特定の 3 種の色をいう 。（なお、こ れは暗室にお

ける投光により得られる混色図）
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いう 言葉は通俗語でかつ誤解を招く 言葉ですか

「第一色盲」、緑機構を欠

賞、緑の色判断が

第

色弱）は正常者

第一と第二の基本的な違

第一異常も第二異常（第

といいます。 単に色盲と

色判断があいまいにな っています。

色覚異常にはこのように第一と第二 という 言

二色盲や第二色弱）もよく似ています。 第二異常

いいかえると赤の

条件によ って賞と同じように見えるというよう

赤機構は存在するが異常であるものを

そ

赤と緑を i毘色して賞を

「第一色弱」、緑機構は存在するが異常であるも

といいます。 単に色弱という

色を感じる仕組みが単純になっています。

赤も樟も繰も、

※スペク卜ルの色の見え方は、正常者で、少なくとも 6 色、

第一色盲者や第二色盲者は、異常の程度によ っては 6 色

に見えない場合があるといわれています。

正常者とは混色の度合いが違い、

赤と緑を混色すると黄色になりますが、

言葉も学術用語としては使いません。

ら学術用語としては使いません。

いは、第一異常者（第一色盲や第

第一色盲者と第二色盲者は、

に比べ赤い色を暗く感じる、

赤、

3 色覚異常の分類

感度が良くないのです。

色弱者と第二色弱者は、

正常者と異なる点では、

赤、機構を欠くものを

「第二色盲」

葉が使われています。

「第二色弱」

・スベクトル

作る場合、

くものを

また、

の分、

のを

形式の違う特殊な色覚異常ですのでここでは説

赤、機構に異常のある場合にはこれに赤の感度低

「青

賞色党異常」 がありますが、極めてまれで遺伝

先天性、遺伝性

のものをいいます。基本的な色党機構は生涯変

色の判断能力は経験の積み重ね

ほかに青機構に異常のある

いわゆる赤緑色覚異常とは、

明を省くことにします。

とともに変わります。
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者では、色それぞれの明るさ感覚は正常者と変

わりません。

単に、色弱とか色盲という 言葉は前述のとお

り通俗語で、色彩識別能力の異常の程度は正し

く は「弱度異常」 「強度異常」として区別します。

その中聞を「中等度異常」ということもありま

す。 なお、弱度異常には正常者と変わらないく

らいのl怪い異常が含まれています。 本書では赤

緑色党異常の分類を次の表のように表現するこ

とにします。

・先天性赤緑色覚異常の分類表

色 ’t 異 常 σ3 ヰ重 類

学術的呼び名 異常の程度

第一異常 第二異常

異常三色型色覚 第一色弱
弱度異常

官官ニ色~~
中等度異常

（赤緑色弱） （赤色弱） （緑色弱）
強度異常

ニ色型色覚 第一色盲 第二色盲
強度異常

（赤緑色盲） （赤色盲） （緑色盲）

4 色覚異常の遺伝について

日本人では男子のおよそ 5 %、女子のおよそ

0.2%に赤緑色党異常が見られます。 また第一異

常と第二異常の比は約 1 : 3 です。 これらはとも

に伴性追伝ですが、性染色体上で泣伝子のある

場所が違っています。 第一異常と第二巽常をま

とめて赤緑色党異常として、遺伝の共通型式を

図で示します。

・赤緑色覚異常の遺伝型式

~」 y 与」

(I) (2) 

~」~」

(3) 

口 一正常男子

O 一正常女子

＠一保因者

． ー異常男子

．－異常女子

※異常遺伝子を持っているが色覚には異常のない女子を保

困者という 。 保因者の割合は女性のおよそ 10%である 。

色覚異常児の母親が色覚異常であることはまれで、ほと

んどが保因者である 。

※ここに示した型式にあてはまらない場合には、医師に相

談する必要がある。

（脚i主）

伴性遺伝 ・性染色体上にある遺伝子は、その逃伝

子による遺伝形質と性が相伴っているた

め、このような逃伝を伴性遺伝という 。

性染色体・ 0・人聞の体細胞の染色体はリH：とも 46本

であるが、このうち 2 本は’陀を決定する

染色体であり、これを性染色体という 。



5 色覚異常者の色彩感覚

通俗語として色盲という 言葉があります。こ

の言葉からひとは、色党異常者は色がわからな

いのだと思い込みがちですが、これは大変な間

違いで、本人なりに色はわかっています。 そし

て、その多 くは 日常の生活においてほとんど支

障を感じていません。 ただ、色覚に異常がある

と、明るさや鮮やかさが変わるにつれて、色が

違って見えてくる傾向があります。

色覚異常者は色の観察条件、具体的には観察

するものの色の大きさや色の鮮やかさ、照明環

境、ゆっ くり観察するか、瞬時に見るかの時間

的条件などによって、見え方の遠いがきわた‘っ

てくることがあります。 しかし、成長し、色に

ついての経験の積み重ねによってその色覚はか

なり修正されることが多いのです。

色の判断にどう対応しているかの能力を整理

すると次の 3 点になります。

①色の認知能力：色が何色かを認知する能力の

ことで、 2 色間色彩識別能力もここに

入る 。

②色再現の能力 ： 塗り絵やカラーテレビの色調

節などに用いられる能力のこと c

③色探索能力：信号灯の認知、椿の緑の中に

花や小鳥を見い出したり、赤、ぃ星や青

し、星を探し出すことに用いられる能力

グコこと 。

児童生徒に色誤認が疑われたら、その内容を医

師の診断結果とつき合わせて注意深く記録し、教

育上の適切な指導に役立てるようにしましょう。

色覚異常者の色識別体験例から、色をどの よ

うに見ているか、経験の積み重ねに伴って色の

見分け方がどう変わっていくのかを考えてみま

しょう 。

色覚異常の子やその親から、色の間違いの経

験として、椿の花が濃い緑の葉に紛れて見えに

くいことがあるという話を聞きます。この場合、

一つ一つの花の色が見えないわけではなく 、見

たときの全体的な赤の印象がおそらく弱かった

ものと思われます。 また、絵画で緑の葉を茶色

に塗ったという話を聞くことがあります。 これ

らは赤ー賞一緑の聞の色を相互に混同している

ためです。

このような色混同は、色を比べるときの条件

によ って、起こりやすかったり起こらなかった

りし、注意深く見るかどうかでも違ってきます。

色混同の傾向は第一異常と第二異常でよく似

ていますが、第二異常者の方が色混同の経験例

が多いようです。 第一異常と第二異常はその原

因となる視物質が違うので、注意深く観察する

とその現れ方には違いがあります。 違いをそれ

ぞれの体験例で紹介します。

①第一異常者からは、赤い信号色を見落とし

たとか、デパートで赤いセーターを買うの

が難しし、ということをよく聞きます。 赤機構

に欠陥があり、赤色を暗く感じるためです。

②第二異常者からは、 「ひやむぎ」 の色どりに

入っている「緑色の麺」が見えなかったと

か、運動部の合宿で、 「使い古した緑の手拭」

を沢山の汚れた白い手拭の中から見つけ出

すのにひどく苦労したなどの話を聞きます。

「緑色の麺」や 「 くすんで、茶色がかった緑色

の手拭」 が第二異常者には灰色に見えて間

違えたと考えられます。

このような色覚異常の本質は一生変わりませ

んが、色党異常者は色を注意深く見る習慣を身

19 
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に付けることによって、色の使い方に慣れ、経

験が積み重ねられるにつれて正常とはいかない

までも色判断は可能になります。

また、色の使い方には色覚異常者の性格によ

って内向型と外向型の 2通りがあるといわれて

います。 絵画を例にして説明します。

内向型とは、色混同を人に気付かれないよう

に、単調な画材を求める結果、描かれた絵は賞

育系統の色にまとめられて単調な画面になるタ

．色覚異常者ガ描いた給

( D.Broschmannの付図からf昔用）

イプです。 これに対し外向型は、赤や賞の色を

大きな面に色濃く描き、ぼかし色を嫌い、大胆

かつ多彩な絵に仕上げます。 ただよく見ると色

の配合にノ〈ランスを欠いていたりします。

要は、色覚異常者も色の好みや使い方が成長

とともに変化していくということです。 しかし、

色のバランスを欠いたように見える絵を見て、

それを色覚異常者が描いた絵だと考えるのは早

計です。

※上の 2 枚の絵は、同一人物が描いたものです。 右の絵は、成長してから描いたもので、色J惑の欠陥を積極的に克服しよう

とする意志が働いています。



II 

6 色覚異常者に見分けやすい配色

色覚異常者に見分けやすい配色を作るには次

のような条件が大切です。

＊ 青緑色を境にして、赤色側と青色側の色を組

み合わせる（ p 17のスペクトル図参照）

＊ 赤色側同士あるいは青色側同士を組み合わせ

るときは、組み合わせる色同士の聞にはっき

りした彩度差か明度差をつける 。

＊ 彩度や明度の低い色同士の組み合わせは避ける。

＊ 色と色の境界を線引きするなど、色以外の情

報を与える。

・色賞異常者に見分けやすい配色と見分け！こくい配色の例

色覚異常者にも見分けやすい配色の例

正常者に見分けやすく色覚異常者に見分けにくい配色の例

※見介けにくい配色例でも、明度差をつけたり、境界線をはっきりさせたりすることにより見介けやすくなる 。
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7 色覚検査とその手順

先天性色党異常の疑いのある者を見いだし、

更に詳しく診断し、必要に応じて程度判断をす

るのが“色党検査”です。

［異常の疑いの検出］

一般には、異常を見落とすことが少なく、正

常を異常と見誤ることが少ない検査法が良い検

査法とされます。

色覚異常の疑いの検出において多く用いられ

ている石原式検査表を例にして説明します。

これは、色覚異常者に固有な色合わせの仕組

みを巧みに利用し、似たもの同士の色で描いた

図柄を読ませて色覚異常の疑いのある者を検出

する表です。

黄緑の図柄を燈と賞を混ぜた地色の上に描く

と 、 桂と賞緑は色覚異常者には互いによく似た

色に見え、正常者にははっきり違った配色とな

ります。 このため、正常者には見やすい図柄が、

異常者には全く判別できないものが出てきます。

こ の ように色党巽常者によく似た色に見える色

同士を組み合わせて作ったものが色盲表で、色

党異常者にだけ同色に見える特徴を利用するの

で、仮性同色表ともいわれています。 なお、石

原表にはし、ろいろ種類があり、 学校保健でよく使

われているのが 「学校用色党異常検査表」 です。

色覚検査表はこのように色覚奥常者の色混同

の特徴を利用したもので、輿常の疑いのある者

の検出には最も効率のよい方法です。 しかし、

何表読めたから軽い異常だとか、何表しか読め

ないから重い異常だなどという程度を判定する

ものではありません。また、 一冊の検査表の全

表を読ませて判定することが必要で、、 検査表の中

の2 ～ 3表を選んで結果を出すのは間違いです。



【詳しい診断］

検査により見いだされた“異常の疑いのある

者” の中には、正常者も含まれていることもあ

ります。 アノマロスコープなどによれば、異常

の有無や異常の種類を診断することが可能です。

［程度の判定］

色覚異常者がどの程度色を識別できるかは、

色覚異；常の種類からだけでは単純に判断できま

せん。 例えば、第二色弱の中には第二色盲と区

別できないくらい強度のものから、正常者と同

じくらい色のよくわかる者までが含まれます。

程度分類の本来の目的は、 当面の職業や学校

での授業等に必要な色識別能力があるかどうか

を知ることですが、無数にある職業それぞれに

適した検査をすることは理想であ っても実行不

可能です。 現在のところ、全ての職業に共通な

程度判定法はありません。 しかしそれでは、未

確定な将来の職業選択に困る場合も考えられる

パネル0-15検査器

アノマロスコープ

ので、 一応、の目安になる尺度として大まかに強

度、中等度、弱度に分ける方法が必要になりま

す。それが程度判定法です。 この目的で作られ

た検査表に、「石原 ・ 大熊氏新色覚異常検査表」

や「東京医大式色覚検査表」などがあります。

また色並べ法によるファーンズワース氏のパネ

ルD-15検査器も強度と中等度以下を二分する

のに有用な器具です。しかし、使われた検査器

が異なれば判定結果は異なることもあるので、

現状では大まかに強度と弱度に二分しておくの

が無難です。 いずれにせよ、医師から程度判定

を受けた場合は、どの判定法によ ったかを明ら

かにしておくことが大切です。
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8 色覚異常と自己管理

色党異常と自己管理の在り方については、経

験 ・ 訓練効果の意義、進学 ・ 就職等の問題があ

ります。

①経験・訓練の意義

赤緑色覚異常は、遺伝性で、しかも染色体レ

ベルの異常に由来するものですから、その発現

の仕組みからも異常の内容からも、現時点では

治療の対象になるものではありません。 したが

って大切なのは色覚異常に対する適切な生活の

指導です。

一般に色の見え方や表現力は、色のほか、つ

やや立体感、物体を取り巻く色環境や経験によ

って左右されます。 色覚異常者の色彩識別能力

が正常者と異なっていることは事実ですが、色

以外の諸条件に助けられて経験の積み重ねとと

もにその能力は向上するし、見える色を表現す

る能力も向上して、それなりに日常生活の上で

対処でき るようになります。治療のことで思い

悩むより、 診断を受けたあと、自分の色覚異常

にうまく対処する方法を身につけることの方が

大切です。

⑧進学・就職の問題

牢進学について

上級学校への進学に当たって、 一般的には色

覚異常は問題になりません。 しかし、職業に関

係する専門分野を選択する必要が起こ った場合

は、将来の職業との関連について指導教師等 と

相談することが必要です。

＊職業の選択について

色覚異常者の職業選択に当た っ ては、 一人一

人について判断すべきものです。

なお、ごく 一部には、色誤認も原因となって

事故につながるおそれのある職業も考えられる

ので、医師に相談したり、十分な情報を収集す

るなどの努力をする必要があります。



学校における色覚検査と事後の扱い

1 検査の目的と対象

学校における色覚検査は、学校保健法に基づ

く定期の健康診断の一環として行われます。 こ

の検査は、色覚について「異常の疑し、」 の有無

を明らかにするスクリーニング検査であり、色

覚異常の程度についての判定は行いません。

定期の健康診断で色覚検査を行う目的は、色

覚異常の疑いのある児童生徒を見いだして、医

師の診断を受けるように指示し、得られた診断

結果をもとに、学校教育活動全般において適切

な指導を行うことにあります。

色覚検査は現行の法令下では、下記学年の児

童生徒を対象に行われます。

－ 小学校 1 年、 4 年

． 中学校 1 年

・ 高等学校 1 年

・ 高等専門学校 1 年、 4 年

2 検査表

「色覚は、色覚異常検査表を用いて色覚異常の

有無について検査する 」 ことになっています。

現在多くの学校では、「石原式」 と呼ばれる学

校用、幼児用の検査表が使用されています。 こ

の石原式検査表による色覚異常のスクリーニン

グは確実で、効率の良い方法です。 しかし、この

表は、ときに誤って正常者を 「異常の疑いのあ

る者」としてしまうこともある検査方法なので、

この点にも留意して使用することが大切です。

3 検査方法と実施上の留意事項

検査を実施するに際しては、使用する検査表

に記載されている個々の説明を熟読し、検査方

法について十分理解して、次のような方法で行

います。

［検査の方法］

①検査は、室内で、できれば自然光の下で行

う。直射日光下や、タングステン電球照明

などの人工光線下では検査をしない。

②検査は検査表の表面に卜分な明るさを確保

できる場所で実施する 。

③不必要な色の影響を避けるため、着色され

た壁のそばで検査を行わない。

④検査表は机上に水平に聞く 。

⑤被検者・の目と検査表の面が、およそ75cmの

距離で、視線がほぽ垂直になるようにする。

⑥検査表は全表読ませる必要がある。

色覚検査
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⑦検査表の 1 表の読み取り時間はおおむね 3

秒ぐらいとする。答え方（読み方）にとまど

っている場合には、答えを催促したり聞き

返したりせず、次表に進む。

⑧答えた内容について訂正したり、念をおし

たりしてはいけない。

⑨検査表は目で読ませ、指でなぞ らせてはい

けない。

【検査とプライパシー】

①色覚異常の疑いのある児童生徒が、他の者

から特別視されないように配慮し、また当

該児童生徒に嫌な思いや恥ずかしい思いを

させないよう、態度や言葉づかいに注意す

る必要がある。

②児童生徒一人一人のプライパシーを守るた

め、個別検査が実施できるような会場を設

営し、検査者や被験者の声が他の児童生徒

に聞こえない距離を確保する 。

③専用の検査会場が準備できないときは、カ

ーテン ・ ついたてを利用するなどの工夫を

する。

・横査会場略図 .... 
出口 入口

会場の中には

前の人の検査

がすむまで、

一事
入らない。

一人ずつ入る。
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④前の人の検査がすむまで外で待たせ、検査

会場の中には一人ずつ入れる 。

⑤検査結果の記録を他の児童生徒に見られな

いようにする。

【検査表の保管］

検査表は、光による変色を避けるため、使用

時以外は暗所に置くなど、特にその保管に留意

し、 5 年程度で更新することか望まれる。

なお色覚検査の実施前に、中学校については

小学校、高等学校等については中学校から送付

されてきた健康診断票に目を通して、 生徒の実

態を把握しておくことも必要です。

4 保護者への連絡と指導
検査の結果は、児童生徒及び保護者に通知す

ることにな っています。

「色覚異常の疑いあり」という結果を家庭に通

知する場合には、保護者の気持ちを考え、細心

の注意を払って連絡を行う必要があります。そ

の際、次のような方法が考えられます。

＊家庭訪問や保護者面談の際、学級担任又は養

護教諭が保護者に直接話す。

＊学級担任又は養護教諭が電話で保謎者に直接

話す。

＊保護者に封書で連絡する 。

なお、いずれの場合にも、健康相談を受ける

ようにします。その際、資料を準備しておく必

要があります。

また、相談に際しては個々の状況に対して柔

軟に対処することを原則に、 次のような諸点に

配慮します。

①医療機関において、精密な検査を受け、総合

判定を受けるよう勧める。その際、本人 ・ 保

護者ともども指導を受けるよう助言する 。



②医療機関の選択については、本人又は保護者

の自主性に任せる。 なお、 その紹介について

学校医に依頼するのもよい。 いずれにしても、

学校医の指導をいつでも受けられる よ うな体

制をと っておく 。

5 当該児童生徒への指導
「色覚異常の疑いあり」とされた児童生徒につ

いては、 学校生活においてどのような支障があ

るか、家庭においてはどうか、教師と保護者そ

れぞれが観察し、相互に連絡を取り合って、本

人に知らせる方法等を相談する必要があります。

なお、女子の場合は、本人及び保護者の大きな

動揺もありうるので、 特に慎重に対応してくだ

．色賞横査の流れ

異常を認めず

定 に 異
期お 常有
健け

の
康る
診検 疑 り
断査 L、

トスク リー
検査

さい。

ところで、当該児童生徒は、 「色覚の問題を表

面に出したがらない」「色覚異常であることを知

られるのを嫌がる」などの傾向をもっています。

そこで、指導に当たっては、次のような点に留

意する必要があります。

①発達段階に応じ、 科学的に正しい色覚異常に

ついての知識を与える。

②色覚問題にわずらわされることなく 、 当該児

童生徒が将来に希望をもち、 自己の個性・能

力の伸長を図ることを目指すよう指導する。

③当該児童生徒のプライパシーを尊重し、 劣等

感を与えないように配慮する。

~H 
医総

H 
学 適

師ム 校切
i::i にな

ょ 判 お
け 指

る 定 る導

事 後措 置
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関連法令 （平成元年 3 月 31 日現在）

学校保健法

第 1 条（目的）

この法律は、 学校における保健管理及ぴ

安全管理に関し必要な事項を定め、児童、

生徒、学生及び幼児並ぴに職員の健康の保

持増進を図り、もって学校教育の円滑な実

施とその成果の確保に資することを目的と

する。

第 6 条〈児童、生徒、学生及び幼児の健康診断）

学校においては、毎学年定期に児童、生

徒、学生（通信による教育を受ける学生を

除く。）又は幼児の健康診断を行わなければ

ならない。

第 7 条学校においては、前条の健康診断の

結果に基づき、疾病の予防措置を行い、又

は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減

する等適切な措置をとらなければならない。

第11条（健康相談）

学校においては、児童、生徒、 学生又は

幼児の健康に関し、健康相談を行うものと

する 。

学校保健法施行規則

第 4条（検査の項目）

法第 6 条第 1 項の健康診断における検査

の項目は、次のとおりとする。

四視力、色覚及び聴力

3 ……一色覚の検査は、小学校にあ って

は第 1 学年及び第 4 学年、中学校及ぴ高

等学校にあっては第 1 学年、高等専門学

校にあっては第 1 学年及ぴ第 4 学年にお

いて、それぞれ行うものとする。

第 5 条（方法及ぴ技術的基準）

6 … ・…・・色覚は、色覚異常検査表を用い

て色覚異常の有無について検査する 。

11 身体計測、視力、色覚及び聴力の検査、

・・その他の予診的事項に属する検査

は、 学校医又は学校歯科医による診断の

前に実施するものとし、 学校医又は学校

歯科医は、それらの検査の結果及ぴ第 8

条の 2 の保健調査を活用して診断に当た

るものとする。

第 7 条（事後措置）

学校においては、法第 6条第 1 項の健康

診断を行ったときは、 21 日以内にその結果

を児童、生徒又は幼児にあっては当該児童、

生徒又は幼児及ぴその保護者に、 ・・・・・・・・・通

知するとともに、次の各号に定める基準によ ー

り、法 7 条の措置をとらなければならなし、。

疾病の予防措置を行うこと 。

二 必要な医療を受けるよう指示すること。

三 必要な検査、予防接種等を受けるよ

う指示すること 。

九 その他発育、健康状態等に応じて適

当な保健指導を行うこと 。

第23条（学校医の職務執行の準~IJ)

学校医の職務執行の準則は、次の各号に

掲げるとおりとする 。

五法第11条の健康相談に従事すること。
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