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Ⅰ 緊急時対応 

   

アレルギー疾患には、ぜん息や食物アレルギー、アナフィラキシー（P1～3  

参照）のように緊急の対応を要する疾患があります。教職員の誰が発見者になっ  

た場合でも、速やかに適切な対応ができるよう準備しておく必要があります。  

 

 

（１）緊急時対応プランについて 

アレルギー疾患対応委員会において、以下を参考に学校の実状に応じた緊急時

対応プランを作成する。 

 

 

 

 

（２）関係機関との連携 

  主治医、学校医、近隣の医療機関、教育委員会、消防機関等と連携した緊急時

対応プランを作成し、保護者の同意のもと関係機関に周知のうえ協力を依頼する

など、体制を整備する（参考：P52「緊急時の連携について（依頼）（例）」）。 

 

（３）教職員全員の共通理解 

・緊急時対応プランは、職員会議等で教職員全員の共通理解を図る。 

・緊急時対応プランに基づき、シミュレーションを取り入れた職員研修等を実施

する。緊急時対応プランが実状に即したものかを検証し改善する。 

 

 

「アレルギー発症時の症状チェックシート（例）」     P30 参照 

「アナフィラキシー発症時の緊急時対応プラン（例）」   P31 参照 

「ぜん息発作の程度の見分け方と緊急時対応プラン（例）」  P34 参照 
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２ アナフィラキシー発症時の緊急時対応プラン（例） 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「エピペン®」を使用した時には】 

①「エピペン®」はアナフィラキシー発症時の補助治療剤であり、医療機関の治療に代わり得るもの 

ではないことから、直ちに医師による診察を受けること。 

②「エピペン®」を注射したことを医師に伝え、太ももの注射部位を示すこと。また、使用済みの「エ 

  ピペン®」は医師に渡すこと。 

 

※薬品や「エピペン®」は、本人が携帯・管理することが望ましい（本人が携帯・管理できない状況にある場合は

適切な保管場所を本人、保護者と相談して決める）。 

※P59の緊急時個別対応経過記録表（例）を参考に、あらかじめ記録表を作成しておく。 

 

◎５分ごとに症状を観察し、繰 

り返し評価する 

◎症状の改善が見られない場合

や、急速に進行する場合は、 

ただちに「エピペン®」を使 

用する 

 

◎ただちに「エピペン®
」を使用する 

（判断に迷った時も「エピペン®
」を使用する） 

◎救急車を要請する（１１９番通報） 

◎反応がなく、呼吸がなければ心肺蘇生を行う 

◎その場で安静を保つ 

◎その場で救急隊を待つ 

 

全身の症状      呼吸器の症状          消化器の症状 

□ ぐったり     □ のどや胸が締め付けられる  □ 我慢できない腹痛 

□ 意識もうろう   □ 声がかすれる        □ 繰り返し吐き続ける 

□ 尿や便を漏らす  □ 犬が吠えるようなせき 

□ 脈がふれにくい  □ 息がしにくい 

□ 唇や爪が青白い  □ 持続する強いせき込み 

           □ ぜーぜーする呼吸 

            （ぜん息発作と区別せきない場合を含む） 

発見者＝観察 

（立たせたり、歩かせたりしない） 

◎子どもから離れず観察   ◎助けを呼ぶ   ◎「エピペン®
」、ＡＥＤを指示 

 
 

１ アレルギー発症時の症状チェックシート（例） 

 

 

 
   「ぜんそく予防のために食物アレルギーを正しく知ろう」（一部引用） 独立行政法人 環境再生保全機構 
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（３）緊急時の学校の対応 

   下記を目安に対応することが望ましい（P30「アレルギー発症時の症状チェッ 

クシート」参照）。 

 

◆原因がわからなくても軽い症状がでている場合 

・教職員の応援を要請する。必ず教職員が本人に付き添い、衣服をゆるめ、安静 

にし、注意深く観察する。※本人を動かさない。 

・内服薬等があれば準備し、服薬するよう指示する。 

・保護者に連絡する。 

・P59「緊急時個別対応経過記録表」等に記録をしながら観察する。※５分ごとに 

くりかえし症状を評価する。 

・「エピペン®」を所持している場合は、本人に「エピペン®」を持たせる（症状が 

進行する場合は、救急車を要請し、「エピペン®」を打つ） 

 

◆注意を要する食品を食べた(かもしれない）・アナフィラキシーを発症した場合 

・教職員の応援を要請する。必ず教職員が本人に付き添う。※本人を動かさない。 

・救急車を要請する（119 番）（P35「救急車要請（１１９番通報）のポイン  

ト」参照）。 

・保護者に連絡する。 

・「エピペン®」を所持している場合は、ただちに「エピペン®」を注射する。 

・衣服をゆるめ保温し、安静にして、その場で救急車を待つ。 

・P59「緊急時個別対応経過記録表」等に記録をしながら観察する。 

 

◆緊急時個別対応経過記録表について 

  あらかじめ、P59「緊急時個別対応経過記録表」を参考に記録表を準備してお

く。 

  記録表には、児童生徒の症状や状態と、どのような応急処置をしたか等を、時

間の記録とあわせて記載する。 

  また、救急車を要請した場合は、記録表の内容等を救急隊に伝えるとともに、

搬送先の医療機関へ情報提供する。 

 

 

 
 

３ 食物アレルギーの緊急時対応 

 

  食物アレルギーにおける緊急時とは、異常を示す症状の発症だけでなく、アレ  

ルゲンを含む食品を誤って摂取した場合又は摂取したことが予想される場合や、 

アレルゲンが皮膚につく、目に入る等の事故に気づいた場合をいいます。 

 

 

（１）食物アレルギーにおける緊急時対応プランについて 

P31「緊急時対応プラン（例）」を参考に、学校の実状に即したプランを作成す

る。緊急時に誰が何をするかを具体的に決めておき、教職員全員での共通理解を

図る。誰もが速やかに緊急事態に対応できる体制を整えておくことが大切である。 

 

（２）緊急時対応に関する準備 

P56 を参考に「緊急時個別対応カード」を保護者に記入していただく。 

緊急時個別対応カードは、教職員全員、消防機関等で情報を共有するとともに、

Ｐ30「症状チェックシート（例）」及びＰ31「緊急時対応プラン（例）」に基づ

き対応することを、保護者と関係者が共通理解し、相互で確認する。 

 

◆緊急時個別対応カードの作成上の留意点 

  ・保護者・医療機関など緊急時の連絡先を確認し明記しておく。 

・特に過敏であることが予想され注意を要するものを明確に把握しておく。 

・アナフィラキシーの既往の有無や緊急時処方薬（内服薬・吸入薬・「エピペン®」）

等について記載しておく。 

・緊急時個別対応カードは、定められた場所に保管し、緊急時にはすぐに参照でき  

るようにする。 

・保護者や主治医との連絡を密に行い、対応に変更があれば随時修正し、情報を共 

有する。 

・「食物アレルギーに関する調査票Ⅰ・Ⅱ」及び「緊急時個別対応カード」の記載

事項をもとに、学校は「個別支援プラン」を作成する。  
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５ 救急車要請（１１９番通報）のポイント 

 

   

① 「救急です」「食物アレルギーによるアナフィラキシー患者の搬送依頼です」又は 

  「ぜん息患者の搬送依頼です」など 

② 「いつ、どこで、だれが、どうしたのか、現在どのような状態なのか」を説明する。 

いつ…食事開始後○分経過、○時○分頃からぜん息発作 など 

    どこで…○○学校にて 

    だれが…○歳もしくは○年生、名前 

    どうしたのか、どのような状態か 

…アナフィラキシー症状、全身のじんましん、ぜん息のような呼吸音がある等 

③ 「エピペン®」を処方されている児童生徒の場合は、『「エピペン®」を処方されている』

旨を伝え、救急救命士の救急車同乗を求める。 

※ 事前に消防機関へ連携を依頼してある児童生徒であれば、その旨を伝える。 

※ 「エピペン®」の使用の有無を必ず伝える。 

④ 連絡した者の名前、学校の所在地、連絡先、その近くの目標となるものを伝える。 

⑤ 救急車が到着するまでの応急手当の方法を聞く。 

 

 

① 連絡体制 

発症した児童生徒の状態の確認や応急手当の指示をするため、救急隊員から学校

に、再度連絡が入る場合がある。その際、児童生徒の状態を把握している教職員が、

救急隊員からの電話に必ず対応できるよう、校内連絡体制の整備や連携が大切で

ある。 

また、救急隊到着後、現場へ誘導する教職員も必要となる。 

② 救急車が到着したら 

状態の説明、どのような応急手当をしたかを救急隊員に説明する。 

「エピペン®」の使用の有無を必ず伝える。 

③ 持参するものをまとめ、事情がわかる教職員が救急車に同乗する。 

 

  救急搬送する児童生徒の「管理指導表」、「緊急時個別対応カード」、「緊急時個別対応

経過記録表」、使用した「エピペン®」等を持参し、救急車に同乗する。 

救急車要請後の動き 

１１９番通報 

４ ぜん息の緊急時対応 

 
  ぜん息の発作は、急速に進行し、短時間に重篤な状態に至ることがあります。  

発作の徴候がみられた場合には、必要に応じて保護者への連絡や医療機関への移 

送、救急車の要請など迅速に行うことが大切です。  

 

○ ぜん息発作の程度の見分け方と緊急時対応プラン（例）  

  小発作 中発作 大発作 呼吸不全 

呼

吸

の

し

か

た 

等 

ぜん鳴 

 

軽度 
 

児童生徒の近くで

聞こえる程度 

 

明らか 
 

50 ㎝くらい離れ

ていて聞こえる程度 

著明 
 

遠くても聞こえる 

弱い 
 

呼吸不全を来した

場合、ぜん鳴は弱

くなるので要注意 

陥没呼吸 なし 明らか 著明 著明 

起座呼吸 横になれる 座位を好む 
前かがみになる  

場合がある  
あり 

チアノーゼ  なし なし あり 

顕著 
 

＜その他＞  

・尿便失禁  

・興奮（あばれる）  

・意識低下など 

日

常

生

活

の

様

子 

遊び・運動 ふつう 少ししかできない  できない  

給食・食事 ふつう  少し食べにくい  食べられない   

会話 ふつう  
話しかけると  

返事はする  

話しかけても  

返事ができない  

 

授業 ふつう  集中できない  参加できない   

          

 

 

 

 
 
 

             

◎安静→一般的に横になるよりも座っている方が呼吸は楽になる。 

 
★ぜ ん 鳴：発作に伴って生じるゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音 

★陥 没 呼 吸：息を吸うときにのどや胸部の下（腹部）が引っ込む呼吸や状態 

★起 座 呼 吸：息苦しくて横になることができない呼吸や状態  

★チアノーゼ：体内の酸素が不足した状態。くちびるやツメが青くなる  

 

※記録表：P5９「緊急時個別対応経過記録表（例）」を参考にあらかじめ記録表を作成しておく 

・保護者へ連絡 

・保護者の意向や学校医、主治医

の指示により医療機関へ移送

または救急車要請（急性発作性

治療薬の吸入、内服） 

・記録表※に記録  

救急車要請 

・保護者へ連絡 

・記録表※に記録 

・安静にさせて経過観察

（急変に注意） 

・記録表※に記録 

・腹式呼吸 

・水分補給 

・排痰 

・保護者に報告 
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５ 救急車要請（１１９番通報）のポイント 
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    だれが…○歳もしくは○年生、名前 
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③ 「エピペン®」を処方されている児童生徒の場合は、『「エピペン®」を処方されている』
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※ 事前に消防機関へ連携を依頼してある児童生徒であれば、その旨を伝える。 

※ 「エピペン®」の使用の有無を必ず伝える。 

④ 連絡した者の名前、学校の所在地、連絡先、その近くの目標となるものを伝える。 
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① 連絡体制 
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の
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場合がある  
あり 
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・興奮（あばれる）  
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日
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生
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の
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遊び・運動 ふつう 少ししかできない  できない  

給食・食事 ふつう  少し食べにくい  食べられない   

会話 ふつう  
話しかけると  

返事はする  

話しかけても  

返事ができない  

 

授業 ふつう  集中できない  参加できない   

          

 

 

 

 
 
 

             

◎安静→一般的に横になるよりも座っている方が呼吸は楽になる。 

 
★ぜ ん 鳴：発作に伴って生じるゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音 

★陥 没 呼 吸：息を吸うときにのどや胸部の下（腹部）が引っ込む呼吸や状態 

★起 座 呼 吸：息苦しくて横になることができない呼吸や状態  

★チアノーゼ：体内の酸素が不足した状態。くちびるやツメが青くなる  

 

※記録表：P5９「緊急時個別対応経過記録表（例）」を参考にあらかじめ記録表を作成しておく 

・保護者へ連絡 

・保護者の意向や学校医、主治医

の指示により医療機関へ移送

または救急車要請（急性発作性

治療薬の吸入、内服） 

・記録表※に記録  

救急車要請 

・保護者へ連絡 

・記録表※に記録 

・安静にさせて経過観察

（急変に注意） 

・記録表※に記録 

・腹式呼吸 

・水分補給 

・排痰 

・保護者に報告 
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しかし、本人が携帯・管理出来ない状況にある場合は、保護者、児童生徒、主治

医、学校医、学校薬剤師、教育委員会等と十分な協議を行い、適切に対応する必要

があります。 

  また、教職員が児童生徒に医療用医薬品を使用する行為は、医行為に当たるので

行うことはできないとされています。 

  ただし、児童生徒が以下の３つの条件を満たしており、事前の保護者の具体的な

依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により授与された医薬品につ

いて、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上であれば医薬品の使用（①

皮膚への軟膏の塗布、②湿布薬の貼付、③点眼薬の点眼、④一包化された内服薬の

内服、⑤肛門からの座薬の挿入、⑥鼻腔粘膜への薬剤噴霧）の介助が可能とされて

います。 

【３つの条件】 

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること  

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態  

の経過観察が必要である場合ではないこと 

③ 内服薬については誤燕の可能性、座薬については肛門からの出血の可能性など、  

当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと  

 

※ 医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について（通知）  

平成 17 年 7 月 26 日付  医政発第 0726005 号  

 

※  このように容態が安定していることが介助の条件であるため、児童生徒の症状が

急に変化した場合などは、医療用医薬品の使用の介助はできないとされています。 

学校で医療用医薬品を使用するかどうかは、児童生徒本人が判断することになり

ますが、学校としても、事前に保護者・本人とどのような状態で使用するのか、そ

の際、学校としてどのような環境整備を行うかを話し合っておく必要があります。 

 

※  例外としてアレルギー疾患のある児童生徒がアナフィラキシー発症時に使用す

るアドレナリン自己注射薬「エピペン®」については、状況によっては教職員が使

用する場合があります。（次ページ参照） 

 

※  医療用医薬品を学校が本人に代わって管理する場合は、通常、保護者に「医療

用医薬品預かり書（依頼書）」の提出を求めますが、P57～58 の「個別支援プラ

ン（例）」に保護者と協議の上決定した内容の記載及び保護者の確認（署名・押印）

があれば、個別支援プランをもって「医療用医薬品預かり書（依頼書）」とするこ

とも可能です。 

 
 

Ⅱ 緊急時処方薬の取り扱い 
 

１ 内服薬（抗ヒスタミン薬、ステロイド薬）・吸入薬 
 
 

  アレルギー疾患に対する内服薬として、抗ヒスタミン薬やステロイド薬を処方  

されている場合があります。しかし、これらの薬は内服してから効果が現れるま  

でに時間がかかるため、アナフィラキシーショックなどの緊急を要する重篤な症  

状に対して効果を期待することはできないと言われています。ショックなどの重  

篤な症状には、内服薬を服用するよりもアドレナリン自己注射薬「エピペン®」 

を早い段階で注射することが大切です。 

また、ぜん息に対する発作治療薬として、ベータ刺激薬が処方されている場合  

があります。ベータ刺激薬には、吸入、内服、貼付などのタイプがありますが、  

吸入薬が即効性に優れているとされています。  

 

 

   参考資料：「ぜんそく予防のために食物アレルギーを正しく知ろう」独立行政法人 環境再生保全機構  

 

○医療用医薬品の管理について 

学校では、様々な疾病のある児童生徒が在籍しており、医師から処方された薬（医

療用医薬品）を学校に持参する場合があります。  

医療用医薬品については、児童生徒本人が携帯・管理することが基本です。ラン

ドセル・カバンの中等に所持し、管理や使用等について教職員が理解しておくこと

が大切です。 
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しかし、本人が携帯・管理出来ない状況にある場合は、保護者、児童生徒、主治

医、学校医、学校薬剤師、教育委員会等と十分な協議を行い、適切に対応する必要

があります。 

  また、教職員が児童生徒に医療用医薬品を使用する行為は、医行為に当たるので

行うことはできないとされています。 

  ただし、児童生徒が以下の３つの条件を満たしており、事前の保護者の具体的な

依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により授与された医薬品につ

いて、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上であれば医薬品の使用（①

皮膚への軟膏の塗布、②湿布薬の貼付、③点眼薬の点眼、④一包化された内服薬の

内服、⑤肛門からの座薬の挿入、⑥鼻腔粘膜への薬剤噴霧）の介助が可能とされて

います。 

【３つの条件】 

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること  

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態  

の経過観察が必要である場合ではないこと 

③ 内服薬については誤燕の可能性、座薬については肛門からの出血の可能性など、  

当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと  

 

※ 医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について（通知）  

平成 17 年 7 月 26 日付  医政発第 0726005 号  

 

※  このように容態が安定していることが介助の条件であるため、児童生徒の症状が

急に変化した場合などは、医療用医薬品の使用の介助はできないとされています。 

学校で医療用医薬品を使用するかどうかは、児童生徒本人が判断することになり

ますが、学校としても、事前に保護者・本人とどのような状態で使用するのか、そ

の際、学校としてどのような環境整備を行うかを話し合っておく必要があります。 

 

※  例外としてアレルギー疾患のある児童生徒がアナフィラキシー発症時に使用す

るアドレナリン自己注射薬「エピペン®」については、状況によっては教職員が使

用する場合があります。（次ページ参照） 

 

※  医療用医薬品を学校が本人に代わって管理する場合は、通常、保護者に「医療

用医薬品預かり書（依頼書）」の提出を求めますが、P57～58 の「個別支援プラ
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があれば、個別支援プランをもって「医療用医薬品預かり書（依頼書）」とするこ

とも可能です。 

 
 

Ⅱ 緊急時処方薬の取り扱い 
 

１ 内服薬（抗ヒスタミン薬、ステロイド薬）・吸入薬 
 
 

  アレルギー疾患に対する内服薬として、抗ヒスタミン薬やステロイド薬を処方  

されている場合があります。しかし、これらの薬は内服してから効果が現れるま  

でに時間がかかるため、アナフィラキシーショックなどの緊急を要する重篤な症  

状に対して効果を期待することはできないと言われています。ショックなどの重  

篤な症状には、内服薬を服用するよりもアドレナリン自己注射薬「エピペン®」 

を早い段階で注射することが大切です。 

また、ぜん息に対する発作治療薬として、ベータ刺激薬が処方されている場合  

があります。ベータ刺激薬には、吸入、内服、貼付などのタイプがありますが、  

吸入薬が即効性に優れているとされています。  

 

 

   参考資料：「ぜんそく予防のために食物アレルギーを正しく知ろう」独立行政法人 環境再生保全機構  

 

○医療用医薬品の管理について 

学校では、様々な疾病のある児童生徒が在籍しており、医師から処方された薬（医
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—  37  —



 
 

（３）「エピペン®」の管理 

児童生徒がアナフィラキシーに陥った時に「エピペン®」を速やかに注射するた

めには、児童生徒本人が携帯・管理・使用することが基本です。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・使用について、学校・教育委員会は、

保護者・本人、主治医・学校医、学校薬剤師等と十分な協議を行っておく必要が

あります。 

   学校が本人に代わって「エピペン®」の管理を行う場合には、学校の実状に応じ

て、主治医・学校医・学校薬剤師等の指導の下、保護者と十分に協議し、その方

法を決定します。方法の決定にあたっては、以下の３点を関係者が確認しておく

ことが重要です。 

【確認事項】 

① 学校が対応可能な事柄 

② 学校における支援体制（保管場所・管理方法・教職員の共通理解事項等）  

③ 保護者が行うべき事柄（学校への持参状況・有効期限※・破損の有無の確認等） 

など 

○ 学校は管理中に破損等が生じないよう十分注意するが、破損等が生じた場合

の責任は負いかねることについても、保護者の理解を得る。  

  

                      ※「エピペン®」の有効期限：約１年  
 

「エピペン®」は含有成分の性質上、次のような保管が求められています。  
 

・ 「エピペン®」の有効成分であるアドレナリンは光で分解しやすいため、携帯  

用ケースに収められた状態で保存・携帯し、使用するまで取り出さないこと。   

・ １５℃～３０℃で保管することが望ましいので、冷所（例 :冷蔵庫の中）または 

日光の当たる高温下（例：夏場、直射日光の当たる窓辺）等に放置しないこと。  

 

※「エピペン®」本体の窓から見える薬液が茶色く変色していたり、沈殿物があると  

使用できません。  

                 

 
 

２ アドレナリン自己注射薬（商品名「エピペン®」） 

 

「エピペン®」は、アナフィラキシーを起こす可能性が高く、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  

するアドレナリン自己注射薬「エピペン®」です。 

 

（１）「エピペン®」の処方対象者 

過去にアナフィラキシーショックの既往がある者で、症状の進展が早く時間的

に猶予のない者、致死的なアナフィラキシーを経験している者、近隣の医療機関

が遠く緊急時にすぐに対応してもらえない者などに処方されることとなっていま

す。 

 

（２）「エピペン®」の使用について 

「エピペン®」は本人自らもしくは保護者が注射する目的で作られたもので、注

射の方法や投与のタイミングは医師から処方される際に十分な指導を受けていま

す。しかし、アナフィラキシーの進行は一般的に急速であり、「エピペン®」が手

元にありながら症状によっては児童生徒が自己注射できない場合も考えられます。

そのため、児童生徒が「エピペン®」を自ら注射できない状況にあるときは、人命

救助の観点から、周りの教職員が本人に代わって速やかに注射する必要がありま

す。 

「エピペン®」の注射は法的には「医行為」にあたり、医師でない者（本人と家

族以外の者である第３者）が「医行為」を反復継続する意図をもって行えば医師

法（昭和２３年法律第２０１号）第１７条に違反することになります。しかし、

アナフィラキシーの救命の現場に居合わせた教職員が、「エピペン®」を自ら注射

できない状況にある児童生徒に代わって注射することは、反復継続する意図がな

いものと認められるため、医師法違反にはなりません。  

「エピペン®」については、救急救命士も「あらかじめ自己注射が可能なエピネ

フリン製剤を交付されている」患者に対し、医師の具体的な指示を受けなくとも

使用できることとなっている（P6３～７５参照）ので、消防機関と連携を図り適

切に対応することが大切です。  

 

※参考： 平成２１年７月３０日付け２１ス学健第３号『「救急救命処置の範囲等について」の一部改正について』  

       平成２１年７月７日付け医政医発第０７０７第２号及び平成２１年７月６日付け２１ス学健第９号  

『医師法第１７条の解釈について』（P63～7５参照）  
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Ｑ１ 

Ａ１ 

アレルギー疾患は１年のうちに症状が変化したり、新たに別の症状が発症するこ

とがあるため、１年ごと又は症状に変化があった場合はその都度更新する必要があ

ります。しかし、前回の提出から全く変化がないことを主治医及び保護者に確認で

きた場合は、新たに提出する必要はありません。 

Ｑ２ 
保護者から、管理指導表を提出されていないにも関わらず、アレルギーの

対応を依頼されました。どうすればよいでしょうか？ 

Ａ２ 

学校では、医師の診断に基づいた管理指導表をもとに、対応や取組を検討するこ

とを保護者に伝え、提出を依頼してください。特に食物アレルギーで学校給食での

除去が必要な場合、保護者の自己判断や幼少時の診断結果では、過剰な除去になる

可能性があるため、管理指導表の提出が必要です。また、管理指導表の提出を求め

る際には、文書料が必要となる場合があることについても、保護者の理解を得るよ

うにしてください。 

Ａ３ 

 学校で特別な対応を行う必要がなければ、管理指導表の提出は不要です。 

Ｑ３ アレルギーの症状が非常に軽い場合でも、管理指導表が必要ですか？ 

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）に関して 

管理指導表は、年１回、提出を求めるのですか？ 
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 学校で特別な対応を行う必要がなければ、管理指導表の提出は不要です。 
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Ｑ６ 

「エピペン®」を注射する部位が、太ももの前外側とされているのはなぜで

すか？太ももの前中央ではだめですか？ 

Ａ７ 

 「エピペン®」は筋肉に注射することとなっており、太ももの前外側にある、大き

く厚い大腿四頭筋が注射に最適な部位です。太ももの前中央では、太ももの内側に

ある大腿動脈・大腿静脈等の血管や大腿神経に注射してしまう危険性があるので、

注射部位に適していません。なお、緊急時には衣服の上からでも注射できますが、

ポケットの中に物が入っていると注射できないので注意が必要です。 

「エピペン®」を注射するのは、基本的には本人ですが、本人が注射できな

い状況にあるとき、本人に代わって教職員が注射すべきですか？ 

Ａ６ 

「エピペン®」は、アナフィラキシーショックから命を救うための注射薬であり、

アナフィラキシーショック症状が進行する前の初期症状のうちに注射するのが効果

的であるとされています。 

アナフィラキシーは、一般的に大変急速に進行します。特に「エピペン®」を処方

されているような児童生徒の場合は、最初は軽い症状であっても急速に悪化する可

能性が高く、保護者や救急車の到着を待っている間に、命に関わる重篤な状態に陥

る危険があります。そのため、児童生徒が「エピペン®」を注射できない状況にある

ときは、人命救助の観点から、周りの教職員が本人に代わって速やかに注射する必

要があります。 
アナフィラキシーは、学校生活のどの場面で発症するかを予測することが困難な

ため、その場に居合わせた教職員の誰もが、適切な救急対応と「エピペン®」の注射

ができる体制を整えておく必要があります。そのためには、校内研修や教育委員会

が実施する研修会等を通じ、教職員全員がアナフィラキシーに対応するための正し

い知識や技術を身につけておくことが重要です。 
教職員が、「エピペン®」を自ら注射できない状況にある児童生徒に代わって注射

することは、反復継続の意図がないものと認められるため、医師法違反にはなりま

せん（P38～39及び P7２～7３参照）。 

Ｑ７ 

 

 

Ｑ５ 

保護者から緊急時処方薬（内服薬・吸入薬・「エピペン®」等）を学校で預

かってほしいとの依頼があった場合、どのように対応すればよいですか？ 

Ａ５ 

P37 の「３つの条件」を満たしていなければ、医療用医薬品の使用の介助はでき

ないとされています。 

本人が自ら吸入薬を使用する際にも十分な注意が必要です。吸入後も改善が見られ

ず短時間のうちに重篤な状態に至る場合や、まれに医療用医薬品による重篤な副反応

が出る場合もあるため、注意深く観察するとともに、状況に応じて保護者への連絡や

医療機関への搬送、救急車の要請等を迅速に行うことが大切です。 

Ｑ４ 

児童生徒がぜん息の発作を起こしたとき、吸入薬を吸入するための介助を

教職員がしてはいけないのですか？ 

Ａ４ 

緊急時処方薬は本人が携帯・管理・使用することが基本です。しかしそれができな

い状況にあり学校での対応が必要な場合は、保護者、主治医、学校医、学校薬剤師、

教育委員会等と十分に協議をする必要があります。また、「エピペン®」を自ら注射で

きない状況にある児童生徒に代わって教職員が注射する場合を除き、基本的には教職

員が児童生徒に対し医療用医薬品を使用できないこと、P37 の「３つの条件」を満

たしている場合でも医療用医薬品使用の介助のみが可能であること、P39 の「確認

事項」の内容等について保護者に理解を求める必要があります。 

緊急時の対応・薬品管理に関して 
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Ｑ13 
食物アレルギーのため、除去食・代替食等の対応をしていた児童生徒の

保護者から、「症状がなくなり食べられるようになった」と連絡があった

ので、今までの給食対応を終了してよいでしょうか？ 

Ａ１3 

 事故防止のため、喫食の可否については医師の診断に基づくことが基本です。「食

べることが可能になった」ことを確認するため、管理指導表の再提出を保護者に依

頼し、アレルギー疾患対応委員会においても管理指導表の内容を確認したうえで給

食対応を終了してください。 

Ｑ11 

 

重度の食物アレルギーで除去食が必要な場合、コンタミネーション（混

入）の可能性について、保護者にどう説明すればよいですか？ 

Ａ12 

 学校又は共同調理場は、除去すべき食品が調理の過程で混入する可能性があるかど

うかを見極め、混入する可能性があるのであれば、そのことを保護者に十分に説明

してください。また、微量の混入でも症状が出るかどうか等について、主治医に十

分に相談の上、対応可能かどうか判断してください。 

Ｑ12 

保護者から除去食の提供を依頼されましたが、除去する食品が多く対応で

きない場合は、どうすればよいですか？ 

Ａ11 

 学校給食で、全ての食物アレルギーの児童生徒に除去食や代替食を提供できればよ

いのですが、対象児童生徒のアレルギー症状が重く、医師から指示された除去食品

が多品目に渡る場合や、設備や作業の関係で提供が難しい場合があります。学校給

食で対応ができること・できないことを保護者との面談の中で確認してください。

学校給食での対応が困難な場合は、弁当を持参してもらうことになります。 

学校給食に関して 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ８ 「エピペン®」の効果はどれくらい持続しますか？ 

Ａ８ 

  「エピペン®」を打った後５分以内に効果が認められますが、効果の持続時間は

約２０分程度です。あくまでも補助治療剤であり、アナフィラキシーを根本的に治

療するものではないので、必ず救急車を要請してください。 

Ｑ９ 「エピペン®」は何種類ありますか？ 

Ａ９ 

 「エピペン®」は、体重 15～30㎏未満用の「エピペン®」0.15mg製剤と、 

体重 30kg 以上の用の「エピペン®」0.3mg 製剤の２種類があります。使い方は

同じです。 

Ｑ１0 アレルギー疾患による緊急時処方薬と「エピペン®」は併用できますか？ 

Ａ１０ 

 アレルギー疾患による緊急時処方薬（抗ヒスタミン剤・ステロイド薬・吸入薬）

と「エピペン®」を併用することは問題ありません。 

—  44  — —  45  —



 

 

Ｑ13 
食物アレルギーのため、除去食・代替食等の対応をしていた児童生徒の

保護者から、「症状がなくなり食べられるようになった」と連絡があった

ので、今までの給食対応を終了してよいでしょうか？ 

Ａ１3 

 事故防止のため、喫食の可否については医師の診断に基づくことが基本です。「食

べることが可能になった」ことを確認するため、管理指導表の再提出を保護者に依

頼し、アレルギー疾患対応委員会においても管理指導表の内容を確認したうえで給

食対応を終了してください。 

Ｑ11 

 

重度の食物アレルギーで除去食が必要な場合、コンタミネーション（混

入）の可能性について、保護者にどう説明すればよいですか？ 

Ａ12 

 学校又は共同調理場は、除去すべき食品が調理の過程で混入する可能性があるかど

うかを見極め、混入する可能性があるのであれば、そのことを保護者に十分に説明

してください。また、微量の混入でも症状が出るかどうか等について、主治医に十

分に相談の上、対応可能かどうか判断してください。 

Ｑ12 

保護者から除去食の提供を依頼されましたが、除去する食品が多く対応で

きない場合は、どうすればよいですか？ 

Ａ11 

 学校給食で、全ての食物アレルギーの児童生徒に除去食や代替食を提供できればよ

いのですが、対象児童生徒のアレルギー症状が重く、医師から指示された除去食品

が多品目に渡る場合や、設備や作業の関係で提供が難しい場合があります。学校給

食で対応ができること・できないことを保護者との面談の中で確認してください。

学校給食での対応が困難な場合は、弁当を持参してもらうことになります。 

学校給食に関して 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ８ 「エピペン®」の効果はどれくらい持続しますか？ 

Ａ８ 

  「エピペン®」を打った後５分以内に効果が認められますが、効果の持続時間は

約２０分程度です。あくまでも補助治療剤であり、アナフィラキシーを根本的に治

療するものではないので、必ず救急車を要請してください。 

Ｑ９ 「エピペン®」は何種類ありますか？ 

Ａ９ 

 「エピペン®」は、体重 15～30㎏未満用の「エピペン®」0.15mg製剤と、 

体重 30kg 以上の用の「エピペン®」0.3mg 製剤の２種類があります。使い方は

同じです。 

Ｑ１0 アレルギー疾患による緊急時処方薬と「エピペン®」は併用できますか？ 

Ａ１０ 

 アレルギー疾患による緊急時処方薬（抗ヒスタミン剤・ステロイド薬・吸入薬）

と「エピペン®」を併用することは問題ありません。 
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【アドレナリンの歴史】 

 

  20世紀を目前にひかえた 1890年代、欧米ではまだ解明されていなかった副腎（腎臓の隣に
あり、生命維持に不可欠な化学物質を作り出す重要な臓器）の作用に、研究者達の熱い注目が

寄せられていました。折しも第一次世界大戦の前。世界各地で戦争が勃発しており、傷を負っ

た兵士に医療を施すにあたって、出血を止める作用は大きな魅力であり、副腎の成分を純粋な

化学物質として取り出すことに、フランスやアメリカをはじめとした研究者の間で激しい競り

合いが行われていました。 
上中 啓三 氏（兵庫県西宮市名塩出身、1876-1960）が新天地を求めてアメリカにやってき
たのは、そんな 1900年（明治 33年）のはじめのことです。そして科学者としてすでにアメリ
カで成功を収めていた 高峯 譲吉 博士（金沢市出身、1854-1922）のもと、弱冠 24 歳の上中
氏が研究に着手したのでした。後に「アドレナリン」と呼ばれることになるこの成分を、副腎

の中から純粋に抽出することに初めて成功したのが、実は兵庫県西宮市出身の研究者だったの

です。 
  1900年 8月 5日の上中氏の実験ノートには、「いよいよ主成分分離は我がラボラトリー（注：

研究室）において成功したるを確信するに至れり」と記述されています。これによれば、本格

的な実験開始はその年の 7月 20日のことであり、驚いたことに上中氏はこの研究に着手してわ

ずか２週間足らずで、欧米の研究者達が 10年来なしえなかった偉業を、極めてシンプルで基本

的な実験手法を用いて成し遂げたのです。iPS 細胞然り、世紀の大発見というのは驚くほどシ

ンプルで基本的な方法で成し遂げられるものかもしれません。ちなみに、現在この実験ノート

は上中氏の菩提寺である浄土真宗教行寺（西宮市名塩）に所蔵され、日本化学学会より化学遺

産第 002号に認定されています。 
  1901年の『フィラデルフィア医学雑誌』には「アドレナリンの出現は医学上の新世紀を画す

大発見と称すべきである」と記述してあります。以降、瞬く間に全世界の医学の現場で必要不

可欠な薬となりました。例えば歯科治療や手術のときに麻酔薬にアドレナリンを少量混ぜるこ

とで、出血を 10分の 1以下に抑えることができます。心臓が止まった患者に使用して、心臓を

再び動かすことができるようになる場合もあります。そしてアナフィラキシーに対しては唯一

の治療薬です。百年以上にも渡って薬として用いられているものは、アスピリン（消炎鎮痛剤）

など五指に満たないと言われています。アドレナリンはそのような数少ない薬なのです。 
  米国ではアドレナリンは「エピネフリン」と呼ばれています。アドレナリンの特許期限が切

れ、上中氏の上司であった高峯博士が亡くなった（1922年）後、上中氏と高峯博士のライバル

であった米国の著名な科学者が 1927年「高峯博士らが自分の研究を盗作した」と回想録に記し

たことに端を発し、「アドレナリン」はその科学者がつけた「エピネフリン」という名称に置き

換えられていきました。しかし、アドレナリンの研究が上中氏と高峯博士の独自のものであっ

たことは、上中氏の実験ノートが証明しています。 

  兵庫県出身の研究者、 上中 啓三 氏によって発見されたアドレナリンは、現在も「エピペ

ン®」以外に様々な用途で使用され、世界中の多くの命を救っているのです。 

 

 

Ｑ16 
児童生徒が「エピペン®」を処方されることになったため、教職員の研修を

実施したいと思います。講師や内容はどうすればよいか教えてください。 

Ａ１6 

 研修の講師としては、主治医やアレルギー専門医、学校医等が適切です。研修の内

容については P2７を参考に、児童生徒や学校の実状に応じた研修を実施してくださ

い。なお、研修講師の紹介を希望する場合は、市町組合教育委員会あるいは県教育委

員会に相談してください。 

Ｑ15 
各種様式に示されている書類の変更は可能ですか？また、保護者が各種様

式を記入する際、記入しづらい・判断しづらい場合はどうすればいいです

か？ 

Ａ１5 

 各種様式（様式１～７）は例として示したものなので、学校の実状等に応じて活用

しやすい様式に変更してください。また、保護者が記入しづらい・判断しづらい事項

に関しては、①面談の際に丁寧に説明をする ②保護者から十分に事情を聞き取り、

相談しながら記入する ③主治医の意見を伺うよう保護者に依頼する 等により対

応してください。 

Ｑ14 
食物アレルギーの血液検査で、陽性となった食物は全て除去すべきです

か？医師により指示が違うようなのですが。 

Ａ１4 

 給食での除去については、主治医が判断するものであり、学校は主治医が記入した

管理指導表に基づき対応すべきです。 

同一の児童生徒に対し、複数の主治医から異なる指示があった場合は、保護者に

主治医の先生方と十分話し合うよう依頼し、その結果を記入した管理指導表の提出

を依頼してください。 

その他 
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【アドレナリンの歴史】 

 

  20世紀を目前にひかえた 1890年代、欧米ではまだ解明されていなかった副腎（腎臓の隣に
あり、生命維持に不可欠な化学物質を作り出す重要な臓器）の作用に、研究者達の熱い注目が

寄せられていました。折しも第一次世界大戦の前。世界各地で戦争が勃発しており、傷を負っ

た兵士に医療を施すにあたって、出血を止める作用は大きな魅力であり、副腎の成分を純粋な

化学物質として取り出すことに、フランスやアメリカをはじめとした研究者の間で激しい競り

合いが行われていました。 
上中 啓三 氏（兵庫県西宮市名塩出身、1876-1960）が新天地を求めてアメリカにやってき
たのは、そんな 1900年（明治 33年）のはじめのことです。そして科学者としてすでにアメリ
カで成功を収めていた 高峯 譲吉 博士（金沢市出身、1854-1922）のもと、弱冠 24 歳の上中
氏が研究に着手したのでした。後に「アドレナリン」と呼ばれることになるこの成分を、副腎

の中から純粋に抽出することに初めて成功したのが、実は兵庫県西宮市出身の研究者だったの

です。 
  1900年 8月 5日の上中氏の実験ノートには、「いよいよ主成分分離は我がラボラトリー（注：

研究室）において成功したるを確信するに至れり」と記述されています。これによれば、本格

的な実験開始はその年の 7月 20日のことであり、驚いたことに上中氏はこの研究に着手してわ

ずか２週間足らずで、欧米の研究者達が 10年来なしえなかった偉業を、極めてシンプルで基本

的な実験手法を用いて成し遂げたのです。iPS 細胞然り、世紀の大発見というのは驚くほどシ

ンプルで基本的な方法で成し遂げられるものかもしれません。ちなみに、現在この実験ノート

は上中氏の菩提寺である浄土真宗教行寺（西宮市名塩）に所蔵され、日本化学学会より化学遺

産第 002号に認定されています。 
  1901年の『フィラデルフィア医学雑誌』には「アドレナリンの出現は医学上の新世紀を画す

大発見と称すべきである」と記述してあります。以降、瞬く間に全世界の医学の現場で必要不

可欠な薬となりました。例えば歯科治療や手術のときに麻酔薬にアドレナリンを少量混ぜるこ

とで、出血を 10分の 1以下に抑えることができます。心臓が止まった患者に使用して、心臓を

再び動かすことができるようになる場合もあります。そしてアナフィラキシーに対しては唯一

の治療薬です。百年以上にも渡って薬として用いられているものは、アスピリン（消炎鎮痛剤）

など五指に満たないと言われています。アドレナリンはそのような数少ない薬なのです。 
  米国ではアドレナリンは「エピネフリン」と呼ばれています。アドレナリンの特許期限が切

れ、上中氏の上司であった高峯博士が亡くなった（1922年）後、上中氏と高峯博士のライバル

であった米国の著名な科学者が 1927年「高峯博士らが自分の研究を盗作した」と回想録に記し

たことに端を発し、「アドレナリン」はその科学者がつけた「エピネフリン」という名称に置き

換えられていきました。しかし、アドレナリンの研究が上中氏と高峯博士の独自のものであっ

たことは、上中氏の実験ノートが証明しています。 

  兵庫県出身の研究者、 上中 啓三 氏によって発見されたアドレナリンは、現在も「エピペ

ン®」以外に様々な用途で使用され、世界中の多くの命を救っているのです。 

 

 

Ｑ16 
児童生徒が「エピペン®」を処方されることになったため、教職員の研修を

実施したいと思います。講師や内容はどうすればよいか教えてください。 

Ａ１6 

 研修の講師としては、主治医やアレルギー専門医、学校医等が適切です。研修の内

容については P2７を参考に、児童生徒や学校の実状に応じた研修を実施してくださ

い。なお、研修講師の紹介を希望する場合は、市町組合教育委員会あるいは県教育委

員会に相談してください。 

Ｑ15 
各種様式に示されている書類の変更は可能ですか？また、保護者が各種様

式を記入する際、記入しづらい・判断しづらい場合はどうすればいいです

か？ 

Ａ１5 

 各種様式（様式１～７）は例として示したものなので、学校の実状等に応じて活用

しやすい様式に変更してください。また、保護者が記入しづらい・判断しづらい事項

に関しては、①面談の際に丁寧に説明をする ②保護者から十分に事情を聞き取り、

相談しながら記入する ③主治医の意見を伺うよう保護者に依頼する 等により対

応してください。 

Ｑ14 
食物アレルギーの血液検査で、陽性となった食物は全て除去すべきです

か？医師により指示が違うようなのですが。 

Ａ１4 

 給食での除去については、主治医が判断するものであり、学校は主治医が記入した

管理指導表に基づき対応すべきです。 

同一の児童生徒に対し、複数の主治医から異なる指示があった場合は、保護者に

主治医の先生方と十分話し合うよう依頼し、その結果を記入した管理指導表の提出

を依頼してください。 

その他 
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