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Ⅰ．食物アレルギーの基礎知識 

 １．食物アレルギーの定義 

   食物アレルギーとは、特定の食物を摂取することにより、免疫反応※を介してアレルギー反応が

皮膚、呼吸器、消化器あるいは全身に生じることをいう。原因は食物のタンパク質。 

   食物が原因で引き起こされる症状であっても、食中毒のような毒素による反応（ヒスタミン中

毒等）や食物不耐症（乳糖不耐症のような代謝性疾患等）は免疫反応とは関係がなく、食物アレ

ルギーには含まない。 

 

  ※免疫反応･･･外敵から身体を守るため、自分自身の身体と異なる物質を認識し排除しようとする、

身体の防御機構。 

 

２．食物アレルギーの分類 

  児童生徒にみられる食物アレルギーは、一般的に次の三つの病型に分類される。 

（１）即時型食物アレルギー 

   食物アレルギーの児童生徒のほとんどがこの病型に分類される。原因食物を摂取してから、

通常２時間以内にアレルギー反応による症状が誘発される。その症状は、じんましんのような

比較的軽いものから、生命の危険を伴うアナフィラキシーショックに進行するものまで様々。

ほとんどは IgE 抗体が関係している。 

 

（２）口腔アレルギー症候群 

   果物や野菜、木の実類に対するアレルギーに多い病型で、食後５分以内に口腔内（口の中）  

にのどのかゆみ、ヒリヒリする、イガイガする、腫れぼったいなどの症状が現れる。多くは局

所の症状だけで回復に向かうが、全身的な症状の初期症状として口腔内の症状が出ている場合

もあるため注意が必要。ジャムなどの加熱された果物では反応しないことがほとんどである。 

 

（３）食物依存性運動誘発アナフィラキシー 

   特定の食物を食べた後に運動することによってアナフィラキシーが誘発される病型のこと。

原因食物としては小麦及び甲殻類が多く、発症した場合には、呼吸困難やショック症状のよう

な重篤な症状に至ることがあるため注意が必要。食べただけ、運動しただけでは症状が起きな

いため、運動するなら原因食物を食べない、または食べたら２時間（できれば４時間）以内は

運動をしないことで予防する。児童生徒では、昼休みの遊びや午後の体育、部活動などの時間

帯の発症が多い。 

 

３．症状とアナフィラキシー 

 （１）食物アレルギーの症状 

    食物アレルギーの症状としては、皮膚のかゆみ、赤み、じんましん等の皮膚症状が多くみら

れる。その他にも、腹痛や呼吸困難など全身に症状が現れるのが特徴である。これらの症状

は、日常生活の中で繰り返し起こるため、食物アレルギーであると気がつかないこともある。 
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   表 食物アレルギーの症状 

皮膚 あかみ、じんましん、腫れ、かゆみ、しゃく熱感、湿疹 

 目の症状 白目の充血・腫れ、かゆみ、涙、まぶたの腫れ 

粘膜 鼻の症状 鼻水、鼻づまり、くしゃみ 

 口・のどの症状 口の中・くちびる・舌のかゆみ・違和感・腫れ 

呼吸器 のどの違和感・かゆみ・締め付けられる感じ、声がかすれる、 

飲み込みにくい咳、ぜん鳴、胸が締め付けられる感じ、 

息苦しい、唇や爪が青白い（チアノーゼ） 

消化器 気持ちが悪くなる、嘔吐、腹痛、下痢、血便 

神経 頭痛、元気がない、ぐったり、不機嫌、意識もうろう、失禁 

循環器 血圧低下、脈が速い、脈が触れにくい、脈が不規則、手足が冷たい、 

顔色・唇や爪が白い（末梢循環不全） 

    「厚生労働科学研究班による 食物アレルギーの栄養食事指導の手引き２０１７」を参考に作成 

 

 （２）アナフィラキシー 

(ア) 定義 

    アレルギー反応により、じんましんなどの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、ぜん鳴

（ゼーゼーする呼吸）、呼吸困難などの呼吸器症状が、複数同時にかつ急激に出現した状態をア

ナフィラキシーという。その中でも、血圧が低下して意識の低下や脱力を来すような場合を、

特にアナフィラキシーショックと呼び、直ちに対応しないと生命に関わる重篤な状態であるこ

とを意味する。 

 

(イ) 原因 

児童生徒に起きるアナフィラキシーの原因のほとんどは食物であるが、それ以外にも虫刺さ

れ、医薬品、ラテックス（天然ゴム）などが原因となる。中には、まれに運動だけでも起きる

ことがある。 

 

(ウ) 対応 

    具体的な対応は重症度によって異なるが、意識の障害などが見られる重症の場合には、まず

適切な場所に足を頭より高く上げた体位で寝かせ、嘔吐に備え、顔を横向きにする。そして、

意識状態や呼吸、心拍の状態、皮膚色の状態を観察しながら必要に応じて一次救命措置を行

い、医療機関への搬送を急ぐ。 

    アドレナリン自己注射薬（エピペン®）を携行している場合には、できるだけ早期に注射する

ことが効果的。 

    アナフィラキシー症状は急激に進行することが多く、最低１時間、理想的には４時間は経過

を追う必要がある。経過を追うときは片時も目を離さず、症状の進展がなく改善している状態

を確認する。 
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(エ) アドレナリン自己注射薬（商品名「エピペン®」）について  

「エピペン®」は、アナフィラキシーを起こす危険性が高く、万一の場合に直ちに医療機関で

の治療が受けられない状況下にいる者に対し、事前に医師が処方する自己注射薬のこと。 

医療機関での救急蘇生に用いられるアドレナリンという成分が充填されており、患者自らが

注射できるように作られている。このため、患者が正しく使用できるように処方に際して十分

な患者教育が行われることと、それぞれに判別番号が付され、使用した場合など厳重に管理さ

れていることが特徴。 

「エピペン®」は医療機関外での一時的な緊急補助治療薬であるので、使用後は速やかに医療

機関を受診する（救急搬送）。 

 

(オ) 「エピペン®」の管理  

児童生徒がアナフィラキシーに陥ったときに「エピペン®」を迅速に注射するためには、児童

生徒本人が携帯・管理することが基本である。しかし、それができない状況にあり対応を必要

とする場合は、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、「エピペン®」の管理に

ついて、次の事柄について保護者と確認しておく。 

なお、緊急時に教職員がエピペン®注射を行う場合は、医師法違反とはならない。 

 

 

 

 

 

 ４．食物アレルギーの原因 

   食物アレルギーを引き起こす可能性のある食物で、重篤度が高いか発症数の多い 7 品目は特定

原材料と呼ばれ、「食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」によ

って、容器包装された加工食品及び添加物への表示が義務付けられている。また、表示義務では

ないが、過去に一定の頻度で健康被害がみられた２１品目は特定原材料に準ずるものとして表示

が推奨されている。 

   なお、特定原材料（表示義務）７品目は、容器包装されている加工食品中にごく微量（数

ppm、数μg/g 以上）含まれた場合に必ず表示される。 

  表 特定原材料及び特定原材料に準ずるもの 

◎義務表示 

特定原材料（７品目） 
小麦、そば、卵、落花生、乳・乳製品、えび、かに 

○表示が推奨されている 

特定原材料に準ずるもの 

（２１品目） 

アーモンド、いか、あわび、いくら、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、

牛肉、くるみ、やまいも、まつたけ、もも、オレンジ、キウイフルーツ、

りんご、ゼラチン、バナナ、ゴマ、カシューナッツ 

   食物アレルギーはあらゆる食物が原因食品となるが、平成 23 年即時型食物アレルギー全国モニ

タリング調査では、学童期～高校生までの新規発症では甲殻類、果物が多く、誤食による原因食物

は鶏卵、牛乳、落花生、小麦、甲殻類の順になっている。木の実類（くるみ・カシューナッツ・ア

ーモンドなど）も最近増えており、アーモンドが令和元年に加工食品のアレルギーの推奨表示の項

目に加わった。 

・学校が対応可能なこと 

・学校における管理体制 

・保護者が行うべきこと（有効期限、破損の有無等の確認）など 
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 ５．除去の根拠 

   一般に、食物アレルギーを血液検査や皮膚のテストの結果だけで診断することはできず、実際

に起きた症状や食物経口負荷試験等の検査結果に基づいて医師が診断する。 

   食物の除去が必要な児童生徒であっても、その多くは除去品目数が数品目以内にとどまる。あ

まりに除去品目数が多い場合には、不必要な除去を行っている可能性が高いとも考えられる。こ

のような場合、除去品目数が多いと成長発達の著しい時期に栄養のバランスが偏ることにもなる

ため、保護者や主治医・学校医等とも相談しながら正しい診断を促していくことが必要になる。 

 

(ア) 明らかな症状の既往 

過去に、原因食物の摂取により明らかなアレルギー症状が起きているため、診断根拠として

高い位置づけになる。 

ただし、鶏卵、牛乳、小麦などの主な原因食物は成長するにつれて耐性獲得する（食べられ

るようになる）ことが知られている。そのため、直近の１～２年以上症状が出ていない場合に

は、“明らかな症状の既往”は診断根拠としての意味合いを失っている可能性がある。主な原

因食物に対するアレルギーがあり、幼児期以降に食物経口負荷試験などの耐性獲得の検証が行

われていない場合には、すでに食べられるようになっている可能性も十分に考えられるため、

改めて主治医に相談する必要がある。 

一方、落花生、そば、甲殻類、魚類などの主な原因食物以外の食物では耐性獲得率はあまり

高くないことが知られている。 

 

(イ) 食物負荷試験陽性 

食物負荷試験は、原因と考えられる食物を試験的に摂取して、それに伴う症状が現れるかど

うかを見る試験のこと。専門の医師の十分な観察のもと、これまで除去していた原因食物を食

べてみて、症状の有無を確認する。この試験の結果は“明らかな症状の既往”に準じたものと

考えられるため、診断根拠として高い位置づけとなる。ただし、主な原因食物についての数年

前の負荷試験の結果は信頼性が高いとはいえず、再度食べられるかどうか検討する必要があ

る。 

耐性獲得も血液や皮膚検査だけから判断することはできず、耐性獲得の診断にも食物経口負

荷試験が必須と言える。 

 

(ウ) IgE 抗体などの検査陽性  

原因食物による IgE 抗体価がよほど高値の場合には、これを根拠に診断することもあるが、一

般的には血液や皮膚の検査結果だけで食物アレルギーを正しく判断することはできない。検査

が陽性であっても、実際はその食品を食べられる子どもの方が多い。血液検査の正確な解釈に

は専門的な知識を要するため、学校で保護者に血液検査結果の提出を求めることは適切ではな

い。 

 

(エ) 未摂取 

小学校入学前までに食べたことがない食品を給食で提供することにより新規発症が起こるこ

ともあるため注意が必要。ただし、単に食べたことがないものをすべて未摂取とする必要はな

く、アレルギーの関与が疑われるものについて除去根拠「未摂取」と扱う。 
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Ⅱ．食物アレルギー対応に関する基本方針 

 １．対応方針 

 ・校内に食物アレルギー対応委員会を設置し、組織として学校全体で対応する。 

 ・学校生活において、食物アレルギーに配慮が必要※な児童生徒については、医師の診断による

「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。 

・食物アレルギーのある児童生徒にも給食を提供するため、安全性を最優先とする。 

 ・安全性確保のため、学校給食では、原因食物の一律完全除去対応を原則とする。 

 ・学校及び各給食施設の設備、人員等を鑑み、安全性が確保できない対応は行わない。 

 

  ※学校生活において、食物アレルギーに配慮が必要となる場合の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①エピペン®を携行している場合。 

②食物アレルギーが原因で症状が重篤化する恐れがあると医師が判断した場合。 

③学校給食において食物アレルギーを理由とする何らかの配慮（情報提供、原因食物の

除去、弁当の持参、など）を必要とする場合。 

④学校の授業・活動・校外学習等において配慮・管理が必要な場合。 

 〔食物、食材を扱う授業、活動〕 

  ・食物の調理、摂取を伴う授業 

  ・微量の摂取、接触により発症する児童生徒に対する配慮 

   （調理実習、小麦粉粘土を使った授業、栽培活動など） 

 〔体育、部活動等運動を伴う活動〕 

  ・食物依存性運動誘発アナフィラキシーへの配慮 

 〔宿泊を伴う校外活動〕 

  ・食事などの配慮 

  ・緊急時の配慮 
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２．学校生活管理指導表（管理指導表） 

   学校生活管理指導表は、学校生活において配慮が必要な児童生徒が、健康で安全な学校生活を

おくるために、個別に具体的な情報を医師に記載してもらう書類のこと。原則として、学校生活

において、配慮や管理が必要な児童生徒においては、管理指導表の提出が必須となる。管理指導

表は、下記のように活用されることを想定し作成されている。 

   なお、木更津市教育委員会では、公益財団法人日本学校保健会が作成した管理指導表をもとに

改変し、食物アレルギー及びアナフィラキシーに重点を置いたものを運用している。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン《令和元年度改訂》」より 

 

  ※１ 学校生活において特別な管理や配慮が必要な場合は、医師が記入した『学校生活管理指導表』

の提出が必要です。その際かかる文書料については、令和 4 年 4 月より、保険適用（診療報

酬の算定の対象）となりました。ただし、学校生活管理指導表を記入する主治医が学校医の

場合は、保険適用とならないので注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 学校生活管理指導表の活用のポイント 】 

①学校・教育委員会は、アレルギー疾患のある児童生徒等を把握し、学校での取り組

みを希望する保護者に対して管理指導表の提出を求める。 

②保護者は、主治医・学校医等（※１）に管理指導表を記載してもらい、学校に提出する。 

③主なアレルギー疾患が１枚（表・裏）に記載できるようになっており、原則として

一人の児童生徒等について１枚提出される。 

④学校は、管理指導表に基づき、保護者と協議し取り組みを実施する。 

⑤学校は提出された管理指導表を、緊急時に教職員誰もが閲覧できる状態で一括して

管理するとともに、個人情報の取り扱いに留意する。 

⑥管理指導表は症状等に変化が無い場合であっても、配慮や管理が必要な間は、少な

くとも毎年提出を求める。記載する医師には、病状・治療内容や学校生活上の配慮

する事柄などの指示が変化しうる場合、向こう１年間を通じて考えられる内容を記

載してもらう。なお、大きな病状の変化があった場合はこの限りではない。 

⑦食物アレルギーの児童生徒等に対する給食での取り組みなど必要な場合には、保護

者に対しさらに詳細な情報や面談を求め、総合して活用する。血液検査の結果を求

めることは適当ではない。 
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Ⅲ．学校における食物アレルギー対応 

 １．校内体制の確立 

   食物アレルギーの対応を始めるには、特定の教職員に限定せず組織的に行う必要があるため、学

校全体での体制作りが前提となる。校長を校内の食物アレルギー対応の最高責任者とし、関係者で

組織する食物アレルギー対応委員会を校内に組織する。その際には、関係機関とのかかわりについ

ても十分考慮し、教職員全員が連絡や報告、確認、指導、情報の提供・把握等を積極的かつ的確に

行うことができる体制を構築する。 

   なお、新たに組織しなくても、職員会議等既存の校内組織を活用して設置することができる。 

 

 （１）校内食物アレルギー対応委員会の主な役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）委員の構成（例） 

    校長を委員長とし、副校長・教頭、教務主任、養護教諭、栄養教諭・学校栄養職員、保健主事、

給食主任、関係学級担任・学年主任、等で構成する。 

   ※必要に応じて、給食センター所長または給食調理実施校長、学校医、教育委員会の担当者、

調理員の代表、関係保護者等を加える。 

 （３）学校職員の役割（例） 

(ア) 校長〔対応の総括責任者〕 

 ・校内の食物アレルギー対応全ての最高責任者であり、食物アレルギー対応基本方針の主旨を理

解し、教職員の共通理解を図るよう校内体制を整備し、緊急時を含めた役割分担を明確にする。 

・校内研修等の機会を設け、教職員が食物アレルギーの正しい知識を得られるよう配慮する。 

・食物アレルギー対応委員会を設置・開催する。 

・学校における配慮・管理を希望する保護者には学校生活管理指導表の提出を求める。 

・個別面談を実施し、食物アレルギー対応についての基本的な考え方を説明する。 

 ・人員及び施設設備等の諸状況を勘案して校内での対応方針を決定する。 

 ・食物アレルギー対応に関する書類を確認し、決裁する。 

   ・通常の給食と同様に、除去食の検食を実施する。ただし、給食センター長が、検食することに

代えることができる。 

・児童生徒の食物アレルギー疾患に関する情報の把握 

・保護者との面談の実施 

・食物アレルギーを有する児童生徒の対応の検討・決定 

・個別取り組みプランの作成 

・校内教職員の役割分担や支援体制の整備 

・教職員への周知 

・関係機関との連携 

・学校給食の献立（使用食材）の確認 

・緊急時の体制整備及び緊急時対応の確認 

・校内研修や訓練の企画・実施 

・ヒヤリハット事例の検証 

・その他、食物アレルギー対応に関する必要事項の協議・検討 
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(イ) 副校長・教頭〔校長補佐、指示伝達、外部対応〕※校長不在時には代行 

 ・校長の補佐をし、校長不在時には代行する。 

 ・教職員等への校内における指示伝達や保護者、関連機関等外部との調整を行う。 

 

(ウ) 教務主任〔教頭補佐、校内連絡、指示伝達、外部対応〕 

   ・教頭の補佐をし、教職員等への校内における指示伝達や保護者等との調整を行う。 

 

(エ) 学級担任〔安全な給食運営、保護者連携、事故防止〕 

   ○保護者への対応 

   ・保護者からの申し出等により食物アレルギーを有する児童を把握した場合は、校長、食物アレ

ルギー担当者、養護教諭、及び栄養教諭・学校栄養職員等関係職員に報告する。 

   ・食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握や個別取り組みプラン、緊急時措置方法等につい

て把握する。また、緊急時の連絡先について、関係職員と共有する。 

   ・保護者との面談の際、必要な対応、保護者の要望等を確認する。また、保護者が児童生徒に対

して自ら除去できるよう指導しているか確認する。 

   ○学級での指導 

   ・食物アレルギーを有する児童生徒が安全で楽しい学校生活を過ごせるよう、食物アレルギーに

対して正しい知識を持つ。また、他の児童生徒に対しては、食物アレルギーを有する児童生徒

のプライバシーに配慮し、適切に指導する。 

   ・エピペン®を携行している児童生徒については、保護者と相談の上、保管場所を決めておく。 

   ・出張等で不在にする際は、補填で配置される教職員に補填計画書等で引継ぎを行う。 

   ○給食時の対応 

   ・配膳室等において除去食を受け取る際に、個別対応票を確認し、該当児童生徒のものであるか

を確認し、誤配・誤食を防止する。 

   ・除去食対応は対応予定表に基づいて配食されているか確認する。 

   ・児童生徒自ら除去を行う場合は、発達段階に応じて確実に除去ができているか、対応希望表を

基に確認する。 

   ・児童生徒自ら給食当番を行う際は、原因食物に触れないよう配慮する。 

   ・誤食や症状が出たときは、我慢せずに申し出るよう児童生徒に指導する。 

 

(オ) 食物アレルギー担当者〔実態把握、保護者連携、事故防止〕 

   ・保護者との面談の日程を調整、設定し、同席する。 

   ・原因食物や症状、家庭での対応状況、緊急時措置方法を把握する。 

   ・該当児童生徒の実態を把握し、関係職員との連携を図る。 

   ・食物アレルギーを有する児童生徒の情報を集約し、食物アレルギー対応委員会の開催を管理職

と調整する。 

   ・食物アレルギー対応委員会で決定した対応方法を保護者に伝える。 

・保護者からの申し出を関係職員に伝え、共通理解を図るとともに、緊急時の体制を周知する。 

・食物アレルギー対応についての校内研修等を企画・実施し、食物アレルギーについての正しい

知識を周知する。 
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(カ) 養護教諭〔実態把握、主治医や学校医と連携、事故防止〕 

   ・個別面談に同席し、原因食物や症状、家庭での対応状況、緊急時措置方法を把握し、食物アレ

ルギー個別対応プランを立案する。 

   ・エピペン®を携行している児童生徒については、保管場所を保護者と確認しておく。 

・食物アレルギー個別対応プランの内容について、保護者及び全教職員間で連携を図る。 

   ・主治医、学校医との連携を図り、応急処置の方法や連絡先を事前に確認する。 

・転出・進学時には、保護者の承諾を得て、食物アレルギー事前調査票などをもとに引継ぎを行

う。 

・児童生徒の体調の把握に努める。 

 

(キ) 教職員〔安全な給食運営、事故防止〕 

   ・食物アレルギーを有する児童生徒の実態や食物アレルギー個別取り組みプランを共有する。 

   ・緊急時措置方法について共通理解を図る。 

   ・学級担任が不在のときは、サポートに入る職員は同等の対応ができるようにする。 

 

(ク) 給食センター所長及び給食調理実施校長〔給食の調理・運営の安全管理、事故防止〕 

   ・給食配食校から学校給食における食物アレルギー対応の依頼があった場合は、密に連携し、助

言・承認を行う。 

 ・安全な給食の提供について栄養教諭・学校栄養職員及び調理員に指示する。 

 ・食物アレルギー対応に関する書類を確認し、決裁する。 

 ・通常の給食と同様に、除去食の検食を実施する。 

 

(ケ) 栄養教諭・学校栄養職員〔給食の調理・運営の安全管理、事故防止〕 

   ○保護者への対応 

   ・保護者との面談時に給食での対応内容の確認、調理方法等の情報提供を行う。 

   ・給食で使用する食品について、原因食物の有無等を詳細献立表により保護者に情報提供する。 

   ・学校給食における食物アレルギー対応のための各書類を作成し、起案・配付する。 

   ○教職員・給食調理員への対応 

   ・状況に応じて個別面談に出席し、原因食物や症状、家庭での状況、緊急時措置方法を把握する。 

・学校給食における対応について給食調理員と調整し、どのような対応が可能か食物アレルギー

対応委員会に提案する。 

・食物アレルギー個別取り組みプランの情報を共有する。 

   ・調理指示書を基に、作業工程、動線図に沿って原因食物の混入や誤配がないよう調理員に指示

する。 

   ・給食時の注意点や指導について、学級担任、養護教諭等に助言する。 

(コ) 調理員〔給食の調理・運営の安全管理、事故防止〕 

・該当児童生徒の実態を理解し、除去食の内容を確認する。 

・栄養士の調理指示をもとに、除去する食品や作業動線図を確認したうえで、作業工程表をチェ

ックしながら安全に調理作業にあたる。 

・個別対応票を確認して誤配を防ぐ。 
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 （４）保護者の役割 

    学校給食において、適切な食物アレルギー対応を実施するためには、保護者と学校の連携が必

要不可欠となる。学校側の取り組みが有効に機能し、児童生徒が安全・安心な学校生活を送るた

めにも保護者に対して、次のような項目について主体的に行うよう働きかけを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （５）市教育委員会の役割 

(ア) 食物アレルギーに係る情報の取り扱いの周知 

 食物アレルギーに係る情報や関係書類に関する次の事項を各学校へ周知する。 

 ①校内の対応すべき児童生徒の全体を把握し、全教職員が情報の共有化を図ること。 

 ②保護者の主体的な参加と保護者との積極的な情報共有に努めること。 

 ③木更津市個人情報保護条例に基づき、関係書類を適切に管理すること。 

 

(イ) 対応事案等の把握・報告 

 ヒヤリハット事例等を把握し、各校の食物アレルギーに係るヒヤリハット事例の報告等を行う。 

  

(ウ) 研修会の開催 

   ①本ガイドラインに関する研修会を開催する。 

   ②各校で、全教職員を対象とした校内研修・訓練を実施できるよう管理者に働きかける。 

 

(エ) 緊急時対応の整備 

緊急時に備え、各校の食物アレルギーに係る情報を共有するとともに、緊急時の体制を整え適

切な対応を行う。 

 

(オ) ガイドラインの改定 

社会情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて見直しを行う。 

 

 

 

①適切な診察を受けさせる。 

②就学時健診や入学説明会、転入時等の機会において、教職員に食物アレルギーを有するこ

とを申し出る。 

③家庭において食物アレルギーを有すること、誤食や具合が悪くなったときはすぐに学級担

任等に申し出ることを児童生徒に理解させる。 

④除去食対応を受ける場合は、学校から提供された詳細な献立表を確認し、児童生徒に喫食

の可否を理解させる。 

⑤本人除去対応となる場合は、詳細な献立表を確認し、児童生徒に十分指導する。 

⑥食物アレルギー対応に関わる書類は必ず提出日までに提出する。 

⑦エピペン®を含む処方薬を携行する場合は、学級担任等に必ず申し出る。その際、保管場所

や管理方法等について、学校と確認する。 
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２．食物アレルギー対応の流れ 

 （１）フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

把握 

指導表等の提出依頼 

●食物アレルギーを有する児童生徒の把握・保護者に書類提出の依頼 

 ○提出書類 

  ①食物アレルギー調査票 

  ②学校生活管理指導表 

  ③食物アレルギー対応事前調査票 

  ④食物アレルギー対応給食申請書 

 ○申請時期 

  ・入学時（就学時健康診断時：①提出。②、③、④提出依頼） 

  ・進級時（年１回：②、③、④提出） 

  ・転入時等（転入や新規発症時：①、②、③、④提出） 

●保護者と個別面談を実施 

〔参加者例：保護者、校長（管理職）、養護教諭、栄養教諭等、学級担任〕 

個別面談 

●個別取り組みプラン等の作成 

対応実施の決定を受け養護教諭が個別取り組みプランを作成する 

個別プランの作成 

対応の決定 

対応委員会の開催 

対応内容の把握 

最終調整と 

情報の共有 

対応の実施 

●「校内食物アレルギー対応委員会」を開催し、対応方法を検討する 

〔構成者例：校長（管理職）、養護教諭、食物アレルギー担当者、栄養教諭

等、学級担任、必要に応じて教育委員会担当者、学校医等〕 

●校長は対応実施の決定を

する 

●校長は対応実施を決定し、該当調理場

長に給食における決定内容を通知す

る。 

●市教育委員会は各校の対応内容を把握し、環境整備等を行う 

●校長は、決定した対応内容を保護者へ通知する。併せて調理場にも通知す

る。また、職員会議等で全教職へ周知徹底する 

●校長は、決定した対応内容を保護者へ通知して了解を得、併せて職員会議

等で全教職へ周知徹底する ●個別取り組みプランに基づいて食物アレルギー対応を実施する 

●定期的（年１回）に、対応方法等の評価・検討を行う 

 進級時等（引き続き対応が必要な場合は、②、③、④の提出を依頼） 

評価・見直し 

（個別指導） 

調理校 給食センター・調理校からの配食校 
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【把握・指導表等の提出依頼】 

  食物アレルギー調査票による対象者の把握は、小学校入学時（就学時健康診断）と転入時・新規

発症時に行う。小学校入学時の場合、食物アレルギー調査票は、就学時健康診断の通知とともに市

教育委員会から郵送。就学時健康診断の受付で入学予定者全員から食物アレルギー調査票を回収し、

対応を希望する保護者に学校生活管理指導表や事前調査票などの書類を配付する。 

  転入や新規発症の場合、食物アレルギー調査票・学校生活管理指導表・食物アレルギー対応事前

調査票の配付は在籍予定の学校が行う。 

  また、食物アレルギー対応を実施している児童生徒について、進級時に次年度の対応を希望する

かを確認するが、この場合の書類の配付も在籍している学校が行う。 

 

 【個別面談】 

  食物アレルギーの対応を希望する保護者と個別面談を実施する。校内食物アレルギー対応委員会

にて面談の出席者や保護者と情報共有する内容等について打ち合わせを行う。給食の対応希望があ

り、個別面談に栄養士の出席を希望する場合は、配食校は該当調理場に対して派遣依頼を出す。 

 

【対応委員会の開催】・【対応の決定】 

  個別面談が終了したら、校内食物アレルギー対応委員会を開催し、緊急時を含めた対応方法や職

員の体制等を協議・検討する。給食の対応希望がある場合、配食校は該当調理場に給食対応につい

て依頼し、承認を得る。 

  校内食物アレルギー対応委員会で協議した内容をもとに、学校長は学校生活全体についての対応

を決定する。 

 

 【個別プランの作成】 

  決定した対応内容について、児童生徒ごとに個別取り組みプランを作成する。 

 

 【対応内容の把握】 

  学校は対応者一覧表を作成し、校内での対応における環境について必要なものがあれば市教育委

員会に申し出る。市教育委員会は学校からの申し出について検討し、環境整備等を行う。 

 

 【最終調整と情報の共有】 

  校長は、決定した対応内容を決定通知書及び個別取り組みプランにて保護者に通知し、了解を得

る。併せて、職員会議や校内研修等を活用して対応内容を全職員に周知し、校内での体制を整える。 

 

 【対応の実施】 

  個別取り組みプランに基づいて該当児童生徒に対して食物アレルギーの対応を行う。 

 

 【評価・見直し（個別指導）】 

  主に進級時に対応方法の評価・検討を行う。（P.１８参照。） 
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 （２）学校における年間スケジュール 

  【小学校入学の場合】 

①就学時健康診断 

 （10～11 月） 

・「食物アレルギー調査票」を事前に郵送する。当日、全員から回

収し、対応を希望する保護者に申請書類等を渡す。（市教委） 

・学校担当職員は、「食物アレルギー調査票」の内容を確認し、必

要に応じて、電話等にて保護者から追加で聞き取りをする。 

・校内食物アレルギー対応委員会で打ち合わせを行い、調査票と

聞き取った内容を基に、面談の対象者や面談の流れ等について

共通理解を図る。 

②個別面談 

 （11～1 月） 

・学校の担当職員が面談日程を調整する。 

・保護者と学校の関係職員等で個別面談を実施する。 

・食物アレルギー対応について、保護者と情報の共有を行う。 

③食物アレルギー 

対応委員会 

 （～2 月） 

・学校生活管理指導表、面談内容をもとに食物アレルギーを有す

る児童の学校生活の対応方法等を検討・決定する。 

④対応内容の通知・周知 

 （～3 月） 

・校内食物アレルギー対応委員会で決定した内容を保護者に通知

する。 

・次年度の対応内容について、全教職員で共通理解する。 

  3 月中旬～4 月上旬 

 

・次年度の担当者に情報を確実に引き継ぐ。 

・給食の対応がある場合は、4 月の実施内容について保護者と確認

する。 

⑤対応の開始（4 月～）  

 

 【中学校入学の場合】 

①食物アレルギー調査 

 （10～11 月） 

・市内小学校に在籍していて、食物アレルギー対応を実施してい

る児童は、在籍の小学校から進学後の食物アレルギー対応の希

望に関する書類を配付する。  

②個別面談 

 （11～1 月） 

・入学予定の中学校の担当職員が面談日程を調整する。 

・保護者と学校の関係職員で個別面談を実施する。 

・食物アレルギー対応について、保護者と情報の共有を行う。 

③食物アレルギー対応 

委員会（～2 月） 

・学校生活管理指導表、面談内容をもとに食物アレルギーを有す

る生徒の学校生活の対応方法等を検討・決定する。 

④対応内容の通知・周知 

 （～3 月） 

・校内食物アレルギー対応委員会で決定した内容を保護者に通知

する。 

・次年度の対応内容について、全教職員で共通理解する。 

  3 月中旬～4 月上旬 

 

・次年度の担当者に情報を確実に引き継ぐ。 

・給食の対応がある場合は、4 月の実施内容について保護者と確認

する。 

⑤対応の開始（4 月～）  
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【進級時等の場合】（小学校・中学校） 

①対応の見直し 

 （9～11 月）  

 

・現在対応している児童生徒の保護者に、「学校生活管理指導表」、

「食物アレルギー対応事前調査票」、「食物アレルギー対応給食

申請書（継続・変更用）」を送付し、提出を依頼する。 

・校内食物アレルギー対応委員会で打ち合わせを行い、提出され

た書類の内容を基に、面談の対象者や面談の流れ等について検

討する。 

②個別面談 

 （11～1 月） 

 （対応に変更がない場合

は 4 月でも可） 

・校内の担当職員が面談日程を調整する。 

・保護者と学校の関係職員で個別面談を実施する。 

・食物アレルギー対応について、保護者と情報の共有を行う。 

※対応に変更がない場合は、新年度に担任が決定してから面談を

実施してもよい。 

③食物アレルギー対応 

委員会（～2 月） 

・学校生活管理指導表及び面談内容をもとに食物アレルギーを有

する児童生徒の学校生活の対応方法等を検討・決定する。 

④対応内容の通知・周知 

 （～3 月） 

・校内食物アレルギー対応委員会で決定した内容を保護者に通知

する。 

・次年度の対応内容について、全教職員で共通理解する。 

  3 月中旬～4 月上旬 

 

・次年度の担当者に情報を確実に引き継ぐ。 

・給食の対応がある場合は、3 月に 4 月の実施内容について保護

者と確認する。 

 

【転入・新規発症の場合】（小学校・中学校） 

①食物アレルギー調査 

 （随時） 

・転入者及び新規発症により食物アレルギー対応を希望する保護

者に「食物アレルギー調査票」を記入してもらう。 

・「学校生活管理指導表」と「食物アレルギー対応事前調査票」「食

物アレルギー対応給食申請書（新規用）」の提出依頼をする。 

※対応決定までは給食は弁当対応となる。 

②個別面談 

  

・学校の担当職員が面談日程を調整する。 

・保護者と学校の関係職員で個別面談を実施する。 

・食物アレルギー対応について、保護者と情報の共有を行う。 

③校内食物アレルギー 

対応委員会 

・学校生活管理指導表、面談内容をもとに食物アレルギーを有す

る生徒の学校生活の対応方法等を検討・決定する。 

④対応内容の通知・周知 

  

・校内食物アレルギー対応委員会で決定した内容を保護者に通知

する。給食対応がある場合は、書類の確認を行ったうえで対応開

始ができる日を併せて伝える。 

・対応内容について、全教職員で共通理解する。 

⑤対応の開始  
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３．面談について 

  食物アレルギー対応の開始前には必ず保護者と面談を行う。この面談では、学校生活管理指導表等

の確認や下記の事項について聴取・確認する。また、面談では学校生活管理指導表等に記載された事

項を補うとともに、給食対応を含めた校内の食物アレルギー対応の基本方針を理解してもらう場とす

る。 

【保護者との面談のねらい】 

  ・対象の児童生徒の情報を詳細に得ること。 

  ・校内の体制等について保護者と共通理解すること。 

  ・保護者に学校給食の提供までの流れや、調理場の現状を理解してもらうこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者との面談のポイント 

（１）保護者に確認・聴取する事項 

   ・医師の指示内容（主治医名、食物アレルギーの病型、アナフィラキシー病型、原因食物

等を含む） 

・過去に経験した具体的な食物アレルギー症状（アナフィラキシーを含む） 

・家庭での対応状況 

  ・学校生活を送る上での配慮すべき必要事項 

・搬送医療機関、医薬品及びエピペン🄬の処方の有無 

・処方薬（エピペン🄬等）の持参希望の有無 

・緊急時対応、緊急連絡先 

・教職員、市教育委員会、医療機関等関係機関及び学級内の児童生徒並びに保護者へ該当

児童生徒の食物アレルギー情報を提供することについての同意 

 

（２）自校の食物アレルギー対応に関する基本的な考え方を示す。 

    ・本人の安全を第一に考えていること 

・すべての教職員で対応していること 

    ・本人・保護者の了解の下、同じクラスの児童生徒の理解、協力を得て対応しているこ

と 

 

（３）自校の状況を説明し、理解を求める。 

  ・校内における食物アレルギー対応の詳細 

  ・処方薬を持参する場合の取り扱い（保管場所と使用方法） 

  ・給食における調理の方式や状況の説明と、「対応できる内容」と「対応できない内容」に

ついて 

  ・持参する弁当の保管場所・方法 

  ・個別取り組みプランの作成について 

  ・その他、食物アレルギー対応検討委員会で決定した項目について 
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〇対応見直しの時期 

  学校生活管理指導表は、医師が向こう 1 年間を見越して記入する書類のため、原則、1 年ごとに対

応の見直しを行う。次年度の対応については、給食の対応等も含むため前年度中に検討を行い、前年

度の 2 月頃までには対応を決定する。 

  ただし、年度の途中で症状に変化があった（対応の解除、新規発症等）場合は、その都度対応の見

直しを行う。 
 

 〇対応見直しの主な流れと時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇面談の対象者  

  主な面談の対象者と内容は、次のとおり。 

現在の対応 次年度の対応希望 面談の種類 面談実施の時期 

情報提供対応 

継続 
関係者による対応内容の

打ち合わせのための面談 

希望者等に実施する。 

新年度でもよい。 

新規・変更・中止※ 対応決定のための面談 
年度内に必ず実施する。 

（2 月末までに対応決定） 

完全弁当対応 

継続 
関係者による対応内容の

打ち合わせのための面談 

希望者等に実施する。 

新年度でもよい。 

新規・変更・中止※ 対応決定のための面談 
年度内に必ず実施する 

（2 月末までに対応決定） 

除去食対応 

継続 
関係者による対応内容の

打ち合わせのための面談 

希望者等に実施する。 

新年度でもよい。 

新規・変更・中止※ 対応決定のための面談 
年度内に必ず実施する 

（2 月末までに対応決定） 

※給食の対応希望が“中止”で完全解除の場合、保護者が面談を希望せず、学校での対応について保護者と

学校の間で確認ができていれば、学校長の判断で面談を割愛できる。また、学校生活についての確認が主

となるため、原則、調理場職員（栄養士等）の出席は必要ない。 

 

 

 

１０月頃 ・食物アレルギー対応を実施している児童生徒の保護者に学校生活管理指導表の提出を依頼。 

 

11月  ・校内食物アレルギー対応委員会で情報 

～1月頃   共有。（配食校の場合は、調理場とも情報共有する。） 

・提出された書類を基に、必要に応じて個別面談の実施。 

 

2月頃  ・校内食物アレルギー対応委員会を開催し、次年度の対応について検討・決定。 

    ・保護者宛てに対応決定通知書を送付。 

 



 

19 

 

 ４．学校生活（給食以外）での留意点 

  食物アレルギーについては、学校生活上、留意しなければならないことがあり、定型的な給食の対

応とは異なるため、事前に様々な想定を行い、学校生活管理指導表及び個別取り組みプランに基づい

た対応を検討しておく必要がある。 

 

 （１）調理実習・試食を伴う活動 

   ・調理実習や試食等、食物を扱う活動を行う場合、食物アレルギーを有する児童生徒への影響の

有無を確認する。 

   ・学級担任、教科担任等の関係職員は、原因食物が含まれていないかを確認し、事前に使用する

食品を保護者に伝え、保護者の了承の上で行う。 

   ・「加工食品」に含まれるアレルギー物質の表示にも注意し、原因食物が含まれる場合は別メニュ

ーにする等の配慮を行う。 

   ・重篤な症状を有する児童生徒がいる場合は原則としてコンタミネーションの危険がある食品は

喫食させない。 

 

 （２）注意を要する教材、学習活動 

   生活科や理科、図画工作、美術、学級活動等の教材や教具に原因食物が含まれる場合には、除去

したものまたは替わりのものを用意する。清掃活動等では、原因食物の付着した雑巾等に触れ、ア

ナフィラキシーを起すこともあるので注意する。 

  【注意を要する学習活動等の例】 

原因食物 配慮すべき教材、教具、学習活動等 

鶏卵 卵パック、殻を使用した工作 

牛乳 牛乳パックのリサイクル活動（洗浄等）、牛乳パックを使用した工作 

小麦 小麦粘土、うどん・パン作り体験 

落花生・ピーナッツ 豆まき、栽培 

そば そば打ち体験、そば殻枕 

大豆 豆まき、みそ作り、豆腐作り 

 

 （３）体育、部活動等 

   食物依存性運動誘発アナフィラキシー及び運動誘発アナフィラキシーを有する児童生徒は、体育

や部活動（運動部）、休憩時間の遊び等の運動により発症することがあるため注意する。アナフィラ

キシーを発症した場合には、すぐに保護者への連絡や医療機関の受診、救急要請等の対応を検討す

る。食物依存性運動誘発アナフィラキシーの場合は、原因食物を食べたら２時間（できれば４時間）

以内は運動をしないことで予防する。 

 

 （４）宿泊を伴わない校外活動 

   ・工場見学等で食物が提供される場合、事前に内容を把握し、保護者と対応を確認する。当日は

該当児童生徒が誤食しないよう指導する。 

   ・友達同士での弁当や菓子類の交換をしないよう指導し、自由行動での食事内容等にも注意する。 

   ・緊急時の連絡体制を保護者と確認しておく。 
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 （５）修学旅行等の宿泊を伴う活動 

   食物アレルギーの児童生徒がなるべく他の児童生徒と同じような校外学習・宿泊が行えるよう、

保護者からの情報をもとに学習内容・宿泊場所等を検討し、旅行事業者、利用・宿泊施設の管理者・

食事提供担当者に伝えるとともに、学校はどの場面でどのような対応・配慮を行うかを確認してお

く。 

  （ア）事前に準備すること 

   ・事前計画案をもとに、必要な対応や配慮を確認しておく。 

   ・宿泊先や昼食場所等での食事内容、体験学習の内容等について原因食物の使用の有無を事前に

確認し、対応について保護者と相談する。 

   ・緊急時の連絡体制、対応、救急搬送等について、保護者及び引率教職員で共通理解を図る（自

由行動中の連絡体制も確認する）。また、緊急時に必要になる本人のアレルギー情報、主治医の

連絡先、保護者の連絡先が明確になるようにしておく。 

   ・現地で発症して病院を受診する際に、医薬品名や服薬の有無を申告する場合があるため、学校

は主治医から処方された医薬品名と容量を把握しておく。 

   ・必要に応じて、保護者が宿泊先等と直接連絡を取り、除去食や代替食による対応に係る話し合

いができるよう配慮する。 

・保護者の了解を得て、食物アレルギーを有する児童生徒の概要を宿泊先に伝える。 

   ・事前に担当者を決めておき、食事前の確認を複数の教職員で行い、誤食のないようにする。 

   ・児童生徒間で弁当、菓子及び飲料等の交換をしないよう指導する。 

   ・そば殻の枕等、食物以外でも原因食物に接触する可能性のあるものには十分配慮する。 

    ＊そばアレルギーの児童生徒がいる場合は、宿泊施設でそば殻枕を使用している場合や利用す

る施設でそば打ち体験を行っている場合、食事する店舗がそばと他の麺類のゆで釜を共用し

ている場合などに、寝具の交換や清掃、調理場の対応を依頼するほか、必要に応じて利用す

る施設･店舗の変更を検討する。 

 

  （イ）保護者に確認すること 

   ・宿泊先等に直接連絡した場合には、結果を学校に報告する。 

   ・宿泊先等での食事内容により原材料を確認し、不明な点は詳細を問合せ、原因食物の有無等の

情報を学校と共有する。 

   ・症状によっては、主治医のアドバイスをもとに、必要な情報をまとめておく。 

   ・症状が出たときの対応、通常使用している医薬品の使用状況等が「個別取り組みプラン」と変

更ないか保護者に確認する。原則として医薬品は本人が持参し、児童生徒が自分で使用できる

ようにしておく。 
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５．食物アレルギーに関する指導 

  食物アレルギーを有する児童生徒が安全で安心な学校生活を送るためには、アレルギーを有する児

童生徒の状況について、他の児童生徒からも理解が得られるよう配慮することが重要。 

  そのため、保護者の意向やプライバシーに配慮しながら、アレルギーの有無にかかわらず、児童生

徒の発達段階に合わせて、食物アレルギーに関する内容を指導する必要がある。 

 

 【食物アレルギーを有する児童生徒への指導（例）】 

 食物アレルギーを有する児童生徒のアレルギー症状の発症を防ぐためには、原因食物を摂取しな

いように常に配慮することが第一の対策となる。 

 そのため、学校においても児童生徒の理解度や発達の段階に応じた食に関する指導、保健指導、

生活指導等を行い、自己管理能力を育成することが大切である。 

 指導内容 

ア．食に関する指導 ・原因食物を食べる（接触を含む）と体に異常な反応が出ることを理解する。 

・食品表示等を参照して原因食物を自分でさけることができる。 

イ．保健指導 

 （発症時の対応） 

 

 

 （体調管理） 

・誤って原因食物を飲食し、気分が悪くなったり、かゆみ等の症状が出た場

合には、直ちに周囲の人に知らせることができる。 

・緊急時処方箋（内服薬、吸入薬、「エピペン🄬」等）について、管理方法や

使用方法など正しく理解し、自己管理ができる。 

・生活の仕方、ストレスなどが症状に関係する場合には、規則正しい生活習

慣やストレスの対処方法等を理解する。 

ウ．生活指導 ・友だちから勧められたときに、きちんと断り、その理由も説明できる。 

［留意事項］ 

・食物アレルギーを有する児童生徒の成長と発達を正しく評価し、栄養を適切に摂取するための食

事についてのアドバイスや精神面でのサポートを行う。 

・指導を行う際には、アレルギーの症状や発達の段階に合わせ、必要に応じて主治医の指導や助言

を受けながら行う。 
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Ⅳ．学校給食における食物アレルギー対応 

１．目標 

 食物アレルギーのある児童生徒が、他の子どもたちと同じように給食を楽しめることを目指し

安全を最優先として、医師の指示に基づき、対応可能な範囲で食物アレルギーのある児童生徒へ

の給食を提供する。 

 

 ２．基本方針 

 （１）安全な食物アレルギー対応のための基本事項 

   ・全職員が食物アレルギー及びアナフィラキシーに関する正しい知識を持つ。 

・除去等の対応については、医師の診断による「学校生活管理指導表」に基づいて実施する。 

・食物アレルギーのある児童生徒にも給食を提供するため、安全性を最優先とする。 

   ・安全性確保のため、学校給食では、原因食物の一律完全除去対応を原則とする。 

   ・学校及び各給食施設の設備、人員等を鑑み、安全性が確保できない対応は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本市の学校給食の提供方法について】 

本市では、次の３つの方法で学校給食を提供している。 

 ①給食センター方式 

  給食センターで調理した給食を各学校へ配送する方法。 

 ②親子給食方式 

  学校に設置された給食室で近隣校分をあわせて調理し、近隣校分を配送する方法。 

 ③単独校方式 

  学校に設置された給食室で自校分のみを調理する方法。 

 

※献立作成は、同一の献立作成システムを利用して調理施設ごとに行っている。詳細献立表の

様式も同じ献立システムで作成しているが、献立が異なるため、書類の作成は調理施設ごと

に行っている。 

※調理している施設・設備、食数、人員等が異なるため、市内統一のガイドラインを使用して

いるが、対応できる範囲が異なる場合がある。学校給食に関する食物アレルギー対応の詳細

は、年度ごとに、児童生徒の在籍する学校及び該当の調理場で協議して決定する。 
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（２）対応の種類 

本市においては、除去食対応（レベル３）までの対応を基本とする。 

(ア) 情報提供対応（詳細な献立表対応）：レベル１ 

【詳細な献立表対応の対象食品】 

小麦、卵、乳・乳製品、えび、かに、いか、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、牛肉、 

くるみ、やまいも、もも、オレンジ、りんご、ゼラチン、バナナ、ゴマ、カシューナッツ 

≪対象者≫ 

   ・医師の診断及び検査により食物アレルギーと診断されている。 

   ・対応開始時、対応の変更時及び毎年、学校生活管理指導表の提出がある。 

   ・家庭でも原因食物の除去等の食事療法を行っている。 

   ・原因食物が上記の対象食品に該当している。 

＊児童生徒本人による自己除去の可否については、次の項目について検討する。 

 

 

 

 

 

  ≪対応方法≫ 

食材料が確認でき、食物アレルギー表示のある献立表（以下“詳細献立表※１”とする）及び対

応希望表を事前に保護者に配付し、保護者はそれを基に家庭から一部弁当を持参する等の希望を

記入して学校へ提出し、当日は、児童生徒本人が適切に除去できるよう指示する。 

   ≪留意点≫ 

詳細な献立表の配付は、食物アレルギー対応の基本であり、レベル２・レベル３の対応におい

ても原則実施される。 

ただし、レベル２の完全弁当対応の該当者で、詳細な献立表の配布を希望しない場合は、配付

しない。 

 

※１詳細献立表に食物アレルギー表示ができる食品は、現状、特定原材料及び特定原材料に準ずる

２７品目に限る。ただし、コンタミネーション※２については表示しない。また、令和元年度に

アーモンドが加工食品のアレルギー推奨表示の対象となったが、食材納入業者等の整備が整う

までは対象品目から除外する。 

   ※２コンタミネーションとは、食品製造過程において、原材料としては使用していないが、同一工

場内、または同一ラインで原材料として使用した別製品を製造している場合等に、意図せず混入

することを指す。このような場合、表示の欄外に「本品製造工場では○○（特定原材料等の名称）

を含む製品を生産しています」などと注意喚起表示をすることが促されている。しかし、製品に

よっては、パッケージに注意喚起表示されているが、パッケージのみの表示で、原材料の原因食

物を確認する製品規格書には表示されないことがある。 

     ただし、原材料に特定原材料等の表記がなく、特定原材料等に対する最重症の患者でなけれ

ば、注意喚起表示があっても基本的に摂取できる。 

①症状が比較的軽症であること。 

②本人の理解度や発達段階等から、確実な除去を期待できること。 

③喫食時に確実に除去が行われたことを詳細献立表及び対応希望表等を使用して教職員

が確認できること。 
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(イ) 弁当対応：レベル２ 

※一般的には、「レベル２ 弁当対応」は、下記のとおり「一部弁当対応」及び「完全弁当対応」

を指すが、 本市では、一部弁当対応は、除去食対応または情報提供対応の内容となるため、

特に注釈がない限りは、レベル２は、「通年にわたって給食の代わりに弁当を持参する完全弁

当対応」を示すものとする。 

 

①一部弁当対応 

    自己除去または除去食対応において、原因食物を除くことによりその料理が成立しない場合に

品数が減ってしまうため、不足する料理の代わりとなるものを部分的に家庭より持参する。 

   ≪対象者≫ 

   ・情報提供対応対象者または除去食対応対象者で、献立のうち、食べられない料理がある場合 

 

②完全弁当対応 

    ごく微量でアレルギー症状が誘発される可能性があるなど、集団給食において安全性が確保で

きない場合は給食の献立に代わるものすべてを家庭から持参する。 

   ≪対象者≫ 

   ・医師の診断及び検査により食物アレルギーと診断されている。 

   ・対応開始時、対応の変更時及び毎年、学校生活管理指導表の提出がある。 

   ・除去食対応者または情報提供対応者で、すべての料理が食べられない献立の場合 

   ・次の要件に該当する場合。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ≪留意点≫※①②共通 

   ・弁当を持参する場合、衛生的に保管するために特に気温が高い時期は注意をする必要がある。

弁当に保冷剤を入れる、保護者が給食時間に合わせて持参する、児童生徒が持参し職員室で保

管するなど、方法は各学校で保護者と協議して決定する。 

   ・学校で一括して保管する場合、持参した弁当が原因食物に触れる機会がないよう注意して保管

場所を決定する。 

 

 

完全弁当対応を考慮する要件 

１．ごく微量で反応が誘発される可能性がある場合 

・調味料、だし、添加物の除去が必要 

・注意喚起表示がある場合についても除去の指示がある 

・食器や調理器具の共用ができない 

  ・揚げ油の共用ができない 

２．多品目の食物除去が必要 

３．原因食物が本市で対応している食品以外の場合で、自分で除去することが困難な場合 

４．施設の整備状況や人員などの体制が整っていない場合  

５．その他、上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる場合 
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(ウ) 除去食対応：レベル３ 

【除去食の対象食品】 

卵、乳・乳製品、えび、かに 

≪対象者≫ 

   ・医師の診断及び検査により食物アレルギーと診断されている。 

・対応の開始時、対応の変更時及び毎年、学校生活管理指導表の提出がある。 

   ・原因食物が特定されており、医師からも食事療法を指示されている。 

   ・家庭でも原因食物の除去等の食事療法を行っている。 

   ・ランチボックスの外部等に該当児童生徒の氏名、クラス名等を表示することができる。 
    

 ≪対応方法≫ 

毎月、調理場は詳細献立表、対応予定表を実施前月に保護者へ配布し、保護者は、対応予定表

に代替食持参の希望等を記入して提出する。調理場栄養士は保護者が提出した対応予定表の内容

を確認する。給食当日は、対応予定表及び個別対応票の内容をもとに各工程でチェックを行い給

食が提供される。 

調理過程において原因食物を給食から取り除いて提供する、または、個別包装の牛乳やパン、

デザート等を取り除く対応とする。ただし、部分除去や部分解除には対応しない。 

原因食物を取り除くことにより献立が成立しない場合は、代わりになるものを家庭より持参す

る。（一部または完全弁当対応） 

≪留意点≫ 

・原因食物が除去食対応の食品であっても、対応の程度が調理場の対応能力と見合わない場合は 

除去食の提供は行わない。 

・食物アレルギー専用調理室のある給食センター以外の調理場では、原則、除去食の調理品は大

量調理の調理過程で原因食物を取り除けるものに限り、個別調理は行わない。 

・原因食物を除くことが難しい場合は、料理そのものを配膳しないという除去(単品除去)になる。 

・除去食を調理する場合、１つの料理に対する除去食はすべての原因食物を除いた１種類のみと

し、複数の原因食物が含まれている場合でも原因食物ごとの除去食は作らない。 

 （例えば、うずらの卵とえびを使用した八宝菜の場合、卵抜き、えび抜きの除去食は作らず、

うずらの卵とえび両方を除去した八宝菜を調理しそれぞれの該当者に同じ料理を提供する。） 

・除去食調理を行う料理であっても、材料の納品や野菜の下処理は通常の給食と同様に扱う。 

・除去食対応のある日は、個包装品を除き、調理場にてランチボックスに入れて配食される。た

だし、除去する料理が個包装品のみの場合はランチボックスを使用せず、クラス配膳となる。 

・ランチボックス対応のある日は、お代わりはできない。また、予備食は準備しない。 

・除去食対応の対応品目とそれ以外の食品のアレルギーを併せ持つ場合、原則、情報提供対応ま

たは両方の食品を使用する献立の日は弁当持参（完全弁当）とする。 
 

(エ) 代替食対応：レベル４ 

学校給食から原因食物を除くことにより不足する栄養素を別の食品で補って提供される学校

給食のこと。 

※本市では代替食対応は実施しない。 
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（３）学校給食での使用食品について 

  【使用に配慮する食品】次の４つの食品は、食物アレルギーの対象人数が多い、または新規発症が

多いとされている食品のため、献立で使用する際は、目的をもって計画的に使用する。 

使用に配慮する食品 えび、かに、くるみ、カシューナッツ 
 

【学校給食における除去の対象外とする食品】 

(ア) 学校給食で使用しない食品 

  次の６つの食品は、木更津市の学校給食では加工食品の原材料も含め使用しない。ただし、

コンタミネーションは除く。なお、この６品目については、書類において記述されますが、木更津市

として給食では取り扱いません。そのため対応はありません。 

症状が重篤になりやすい・新規発症が多い・使用頻

度が著しく低い等の理由により使用しない食品 

そば、落花生、あわび、 

いくら、まつたけ、キウイフルーツ 
   

(イ) 微量混入（コンタミネーション） 

加工食品や大量調理の過程において、コンタミネーションへの対応は困難なため、学校給食で

はコンタミネーションを含む微量混入については対応しない。 

学校給食における微量混入の可能性の例 

・食品の注意喚起表示      ・食器の共用 

・揚げ油の複数回使用      ・調理中の飛散  等 
 

(ウ) 調味料、だし、添加物等 

下記の食品については、食物アレルギーを有する場合でも基本的に除去の必要がないとされて

いるので除去の対象外とする。 

    なお、下記の食品において除去が必要な場合は、当該食物に対する重篤なアレルギーがあるこ

とを意味するため、完全弁当対応を検討する。 

原因物質 除去する必要のない調味料・だし・添加物等 

鶏卵 卵殻カルシウム  

牛乳 乳糖、乳清焼成カルシウム 

小麦 しょうゆ、酢、みそ 

大豆 大豆油、しょうゆ、みそ 

ゴマ ゴマ油 

魚類 かつおだし、いりこだし、魚しょう 

肉類 エキス 
 

(エ) 生卵（鶏卵） 

 鶏卵は、加熱により抗原性（アレルギーの起こりやすさ）が低下することから、適切な栄養素

の確保のため、“生卵のみ除去”の場合は学校給食における除去の対象外とする。ただし、生卵

以外のマヨネーズやカスタードクリーム等の除去が必要な場合は、除去の対象とする。 

   ※鶏卵の主要な原因タンパク質は加熱変性しやすいため、加熱調理することでアレルゲン性が低

下する。このため、加熱卵は食べられても、半熟卵や生卵は食べられない場合がある。 



 

27 

 

   ※学校給食は学校給食衛生管理基準により、原則、中心温度 75℃以上（二枚貝等 85～90℃）で

一定時間の加熱処理が定められている。（個包装の果物やナッツ類、納豆・豆腐、ジャム、マヨ

ネーズなど例外を除く。） 

 ３．毎月の流れ 

【情報提供対応】 

時期 対応者 対応の内容 

給食提供の前月 

中旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出期日 

 

 

 

下旬～末頃 

調理場 次の月の献立を作成。 

調味料・加工品等の物資規格書等を基に原因食物を含むか確認し 

①予定献立表、②詳細献立表、③対応希望表 を作成する。 

管理職等は、原因食物の表示が正しく示されているか複数人で確

認し、決裁する。 

①②③の書類を学校へ送付する。 

 

学校 調理場から受け取った①②③の書類を確認する。 

対応をしている家庭へ①②③を配付する。 

 

保護者 学校から受け取った①、②、③を確認する。（お子さんが自分で除

去する日、代替食を持参する日等を確認する。） 

③に各給食献立について、次の対応を希望する場合は、クラスで配

膳しないものに「〇」をつけ、備考欄に対応内容を記入する。 

 

 

 

希望内容を確認して、提出期日までに学校へ③を提出する。 

 

学校 保護者から提出された③の内容を確認する。 

確認が終わった③の写しを保護者へ送付する。 

 

給食提供の当月 

（毎日） 

保護者 ③の写しを見て学校へ登校する前までに、当日の給食の対応につ

いて児童生徒と確認する。 

代替食持参の日は、代替食を用意する。 

 

児童生徒 給食時間に保護者と確認した対応の給食を担任等と確認して配膳

する。 

配膳された給食に間違いがないか担任等と確認してから食べる。 

 

学校 担任等は、給食配膳前に③を見て、対応をしている児童生徒と当日

の給食の対応について確認し、配膳に間違いがないことを確かめ

てから喫食させる。 

 

・配膳しない料理の代替食を持参する場合 

・1日分の給食すべてを弁当持参にする場合 
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【除去食対応】 

時期 対応者 対応の内容 

給食提供の前月 

中旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出期日 

 

 

 

 

下旬～末頃 

調理場 次の月の献立を作成。 

調味料・加工品等の物資規格書等を基に原因食物を含むか確認し 

①予定献立表、②詳細献立表、③対応予定表 を作成する。 

管理職等は、原因食物の表示が正しく示されているか複数人で確認

し、決裁する。 

①②③の書類を学校へ送付する。 

学校 調理場から受け取った①②③の書類を確認する。 

対応をしているご家庭へ①②③を配付する。 

保護者 学校から受け取った①②③を確認する。 

代替食の持参を希望する日等を③の「備考（保護者記入欄）」に記入

する。 

希望内容を確認して、提出期日までに学校へ③を提出する。 

学校 保護者から提出された③を調理場へ送付する。 

 

調理場 学校から受け取った③の内容を確認する。 

③の写しを学校へ送付する。（学校用、保護者用） 

学校 調理場から受け取った③の学校用を保管し、保護者用を保護者へ送

付する。 

給食提供の当月 

（毎日） 

調理場 ③に沿った給食を調理し、除去対応の日は、給食に④個別対応票を

添付して提供する。 

保護者 ③を見て学校へ登校する前までに、当日の給食の対応について児童

生徒と確認する。 

代替食持参の日は、代替食を用意する。 

児童生徒 給食時間に保護者と確認した対応の給食（ランチボックス、教室配

膳、持参した代替食）を再度担任と確認し、配膳する。 

配膳された給食に間違いがないか担任等と確認してから食べる。 

 

学校 担任等は、③を見る。給食の配膳内容について、対応をしている児

童生徒と確認し、対応内容に応じた配膳を行う。ランチボックス対

応の日は配膳室で調理員から渡される④の児童生徒名を確認し、ラ

ンチボックスを受け取る。除去対応の日は、④を確認する。 

対応をしている児童生徒と配膳に間違いがないか確認する。除去対

応の日は、④の該当欄に確認のサイン（押印）をする。 

給食喫食後、対応に間違いがないか改めて確認し、該当欄に確認の

サイン（押印）をする。 

調理場へサイン（押印）した④を送付する。 

調理場 学校から返送された④について、当日の流れに間違いがないことを

確認し、該当欄にサイン（押印）する。 
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 ４．調理場における留意点 

（１）献立作成時 

  ・１回の献立で、複数のメニューに同じ原因食物が入らないよう考慮する。 

  ・調理作業は、できるだけ作業を単純化し、引継ぎによるエラーを防ぐ。 

  ・調理員が十分な数を配置できない場合でも、調理作業等を区分して行えるように配慮する。 

  ・可能な範囲で、料理名を原因食物が使用されていることがわかるものにする。 

  ・使用に配慮する食品は、可能な限り“○○入り”等の料理名により原因食物が使用されているこ

とが分かるようにするか、単品除去となる料理に使用する。 
 

 （２）食材料の選定時 

  ・加工食品や調味料等を使用する際は、原材料配合表（物資規格書）等を取り寄せ、使用食材の確

認を行う。 

  ・検収時に選定したものが納品されているか確認できるよう準備する。 
 

 （３）確認作業の方法、タイミング 

  ・あらかじめ確認作業の方法、（確認者、ダブルチェック、指差し確認など）やタイミングを決めて

おく。 

   ①調理員：検収時、調理時、配食時に確認する。（献立表、朝礼時の確認、ホワイトボード、調理

指示書、作業工程表、個別対応票等を活用） 

   ②担任等：受取り時、給食中、その後の様子を確認する。（献立表、対応予定表、個別対応票等を

活用） 
 

 （４）調理手順等の確認 

  ・献立実施の前日までに栄養教諭・学校栄養職員、調理員等調理にかかわる全員でアレルギー対応

作業も明記した調理指示書、作業工程表、作業動線図を参照して綿密な打ち合わせを行う。 

   【確認項目】 

対応が必要な児童生徒、調理の担当者、調理の手順、使用する器具、等 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 （５）検収時 

  ・検収担当者が使用する食材や調味料を複数で確認し、記録する。 

   【確認項目】 

    納入された食材が発注した食材であるか確実に検収する。 

    加工食品等は業者から取り寄せた詳細な原料配合表と同じ商品か確認する。 

    ※検収担当者は、事前に加工食品の詳細な原料配合表の内容を確認しておく。 

○作業工程表作成のポイント 

 ・必ず事前に作成する。 

 ・調理員との綿密な打ち合わせにより共通理解を図る。 

 ・いつ、どこで、誰が、何に気を付けて（混入、誤配等）作業するか明記する。 

○作業動線図作成のポイント 

 ・必ず事前に作成する。 

 ・混入が心配される場所について明記し、注意を促す。 
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 （６）調理作業時 

  ・調理員は調理指示書、作業工程表、作業動線図に基づいて作業を行う。調理作業中は区別化を意

識して作業を行う。 

  ・作業中は、適宜蓋等を使用してできる限り混入を防ぐ 

  ・事前に決められた確認箇所で、事前に決めた方法（ダブルチェック、指差し確認等）での確認を

徹底する。日々の流れ作業にならないよう配慮し、安全確保に努める。 

 

 （７）調理後の管理 

  ・取り違えや誤配送防止のために個別対応票を使用して、一工程ごとに多重チェックを実施する。 

  ・個人容器に学校名、学年、組、氏名を明記し、誤配、誤食のないようにする。 

 

 （８）配送、配膳 

  ・配缶、配膳は複数でチェックをする。 

・個人容器や配送用のかご等に学年、組、氏名等をわかりやすく表示するなど、配膳・配送先を間

違えない工夫をする。 

  ・配食校とは密に連携し、受取りの確認を誰がするか等を事前に決めておく。 

 

５．教室における留意点 

 （１）給食の時間における配慮 

  ・誤食防止の目的で、以下の項目について各校で取り決める。 

  ・特にアレルギー対応食について、誤食事故が起きないよう配慮をする。 
 

     【取り決め事項の例】 

     ・献立内容の確認     ・給食当番の役割確認 

     ・配膳時の注意      ・おかわり等を含む喫食時の注意 

     ・片付け時の注意     ・その他、交流給食などの注意 等 
 

 

（２）喫食状況の把握 

  ・担任等は、該当児童生徒の給食対応に間違いがないか対応予定表及び個別対応票または対応希望

表により確認する。 

・給食の配膳から摂食状況まで、食事そのものの管理状況についてトラブルの有無に関わらず記録

する。 

  ・教室等における本人の様子や、周囲の児童生徒との関わり方等、担任の気づきも含めて校内食物

アレルギー対応委員会で把握する。 

 

 （３）喫食後の健康観察 

  ・担任等は、該当児童生徒の体調等に変化がないか注意を払う。 
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Ⅴ．緊急時の対応 

 アナフィラキシーは非常に短時間のうちに重篤な状態に至ることがあります。教職員の誰が発見者に

なった場合でも適切な対応がとれるように全員が情報を共有し、常に準備をしておく必要があります。 

 

１．緊急時の対応モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異変に気づく 
●大声で応援を呼ぶ。患児から離れない。 

●安静にし、動かさない。目を離さない。 

●近くにいる児童生徒を患児から遠ざける。 

発見者（及び応援にかけつけた養護教諭などの教職員） 

周囲の安全の確認 

①状態の把握 

・症状・経過の把握 

・学校生活管理指導表の確認 

・食物アレルギー症状チェック

シートによる確認 

 症状は、急激に変化すること

があり、５分ごとに注意深く観

察する。最低１時間は目を離さ

ない 

②応急処置 

・学校生活管理指導表の指示に

基づいて行う。 

・食物アレルギー症状チェック

シートに基づいて行う。 

  エピペン®の注射 など 

反応があるか？ 

な
し 

あり 

・エピペン®の注射 

・１１９番通報 

・AEDの準備 

一次救命処置 

・気道確保 

自発呼吸がない場合 

 ・胸骨圧迫 

 ・人工呼吸 

 ・AED実施 

校長・教頭等 

１ 対応者への指示 

２ 周囲の教職員への指示 

３ エピペン®の注射または介助 

４ 必要に応じて、主治医等への

相談指示      など 

周囲の教職員 

（応援にかけつけた教職員） 

１ エピペン®や内服薬の準備 

２ 学校生活管理指導表の確認 

３ 食物アレルギー症状チェック

シートの記録 

４ エピペン®の注射または介助 

５ 救急車の要請 

６ 保護者への連絡 

７ 周囲の児童生徒の管理 

８ 救急車の誘導    など 

指
示 

救急車要請の目安 

・アナフィラキシーの兆候が見られる場合 

・学校生活管理指導表で指示がある場合 

・エピペン®を使用した場合 

・主治医、学校医等または保護者から要請がある場合    など 

救急隊へ 

連絡 

応援 



 

32 

 

 〔留意点〕 

 ・発見者は、最初に児童生徒の異変に気が付いた職員。 

 ・1 人で対応することは困難なため、すぐに大声で周囲の教職員に応援を依頼する。周囲に教職員が

いない場合は、内線で連絡する、周囲の児童生徒に呼びに行かせる等の対応を行う。 

 

   ※症状が出るのは、事前に申告のある児童生徒とは限らず、新規発症による救急搬送も毎年

一定数県に報告がある。また、校庭等校舎外で症状が出た場合等、緊急時の対応について事

前に検討しておくこと。 

   ※校外学習等においても緊急時の対応について、事前に検討しておくこと。 

 

 ・食物アレルギーによる症状は、急激に症状が変化することがあるため、発見者は、該当児童生徒か

ら目を離さず、症状の変化を観察・記録する。（次ページ「症状チェックシート」参照。） 

 ・応援要請を受けた職員は、既往のある児童生徒の場合、個別ファイルを確認し、学校生活管理指導

表及び個別取り組みプランの緊急時対応を参照して対応する。（ただし、救急搬送が必要な場合は、

速やかに救急車を要請する。） 
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２．症状チェックシート 

 

□ 時 分 □ 時 分 □ エピペン注射 時 分

□ ぐったり

□ 意識もうろう

□ 尿や便をもらす

□ 脈が触れにくいまたは不規則

□ 唇や爪が青白い

□ のどや胸が締め付けられる □ 数回の軽い咳

□ 声がかすれる

□ 息がしにくい

□ 持続する強い咳込み

□ 犬が吠えるような咳

□ ゼーゼーする呼吸

□ 持続する強い(がまんできない) □ 明らかな腹痛 □ 我慢できる弱い腹痛

おなかの痛み □ 複数回の嘔吐 □ 吐き気

□ 繰り返し吐き続ける □ 複数回の下痢

□ 顔全体の腫れ □ 目のかゆみ、充血

□ まぶたの腫れ □ 唇の腫れ

□ 口のかゆみ、違和感

□ 喉のかゆみ、違和感

□ くしゃみ、鼻水、鼻づまり

□ 強いかゆみ □ 軽度のかゆみ

□ 全身性の赤み □ 部分的な赤み

□ 全身のじんましん □ 数個のじんましん

□ エピペン®の注射 □ 内服薬の使用 □ 安静にして経過観察

(迷ったらエピペン®の注射) □ エピペン®の準備 □ 内服薬の使用

□ 救急車の要請 □ 医療機関の受診 □ 医療機関の受診

□ 内服薬の使用 (迷ったら救急車要請)

【↓反応がなく、呼吸がなければ】 □ グレード３の症状の有無を注意

□ 胸骨圧迫 深く観察し、１つでもあてはまる

□ 人工呼吸 場合は、エピペン®を使用する。

□ AED実施

※「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」千葉県教育委員会より

全
身

呼
吸
器

消
化
器

目
口
鼻
顔

皮
膚

対
　
応

食物アレルギー症状チェックシート

観察開始 薬の服用

グレード３ グレード２ グレード１

◇症状は急激に変化することがあるため、

５分ごとに注意深く症状を観察する。

グレード の症状

が つでもあては

まる場合、エピペン

 を注射する。

上の症状が つでもあれば、

以下の対応を行う。

上の症状が つでもあれば、

以下の対応を行う。

上の症状が つでもあれば、

以下の対応を行う。
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３．エピペン®の使い方 

  エピペン®は、アナフィラキシーを発症した際の補助治療剤であり、注射後ただちに医師による

診察を受けることが必要です。 

 

※「学校給食における食物アレルギー対応の手引」千葉県教育委員会より 

 

 

 

 

エピペン®が処方されている患者でアナフィラキシーショックを疑う場合、食物アレルギー症

状チェックシートでグレード３にあたる症状が１つでもあれば、エピペン®注射を実施する。 
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４．事故発生時の報告 

  学校管理下で児童生徒のアレルギー症状（原因不明・疑い含む）により、救急搬送やエピペン🄬を

注射した場合は、市教育委員会へ第一報を報告する。事故対応後は、「アレルギー事故等発生報告書」

を作成し、市教育委員会へ提出する。 

  市教育委員会は、学校から事故発生の報告があった場合、南房総教育事務所へ報告する。 

 ※緊急時には、時系列で症状の変化や対応等について記録する。 

 

※千葉県教育委員会 

木更津市教育委員会　御中

報告日　　　　　年　　月　　日

発生日時

発生場所

今後の学校の
取組

発生状況
及び

学校の対応

※当該児童生
徒の症状の経
過等も含め、時

系列で記載

学校給食との関連性 無・有（原因食物：　　　　　　）・不明

エピペン®の使用：　無　・　有※

（※使用者：本人・養護教諭・その他教職員・保護者・その他：　　 　 　　　　　）

当該児童生徒

　　年　　組　氏名　　　　　　　　　　　　　　性別：

アレルギーの有無 　無　・　有（　　　　　　　　　　　）

エピペン® 処方されている　・　処方されていない

学校生活管理指導表 提出されている　・　提出されていない

アレルギー事故等発生報告書

学校名

学校長名

記入者　職・氏名

　　　　年　　月　　日（　　）　　　　　時　　　分頃
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【報告書への記載内容】 

  ※全体を時系列で記入。 

 

①喫食～観察開始（可能な限り詳しく） 

  ・当日の給食メニュー 

  ・給食喫食の様子（おかわりしたもの、残したもの等） 

  ・喫食から発症までの様子（昼休みや５校時など運動していたか、５校時の科目等） 

  ・保健室での様子（時系列） 

  ・脈拍 

  ・発疹等の有無、箇所 

  ・その他の症状 

 

 ②症状について（推測含む）（自宅に戻ってからの様子を含む） 

  ・医師の発言（疑い含む） 

  ・静養等の必要の有無 

  ・食事制限等（給食・家庭含む） 

  ・運動制限等の有無 

  ・処方薬等 

  ・その他 

 

 ③帰宅後の自宅での様子 

  ・夕食 

  ・睡眠時間 

  ・朝食 

  ・排便 

  ・翌日（週）の登校（通常登校、遅刻、欠席） 

  ・登校後の様子（朝の健康観察結果等） 

 

 ④今後の取り組み 

  ・学校生活管理指導表の有無→なければ、医師に記入依頼 

  ・配慮事項（運動制限、食事制限等） 

  ・保護者対応（面談等） 

  ・連絡体制や救急対応等の検証 

  ・職員への情報共有 

  ・職員研修 
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Ⅵ．校内研修 

  食物アレルギーを有する児童生徒について、教職員が正しく理解して情報を共有するとともに、

誰もが緊急時に適切に対応できるよう、校内研修を実施して備える必要がある。 

  学校給食等による新規発症の例も県内で報告されていることから、該当者の有無にかかわらず、

教職員全員の共通理解を図る。 

  研修の実施する時期については、年度初め（給食の始まる前）に教職員全体で実施することが望

ましい。 

また、校外行事や宿泊を伴う行事の前など、必要に応じて研修を実施する。 

 

校内研修のポイント 

１．事前の対応 

 （１）基本的な知識・理解 

   ①食物アレルギーとは（定義・頻度・原因・症状・治療） 

   ②アナフィラキシーとは（定義・頻度・原因・症状・治療） 

 

２．日常の対応（自校のマニュアルの確認等） 

 （１）給食での配慮事項（調理場や保護者との連携） 

 （２）給食以外での配慮事項 

 （３）該当する児童生徒に対する個別指導の在り方 

（症状の重い児童生徒に対する支援の重点化） 

   （家庭と連携して食べてよいもの、よくないもの等についての指導） 

 （４）該当する児童生徒以外の児童生徒に対する説明及び協力の在り方 

 （５）幼稚園・保育園等、小学校、中学校等、異なる発達段階での連携の在り方 

 （６）学校生活管理指導表や個別取り組みプラン等の扱いについて 

 

３．緊急時の対応 

 （１）発症時の症状と対応の仕方（教職員の役割分担） 

 （２）緊急対応訓練（シュミレーション研修、消防機関や医療機関との連携） 

 （３）エピペン🄬の保持者と保管場所の確認 

 （４）エピペン🄬の使い方の実技研修 

 （５）発症後の児童生徒の心のケアの方策 

 

 

 

 

 


