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アレルギーとは 

 

   アレルギーとは、本来人間の体にとって有益な反応である免疫反応が、逆に  

体にとって好ましくない反応を引き起こすときに用いられる言葉です。  

アレルギーには、気管支ぜん息（以下、ぜん息）、アトピー性皮膚炎、アレル  

ギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎、食物アレルギー、アナフィラキシーなどの 

疾患や反応があります。 

特に、ぜん息や食物アレルギーが原因となって起こるアナフィラキシーは、 

場合によっては生命に関わることがあるため、学校において迅速な対応が求め 

られます。 

 

 

＜主なアレルギー＞ 

○ぜん息 

 気道の慢性的な炎症により、発作性のせきやぜん鳴（ゼーゼー、ヒューヒュー）を

伴う呼吸困難を繰りかえす疾患。学校行事など日常生活のリズムが乱れたときに生じ

やすく、激しい運動で誘発されるという特徴がある。  

 

○アトピー性皮膚炎 

かゆみのある湿疹が顔や関節などに多く現れ、長く続く。アトピー性皮膚炎の人の

皮膚は、刺激に対して敏感で、乾燥しやすい特徴がある。ダニ、カビ、動物の毛や食

物、汗、プールの塩素、洗剤、生活のリズムの乱れや心理的ストレス等が皮膚炎を悪

化させる原因となる。 

 

○アレルギー性結膜炎 

 目に入ったアレルゲンに対するアレルギー反応によって起きる、目のかゆみ、異物

感、なみだ目、めやになどの症状を特徴とする疾患。予防には、スギ花粉やハウスダ

ストなどアレルギー反応の原因となるアレルゲンの除去や回避が原則である。  
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 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）の症状（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）が出現する。多くは局所の症状だけで回復に向かうが、５％程度は全身

的な症状に進むことがあるため、注意が必要である。  

 

 ３ 食物依存性運動誘発アナフィラキシー 

多くの場合、原因となる食物を摂取して２時間以内に一定量の運動（昼休みの

遊び、体育や部活動など）をすることによりアナフィラキシー症状を起こすもの。

発症した場合にはじんましんから始まり、高頻度で呼吸困難やショック症状のよ

うな重篤な症状に至るので注意が必要である。原因食物の摂取と運動との組み合

わせで発症するため、食べただけ、運動しただけでは症状は起きない。  

 

○アナフィラキシー 

 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、

ゼーゼー、ヒューヒューなどの呼吸音・呼吸困難などの症状が、複数同時にかつ急激

に出現した状態をいう。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かかわる

重篤な状態である。 

 また、アナフィラキシーは、アレルギー反応によらず、運動や物理的な刺激などに

よって起こる場合があることも知られている。  

 意識の障害などが見られる場合は、足を頭より高く上げた体位で寝かせ、嘔吐に備

え顔を横に向け、必要に応じ一次救命処置を行い、速やかに医療機関に搬送する必要

がある。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である。  

 

○運動誘発アナフィラキシー 

 特定もしくは不特定の運動を行うことで誘発されるアナフィラキシー症状。食物依

存性運動誘発アナフィラキシーと違い、食事との関連はない。  

参考文献：「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（日本学校保健会）  
 

 

○アレルギー性鼻炎 

 鼻に入ったアレルゲンに対するアレルギー反応によって、発作性・反復性のくしゃ

み、鼻水、鼻づまりなどの症状を引き起こす疾患。（予防はアレルギー性結膜炎と同じ）  

 

○食物アレルギー 

 特定の食物を摂取することによって、アレルギー反応が皮膚・呼吸器・消化器ある

いは全身に生じるもの。原因食物は多岐にわたり、学童期では鶏卵、乳製品だけで全

体の約半数を占めるが、実際に学校給食で起きた食物アレルギー発症事例の原因食物

は甲殻類（エビ、カニ）や果物類（特にキウイフルーツ）が多くなっている。  

 症状は、じんましんのような軽い症状からアナフィラキシーショックのような命に

かかわる重い症状まで様々である。注意すべきは、食物アレルギーの約１０％がアナ

フィラキシーショックまで進んでいる点である。  

 「原因となる食物を摂取しないこと」が唯一の治療（予防）法である。  

参考文献：今井孝成 他, アレルギー65（9）942-946, 2016 より引用改変 

 

＊ 食物アレルギーの病型 

  食物アレルギーは大きく３つの病型に分類される。食物アレルギーの病型を知る

ことで、万一の時に、どのような症状を示すかをある程度予測することができる。  

 １ 即時型 

   食物アレルギーの児童生徒のほとんどはこの病型に分類される。原因食物を食

べて２時間以内に症状が出現し、その症状はじんましんのような軽い症状から、

生命の危機を伴うアナフィラキシーショックに進行するものまでさまざまである。 
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Ⅰ 学校での支援体制 

 
   学校において、アレルギー疾患の児童生徒に対する取組を進めていくために  

は、保護者や主治医、学校関係者が十分に話し合い、個々の児童生徒の情報を的  

確に把握し、健康管理や配慮を要する事柄について、教職員全員が情報を共有し  

ておくことが大切です。 

アレルギー疾患には、ぜん息や食物アレルギー、アナフィラキシーのように緊 

急の対応を要するものがあります。特に、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。 

緊急時に備えて、内服薬やアドレナリン自己注射薬「エピペン®」等が処方さ  

ている場合があり、教職員の誰もが予期せぬ場面で起きたアナフィラキシーにれ 

対して適切に対応できるように、校長のリーダーシップのもと、校内外の体制を 

整備しておくことが大切です。 

 また、教育委員会においても、アレルギー疾患の児童生徒の把握、アレルギー 

に関する相談体制の整備、管轄消防機関との連携、研修会の実施等、学校がアレル 

ギー疾患の児童生徒に対する取組を進めるための体制を整備する必要があります。 

 

○ アレルギー疾患の児童生徒の支援体制図（例） 
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緊急時に備えて、内服薬やアドレナリン自己注射薬「エピペン®」等が処方さ  

ている場合があり、教職員の誰もが予期せぬ場面で起きたアナフィラキシーにれ 
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 また、教育委員会においても、アレルギー疾患の児童生徒の把握、アレルギー 

に関する相談体制の整備、管轄消防機関との連携、研修会の実施等、学校がアレル 

ギー疾患の児童生徒に対する取組を進めるための体制を整備する必要があります。 
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Ⅲ アレルギー疾患の児童生徒の把握方法（例） 

 

アレルギー疾患の児童生徒に対する取組は、入学と同時又は在学中にアレル  

ギー疾患が明らかになった時点から始まります。入学説明会での保護者からの申 

し出や就学時健康診断、あるいは保健調査票や健康相談等から、学校で対応が必 

要な児童生徒を把握し、早期に取組を実施することが大切です。  

 

 

  ○入学予定の児童生徒 

    市町組合教育委員会 

     ・市町組合教育委員会は、入学前の保護者からの相談や就学時健康診断等か

らアレルギー疾患の児童生徒を把握する。保護者の了解のもと学校に対し

情報提供を行う。 

学校 

    ・入学説明会等の機会に、入学予定者やその保護者に対し、アレルギー疾患

に対する配慮・管理が必要と思われる場合は申し出るよう依頼する。  

・保護者の了解のもと、出身校（園）との引き継ぎを行う。 

    

  ○在学中の児童生徒 

    市町組合教育委員会 

     ・所管各校のアレルギー疾患の児童生徒の在籍状況を把握する。 

学校 

     ・在学中の児童生徒の保護者に、アレルギー疾患の児童生徒に対する取組に

ついて相談を受け付ける旨の通知を配布する。  

     ・保健調査票、健康診断、健康相談等でアレルギー疾患の児童生徒を把握する。 

                 

 

Ⅱ アレルギー疾患の児童生徒に対する取組のながれ 
 

 アレルギー疾患の児童生徒に対する取組のながれ（モデル例）を下に示します。  

 保護者、主治医、教職員等関係者の共通理解のもと、アレルギー疾患の児童生徒 

の把握から個別支援プランに基づいた取組までを円滑に進めるとともに、対応の 

見直しや評価を随時行い、改善していくことが大切です。 

                                      

 取組のながれ（モデル例）              ※（）内：参照ページ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①アレルギー疾患があり配慮・管理の必要な児童生徒の把握      （Ｐ6） 

④アレルギー疾患対応委員会の設置と、個別支援プランの作成  （Ｐ10～12）           

⑤保護者との面談                          （Ｐ9） 
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⑥校内での教職員の共通理解                     （Ｐ27） 

） 

○就学時健康診断   ○入学説明会   ○入学前の保護者からの相談  

○在学中の児童生徒・保護者からの相談  ○保健調査票、健康診断 等            

③保護者との面談                          （Ｐ9） 

○管理指導表に基づき、アレルギー疾患対応委員会において取組の検討  

○個別支援プランの作成    

○個別支援プラン、緊急時対応プラン等の内容の共通理解、体制づくり  
 

○アレルギー疾患に関する基礎知識や、救急法、「エピペン®」の使用手順等に

ついての共通理解及び職員研修の実施  

○個別支援プランを関係教職員と保護者で確認 

○主治医等との連携体制の構築 

○管理指導表の記載内容を関係教職員と保護者で確認  

○家庭での対応状況、本人の理解度、緊急時の対応等を確認  

②対象となる児童生徒の保護者へ管理指導表等の提出依頼    （Ｐ7～Ｐ8） 

⑦個別支援プランに基づいた取組の実施 

※ 校外行事・宿泊を伴う行事等、必要に応じ保護者と面談      （Ｐ12～26,29～40） 

⑧評価・対応の見直し、次年度に向けた準備          

） 
○アレルギー疾患対応委員会において取組の評価、対応の見直し  
 

○配慮や管理を要する児童生徒の保護者に対し、次年度活用する管理指導表を配布  
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行事や校外学習、体育・部活動、調理実習等、１年間を通じて考えられる内容

の記載を依頼する。 

・病状や治療内容が変化しうる場合についても、向こう１年間を通じて考えられ

る内容の記載を依頼する。 

◆「緊急時連絡先」の欄の記入について 

・アドレナリン自己注射薬「エピペン®」を処方され携帯している場合、アナフィ

ラキシーショックやぜん息により重篤な症状が心配される場合、アレルギー疾

患に関して特別な配慮を要する場合は、保護者と主治医が相談のうえ、「緊急時

連絡先」を決定し記入するよう依頼する。 

・「緊急時連絡先」は、救命処置が可能であり、学校の近くの医療機関であること

が望ましい（必ずしも主治医である必要はない）。緊急時連絡先に記載された医

療機関については、保護者が当該医療機関の了解を得ており、緊急時の対応が

可能であることを確認しておく。 

  ◆その他 

・保護者に管理指導表の提出を求める際には、文書料が必要な場合があることを

伝える（医療機関により料金は異なる）。 

・管理指導表を受け取る際には、コピーを保護者に渡し、原版は学校が預かる。 

・進級する際は、管理指導表の記載内容に変更がないかを主治医に確認し、変更

がある場合は新たに管理指導表を提出するよう、保護者に依頼する。  

 

（２）活用終了時 

対応の必要がなくなった場合や対象の児童生徒が卒業・転出する場合は、管理

指導表を保護者に返却する。その際には、管理指導表により学校での管理を依頼

していたことを、進学先もしくは転入先に伝えるよう保護者に依頼する。 

 

 

 

 

 

 

＜留意事項＞ 

・ 管理指導表の内容については教職員全員で共通理解しておく。 

・ 児童生徒の個人情報が記載されているので、管理には十分注意する。 

・ 管理指導表の取扱いについて、保護者及び児童生徒に説明し、事前に同意を

得ておく。 

 

 

学校 

・ 対応の必要な児童生徒の保護

者への管理指導表の提出依頼 

・ 管理指導表に基づく保護者と

の具体的取組に関する協議 

・ 児童生徒に対する取組の実施 

・ 緊急時に備えた体制の整備 

 等 

Ⅳ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）について 

 

  アレルギー疾患の児童生徒に対する取組を進めるためには、個々の児童生徒の  

症状等の特徴を正しく把握することが前提となります。  

主治医・学校医に個々のアレルギー疾患に関する情報を記載してもらう学校生 

活管理指導表（アレルギー疾患用）（以下、管理指導表）は、学校において医師の 

指示に基づいた対応を行うために保護者に提出を依頼するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）管理指導表作成についての保護者への依頼・確認事項 

  ◆管理指導表の提出について 

・原則として、対応の必要な児童生徒について一人１枚提出を依頼する。  

・ぜん息とアトピー性皮膚炎等、複数の診療科目を受診している場合は、必要に

応じてそれぞれの担当医師が管理指導表を記入し、提出するよう依頼する。 

◆「学校生活上の留意点」の欄の記入について 

・学校生活上の留意事項について状況に応じた指示が必要な場合は、宿泊を伴う

保護者 

・ 主治医への管理指導表の記載

依頼、学校への提出 

・ 管理指導表に基づく具体的な

取組に関し学校と共通理解  

主治医 

・ 管理指導表の記載 

・ 専門的観点からの指導 

・ 急性発作時の相談 等 

医師の指示に基づき、保護者と学校

の共通理解のもと取組を推進する 

学校生活管理指導表 

（アレルギー疾患用） 
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Ⅵ アレルギー疾患対応委員会の設置      

 

  アレルギー疾患の児童生徒の健康管理や対応について検討し、個別支援プラン 

の作成等を行うため、委員会を設置します。既存の委員会や組織での対応が可能 

であれば、新たに設置する必要はありません。  

 

 

（１）アレルギー疾患対応委員会の役割 

  ・アレルギー疾患の児童生徒の健康管理や対応について検討する。  

・個別支援プランを作成する（P12 参照）。 

  ・校内外の支援体制や救急体制を整備する。  

  ・教職員全員の共通理解を図る。 

・校内研修を実施する。 

・取組を評価・検討し、個別支援プランの改善を行う。  

 

（２）構成（例）（P11 参照） 

   校長、教頭、学校医、保健主事（保健部長）・保健担当者、学年主任（学年代表）、

学級担任、養護教諭、部活動顧問等必要と思われる教職員  

   （必要に応じ主治医、専門医、教育委員会担当者）  

  ◆学校給食を実施しており、食物アレルギーの児童生徒が在籍する場合は、栄養

教諭（学校栄養職員）、給食・食育担当教諭、調理員、共同調理場長（共同調理

場方式の場合）を加える。 

   

   ＊部活動顧問は、担当する部活動にアレルギー疾患の児童生徒が所属している場

合に構成員となることが望ましい。 

   ＊学校医の参加が困難な場合には、委員会の決定事項を会議後に連絡する等の対

応が必要である。 

   ＊必要に応じて主治医、専門医に意見を聞くことのできる体制を整えておく。  

 

（３）委員会の開催 

  ・年度初めに開催する。食物アレルギーのため給食等の対応が必要な場合には、

入学前に開催する。 

  ・アレルギー疾患の児童生徒が新たに判明し、緊急を要する場合には、その都度

開催する。 

  ・校外行事・宿泊を伴う行事の前など、状況に応じて開催する。 

・健康管理や配慮事項に変更がない場合でも、適切に対応が行われているか定期

的に点検し、評価を行う。  

 

Ⅴ 保護者との面談 
 

管理指導表の提出を受けて、保護者との面談の場を設定します。対象児童生徒 

のアレルギーについて正確な情報を伝えていただくよう保護者に依頼するととも 

に、保護者の悩みや不安を十分に理解することが大切です。 

その上で、保護者からの情報を活かした個別支援プランを作成し、学校での対 

応について保護者の理解と協力を得るよう努めます。 

 

（１）面談者（例）及び面談時期 

  面談者（例）：管理職、学年主任（学年代表）、学級担任、養護教諭、 

栄養教諭（学校栄養職員）等 

面談時期  ：管理指導表提出後と個別支援プラン作成後に必ず行う。 

また、必要に応じ随時、保護者との面談の機会を設ける。 

 
（２）面談の内容（例）  

・基本的な情報の確認：管理指導表をもとに、アレルゲン（アレルギーの原因と

なるもの）、症状、家庭での対応等の状況を把握する。具体的な連絡先や連絡

方法を確認する。 
 

・家庭・主治医との連携：症状等に変化があった場合や学校での状況等について

連絡を取り合い、学校と家庭、主治医の間で共通理解を図ることについて、

理解と協力を得る。 
 

・児童生徒の理解度の確認：アレルギー疾患や緊急時処方薬等に対する児童生徒

の理解度を確認する。 
 

・学校生活での対応：学校生活の様々な場面での具体的な状況を想定し、対応を

確認する。学校で「対応できる内容」「対応できない内容」について正確に伝

え、保護者の理解と協力を得る。周りの児童生徒への指導事項を確認する。  
 

・緊急時の対応：P36～39 及び P42（Ｑ４）を参考に、緊急時処方薬に関する

学校での対応について理解と協力を得る。必要時は文書で確認を取る。  

    「エピペン®」を処方されている児童生徒については、保護者の同意を得たう

えで、管轄消防機関に情報を提供する。学校と関係機関との連携体制をつく

ることについて理解を得るよう努める。 
 

・学校給食：学校給食の対応について保護者の理解と協力を得る（P17～23 参照）。 
 

・個別支援プラン：個別支援プラン（緊急時対応プラン）の内容を保護者ととも

に確認する。 
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Ⅶ アレルギー疾患の児童生徒の個別支援プランの作成 

 

個別支援プランは、学校での取組を進めるための基礎となるものです。  

児童生徒個々のアレルギーの状態や健康管理、救急体制等について教職員全員 

で共通理解を図るために、アレルギー疾患対応委員会において個別支援プランを 

作成します。 

 

 

（１）個別支援プランについて 

  ◆対象：学校において、何らかの対応を必要とするアレルギー疾患の児童生徒につ

いて、個別に作成する（参考：P5７～５8「個別支援プラン（例）」）。 

  ◆内容 

・アレルギー疾患や処方薬に関する情報 

管理指導表を参照し記入する。 

・学校生活における留意点 

学校生活や学校行事等の様々な場面を想定し、アレルギーの発症や悪化を防

ぐための方策をアレルギー疾患対応委員会において検討し記入する。本人や

周りの児童生徒への指導についてもあわせて記入する（P13～26 参照）。 

・緊急時対応プラン 

    緊急時の対応が必要な場合は、「緊急時対応プラン」を作成する（P31 参照）。 

◆個別支援プランの周知 

アレルギー疾患対応委員会で作成した「個別支援プラン」を保護者に示し、確

認を得る。個別支援プランは、職員会議等で共通理解を図る。 

  

（２）個別支援プラン作成に必要なもの（例）（各種様式編に書式を例示） 

  ・学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）（P48～49） 

   ・主治医・保護者への依頼文書（参考：P50～51） 

・食物アレルギーの場合、食物アレルギーに関する調査票（参考：P53～55） 

 

 

 

 

教職員等の役割 

  ＜校長・教頭＞  

   ・校長のリーダーシップのもと、アレルギー疾患の児童生徒に対応するための組織が有効に  

機能するよう、校内外の体制を整備し、関係機関との連携を図る。 

   ・「個別支援プラン」の最終決定及び教職員の共通理解を図る。 

   ・保護者との面談の際、基本的な考え方を説明する。 
 

  ＜学校医＞  

   ・医療的な知見から学校を支援し、学校と地域の医療機関とのつなぎ役になる。  

   ・健康診断等からアレルギーの児童生徒の発見に努める。  

   ・専門的な立場から健康相談や保健指導を行う。  

   ・アレルギーに関する研修会での講義や指導助言等を行う。  
 

＜保健主事（保健部長）・保健担当者＞  

   ・アレルギー疾患の児童生徒に組織的に対応するための連絡調整を行うとともに、アレルギー 

疾患の児童生徒の活動と学校全体との活動の調整や、関係機関との連携を図る。  

・「個別支援プラン」の作成に当たって、取りまとめや意見の調整を行う。  
 

＜学年主任（学年代表）・学級担任等＞  

   ・養護教諭等と連携し、「個別支援プラン（案）」を作成する。  

・保護者との面談等により、アレルギー疾患の児童生徒の情報を的確に把握する。  

   ・アレルギー疾患の児童生徒が安全、安心な学校生活を送ることができるよう配慮する。  

・日常の健康観察から異常の早期発見・早期対応に努める。  

・養護教諭や栄養教諭等と連携し、本人や周りの児童生徒への保健指導や健康相談を行う。 
 

＜養護教諭＞  

・担任等と連携し、「個別支援プラン（案）」を作成する。  

   ・保護者との面談等により、アレルギー疾患の児童生徒の情報を的確に把握する。  

・担任等と連携して本人や周りの児童生徒への保健指導や健康相談、保健管理を行う。  

・主治医、学校医等、医療機関との連携の上での中核的な役割を果たす。  

・学級担任等と連携し、異常の早期発見、早期対応に努める。  

   ・アレルギー疾患に関する医学的な情報を教職員等に提供する。  
 

＜栄養教諭（学校栄養職員）・調理員＞  

   ・担任等と連携し「個別支援プラン（案）」を作成する。  

・保護者との面談等により、アレルギー疾患の児童生徒の情報を的確に把握する。  

・担任や養護教諭等と連携し、本人や周りの児童生徒への指導や相談を行う。 

・給食対応（詳細な献立表の作成、混入事故のない調理の管理、調理員との連携等）  
   

 

＜給食・食育担当教諭＞  

 ・担任等と連携し「個別支援プラン（案）」を作成する。  

   ・食物アレルギーのある児童生徒の実態を把握し、教職員の共通理解を図る。  

   ・担任や養護教諭、栄養教諭等と連携し、本人への食に関する指導や周りの児童生徒への指導  

を行う。 

   ・調理員との連絡調整（栄養教諭等未配置校）、共同調理場との連絡調整（共同調理場の受配 

校）を行う。 
 

 ＜共同調理場長＞  

   ・受配校との連絡調整を行う。  

   ・アレルギー疾患対応委員会の内容について、共同調理場職員の共通理解を図る。 
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   ・アレルギー疾患の児童生徒が安全、安心な学校生活を送ることができるよう配慮する。  

・日常の健康観察から異常の早期発見・早期対応に努める。  
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・担任等と連携して本人や周りの児童生徒への保健指導や健康相談、保健管理を行う。  

・主治医、学校医等、医療機関との連携の上での中核的な役割を果たす。  
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＜栄養教諭（学校栄養職員）・調理員＞  

   ・担任等と連携し「個別支援プラン（案）」を作成する。  

・保護者との面談等により、アレルギー疾患の児童生徒の情報を的確に把握する。  
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   ・担任や養護教諭、栄養教諭等と連携し、本人への食に関する指導や周りの児童生徒への指導  

を行う。 

   ・調理員との連絡調整（栄養教諭等未配置校）、共同調理場との連絡調整（共同調理場の受配 

校）を行う。 
 

 ＜共同調理場長＞  

   ・受配校との連絡調整を行う。  

   ・アレルギー疾患対応委員会の内容について、共同調理場職員の共通理解を図る。 
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（２）注意を要する教材・学習活動等 

生活科や理科、図画工作、美術、学級活動等の教材や教具にアレルゲンが含ま

れる場合には、除去したり代替のものを用意する。  

◆ 注意を要する学習活動等（例） 

アレルゲン 配慮すべき教材・教具・学習活動など 

小麦 粘土、うどん・パンづくり体験 

ピーナッツ 豆まき、落花生の栽培 

そば そば打ち体験、そば殻枕 

大豆 豆まき、みそづくり、豆腐づくり 

牛乳 牛乳パックのリサイクル活動（洗浄等） 

 

 

（３）運動を伴う活動 

ぜん息や食物依存性運動誘発アナフィラキシー、運動誘発アナフィラキシー

（P1～3 参照）の児童生徒は、体育や部活動（運動部）、休憩時間の遊びなど運動

により発症することがあるため、注意が必要である。 

また、アトピー性皮膚炎の場合、汗をかいた後は身体をよく拭く、水泳の授業

の後は十分シャワーで洗い流す等の指導が必要である。  

 
（４）清掃活動 

  ホコリやダニ等がアレルゲンとなる場合は、ホコリが舞う掃き掃除は避ける、

またはマスクをつけさせる等の配慮が必要である。 

 

（５）その他 

ウサギやトリなど特定の動物がアレルゲンとなる場合は、飼育係をさせない等

の配慮が必要である。また、昆虫（ハチなど）や医薬品、天然ゴム（ラテックス）

などのアレルギーの場合は、それらが原因でアナフィラキシーを発症することも

あるため注意が必要である。 

 

 

 

 

 

１ 学校生活での対応について 

 

アレルギー疾患の児童生徒が健康で安全な環境で活動できるよう、学校生活全 

体を通して、アレルギーの症状を誘発したり悪化させる要因がないか、学年主任 

（学年代表）・学級担任・教科担任が中心となって検討します。特に食物アレル  

ギーについては、給食や昼食時間だけでなく、食物や教材を扱う学校行事や学習 

活動等（家庭科・生活科・理科・特別活動・総合的な学習の時間、クラブ活動等）

での対応について配慮した個別支援プランを作成します。 

 

 

○アレルギー疾患と関連の深い学校での活動 ○：注意を要する活動  △：時に注意を要する活動   

学校での活動 ぜん息 
アトピー性 

皮膚炎 

アレルギー性

結膜炎 

アレルギー

性鼻炎 

食物ｱﾚﾙｷﾞｰ 

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 

１ 動物との接触を伴う 

活動 
○ ○ ○ ○  

２ 花粉・ホコリの舞う 

環境での活動 
○ ○ ○ ○  

３ 長時間の屋外活動 ○ ○ ○ ○  

４ 運動（体育・クラブ活動

等）  
○ ○ △ △ △ 

５ 水泳 △ ○ ○  △ 

６ 給 食  △   ○ 

７ 食物・食材を扱う授業   △   ○ 

８ 宿泊を伴う校外活動 ○ ○ ○ ○ ○ 

参考文献：「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（財）日本学校保健会  

 

 

（１）食に関する学習活動 

  学校行事、家庭科（調理実習）、生活科、特別活動、総合的な学習の時間、クラ

ブ活動等で食に関する活動を行う場合には、食物アレルギーの児童生徒に影響が

ないかどうかを事前に検討する。影響があると考えられる場合には、学年主任（学

年代表）、学級担任、教科担任が中心となり安全を確保し、事前に保護者に連絡し、

保護者・本人の了解の上で学習活動を実施する。 

   また、活動を行う該当クラスに食物アレルギーの児童生徒がいなくても、近く

のクラスに重症の食物アレルギーの児童生徒がいる場合は、その児童生徒に影響

が及ばないかを十分検討する必要がある。 
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（１）食に関する学習活動 

  学校行事、家庭科（調理実習）、生活科、特別活動、総合的な学習の時間、クラ

ブ活動等で食に関する活動を行う場合には、食物アレルギーの児童生徒に影響が

ないかどうかを事前に検討する。影響があると考えられる場合には、学年主任（学

年代表）、学級担任、教科担任が中心となり安全を確保し、事前に保護者に連絡し、

保護者・本人の了解の上で学習活動を実施する。 
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のクラスに重症の食物アレルギーの児童生徒がいる場合は、その児童生徒に影響

が及ばないかを十分検討する必要がある。 
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また、保護者から食材の提供を受けるなどの対応や、保護者と宿泊先とで直接

連絡を取り合ってもらうなどの対応が必要になる場合もある。  

  

（４）考えられる対応（例） 

・宿泊場所の選定（宿泊所の施設設備や緊急時対応（医療機関への搬送等）等を

考慮する） 

・食事の献立や成分表等を取り寄せ、保護者とともに確認する（加工食品や調味

料、調理方法にも注意する） 

・自宅からの食事（食材）の搬送（レトルト食品等）  

・飯ごう炊さんでの食材の検討 

・おやつ、飲料の検討 

・そば殻枕の除去 

・自由行動中の活動や食事の検討 

・旅行会社との連携 

・飛行機内に「エピペン®」を持ち込む場合には、所持品検査時のトラブルを避け

るため、機内に持ち込む旨を、予約時に旅行会社や航空会社に連絡しておく。  

      

 

 

 

 

 

 

 

２ 校外行事・宿泊を伴う活動 

 

アレルギー疾患の児童生徒が、可能な限り他の児童生徒と同様の校外行事・宿 

泊行事等の活動が行えるよう、活動内容や宿泊場所等を検討します。検討した内 

容について保護者の理解を得た上で、安全を十分に確保し行事を実施します。 

 

（１）緊急時の対応の確認 

保護者や主治医、学校医等と、宿泊先での緊急時の対応等を十分に協議する。 

・事前に緊急時の連絡体制を整え、教職員・保護者の共通理解を得る。  

・あらかじめ現地の医療機関に協力を要請しておく。 

・受診時に必要となる情報や、主治医との連絡方法等を確認する。 

・緊急時に使用する医薬品などの持参の有無や管理方法、使用方法などを確認し

ておく。 

・医薬品は本人が持参し、原則として本人が自分で管理・使用できるようにして

おく。 

 

（２）行事内容の検討 

行事については、それぞれの疾患に応じて活動内容を検討する必要がある。  

例えば、ぜん息の場合、温度変化、温泉場のガス、煙（キャンプファイヤー、

飯ごう炊さん、花火等）、宿舎内のホコリ等で発作を起こすことがあるので、本人

や他の児童生徒への指導が必要である。 

また、食後の激しい運動（マラソン・登山など）は、食物依存性運動誘発アナ

フィラキシーを誘発することがあるので注意する。 

 

（３）食事についての確認（食物アレルギーの場合） 

宿泊施設・食事提供施設の食事（食材）の内容や提供可能なアレルギー対応食

などを確認する。 

除去食・代替食等の対応が可能な施設でも、安易な対応の仕方で事故につなが

らないように十分に打ち合わせを行う。学校、保護者、宿泊施設・食事提供施設

が直接打ち合わせを行うことが望ましい。 
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○「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」  

（公益財団法人 日本学校保健会 平成２０年 3 月発行） 

http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_01/01.pdf  

○「学校給食における食物アレルギー対応指針」   

（文部科学省 平成２７年 3 月発行） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1355536.htm 

 

（２）学校給食における食物アレルギー対応のポイント 

 ①食物アレルギーを有する児童生徒にも給食を提供する  

  ・学校給食の提供にあたっては、安心・安全の確保を最優先とする。 

・食物アレルギーを有する児童生徒の視点に立った対応  

  ・すべての教職員が食物アレルギーやアナフィラキシーを正しく理解する。  

 ②組織で対応し、学校全体で取り組む 

  ・組織の整備（アレルギー疾患対応委員会等の設置）  

  ・各教職員の役割を明確にして、当事者意識を高める。（校内研修の実施）  

 ・校内の食物アレルギーに関する調整、管理、決定等を行う。  

③管理指導表とガイドライン等に基づいた対応  

  ・「ガイドライン」及び「対応指針」による対応を基本とする。  

  ・管理指導表の提出を必須とし、対象者を限定することで、安全・安心  

な給食を実現する。 

 ④連携（保護者、学校間、主治医、医師会、消防機関）  

  ・保護者からの情報収集と相互理解・情報共有を図る。  

  ・管理指導表運用のため、主治医・医師会との連携が必要  

  ・緊急時に備え、消防機関と連携が重要 

  ・進学、転学等の場合にも学校間で情報共有を図り、リスクを減らす。  

 ⑤完全除去が基本 

  ・安全性を最優先とし､対応する児童生徒の限定、給食調理や作業の単純化を図る。 

  ・事故防止の観点から、複雑･過剰な対応をせず、原因食物の完全除去（二者択一） 

をすることを基本とする。 

 

 
 

３ 学校給食の対応                      

 

学校給食における食物アレルギー対応の目標は、すべての児童生徒が給食時間を  

安全に、かつ、楽しんで過ごせるようにすることです。学校給食が原因となるアレ  

ルギー症状を発症させないことを前提として、国が示した「学校給食における食物 

アレルギー対応指針（文部科学省発行）」に準じ、各学校、各調理場の能力や環境  

に応じて、対応することが望まれます。 

このため、以下に示した「大原則」をふまえ、食物アレルギー対応を組織的に行  

うことが必要です。 

 

  

○食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。  

  そのためにも、安全性を最優先とする。 

○食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 

○「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、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。  

○安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とする。 

○学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。 

○教育委員会等は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに、各学校の  

  取組を支援する。 

 

（１）ガイドライン等の活用 

 学校及び調理場の状況は様々であり一律な対応を行うことは困難であるが、学校給

食における食物アレルギー対応にあたっては、平成２０年公益財団法人日本学校保健

会発行「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（以下、「ガイドライ

ン」とする。）及び平成２７年文部科学省発行「学校給食における食物アレルギー対応

指針」（以下、「対応指針」とする）を参考にすること。  
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○「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」  

（公益財団法人 日本学校保健会 平成２０年 3 月発行） 

http://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_01/01.pdf  

○「学校給食における食物アレルギー対応指針」   

（文部科学省 平成２７年 3 月発行） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1355536.htm 

 

（２）学校給食における食物アレルギー対応のポイント 

 ①食物アレルギーを有する児童生徒にも給食を提供する  

  ・学校給食の提供にあたっては、安心・安全の確保を最優先とする。 

・食物アレルギーを有する児童生徒の視点に立った対応  

  ・すべての教職員が食物アレルギーやアナフィラキシーを正しく理解する。  

 ②組織で対応し、学校全体で取り組む 

  ・組織の整備（アレルギー疾患対応委員会等の設置）  

  ・各教職員の役割を明確にして、当事者意識を高める。（校内研修の実施）  

 ・校内の食物アレルギーに関する調整、管理、決定等を行う。  

③管理指導表とガイドライン等に基づいた対応  

  ・「ガイドライン」及び「対応指針」による対応を基本とする。  

  ・管理指導表の提出を必須とし、対象者を限定することで、安全・安心  

な給食を実現する。 

 ④連携（保護者、学校間、主治医、医師会、消防機関）  

  ・保護者からの情報収集と相互理解・情報共有を図る。  

  ・管理指導表運用のため、主治医・医師会との連携が必要  

  ・緊急時に備え、消防機関と連携が重要 

  ・進学、転学等の場合にも学校間で情報共有を図り、リスクを減らす。  

 ⑤完全除去が基本 

  ・安全性を最優先とし､対応する児童生徒の限定、給食調理や作業の単純化を図る。 

  ・事故防止の観点から、複雑･過剰な対応をせず、原因食物の完全除去（二者択一） 

をすることを基本とする。 

 

 
 

３ 学校給食の対応                      

 

学校給食における食物アレルギー対応の目標は、すべての児童生徒が給食時間を  

安全に、かつ、楽しんで過ごせるようにすることです。学校給食が原因となるアレ  

ルギー症状を発症させないことを前提として、国が示した「学校給食における食物 

アレルギー対応指針（文部科学省発行）」に準じ、各学校、各調理場の能力や環境  

に応じて、対応することが望まれます。 

このため、以下に示した「大原則」をふまえ、食物アレルギー対応を組織的に行  

うことが必要です。 

 

  

○食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。  

  そのためにも、安全性を最優先とする。 

○食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 

○「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、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。  

○安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とする。 

○学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。 

○教育委員会等は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに、各学校の  

  取組を支援する。 

 

（１）ガイドライン等の活用 

 学校及び調理場の状況は様々であり一律な対応を行うことは困難であるが、学校給

食における食物アレルギー対応にあたっては、平成２０年公益財団法人日本学校保健

会発行「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」（以下、「ガイドライ

ン」とする。）及び平成２７年文部科学省発行「学校給食における食物アレルギー対応

指針」（以下、「対応指針」とする）を参考にすること。  
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〔食物アレルギー対応委員会（例）〕

　

　

□　
安全性を確保するため、完全除去対応を基本とする。

する。

新規発症に備えた、緊急時対応等

「対応指針」 ～ 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 ｱ参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 ～ 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

®

 

（３） 学校における食物アレルギー対応  

 

 

現状で行える対応の検討

□　対応食に対応できる人員がいる。

□　対応食専用の調理器具がある。

□　安全に調理できる施設設備である。

□　食物アレルギーのある児童生徒の数  安全・確実に提供可能な範囲の検討

□　原因食品の数、症状の程度  　・ 除去食の場合（除去可能な食品）

□　アレルギー対応希望の有無　等 　 ・ 代替食の場合（提供可能な代替食）

レベル１　詳細な献立表対応（給食対応の基本となり、レベル２以上の対応でも併せて提供すること。）

レベル２　弁当対応（一部弁当対応又は完全弁当対応）

レベル３　除去食対応（原因食品を除いた給食を提供する。）

レベル４　代替食対応（原因食品を除き、除去した食品に対して何らかの食材を代替して提供する。）

□　学校給食での対応を希望する児童生徒がいる。

□　学校に管理指導表が提出された。

〔面談者（例）〕

□　面談調書を作成した。 　管理職、学年主任（学年代表）、学級担任、養護教諭、栄養教諭　等

〔面談での確認事項〕

　・　学校給食の対応方針や対応できること、できないことについて伝える。

　・ 全教職員、給食関係者、消防機関等と情報を共有することに対し同意を得る。

　・ 管理指導表の内容について確認し、対象児童生徒等の詳細な情報を得る。

 対応レベル１ の検討

学校給食における対応のながれチェック表　（モデル例）

 学校におけるアレルギー対応に関する委員会の設置

 アレルギー対応について基本方針の策定

 医師会、消防機関等との連携体制整備

 児童生徒の食物アレルギーの情報の把握

　・　学校給食の微量混入の可能性について保護者に説明する。

 食物アレルギー対応充実のための環境整備及び支援

 基本方針の策定とアレルギー対に関する委員会の設置

学校給食で配慮・管理の必要な児童生徒等の把握

学校・調理場に応じた対応レベル等の検討

保護者との個別面談の実施

は
い いいえ

学 校

市町組合教育委員会 調理場（単独・共同）

校長、調理場長、養護教諭、
栄養教諭、給食担当者等

いいえ

対象者の保護者へ管理指導表等の提出を依頼

学校給食での新規発症に備えた、緊急時の対応等について研修を行う。

いいえ 学校給食での対応は実施しない。（管理指導表の提出を必須とする。）

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

「ガイドライン」 ～ 参照

「対応指針」 ｲ 参照

「対応指針」 ｱ参照

「対応指針」 ，P41〜44参照
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〔食物アレルギー対応委員会（例）〕

　

　

□　
安全性を確保するため、完全除去対応を基本とする。

する。

新規発症に備えた、緊急時対応等

「対応指針」 ～ 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 ｱ参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 ～ 参照

「対応指針」 参照

「対応指針」 参照

®
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  ・食材の混入を防ぐため、作業動線図を活用し、作業を区別化する。  

  ④確認作業の方法、タイミング 

  ・あらかじめ、確認作業の方法やタイミングを決め、確認するためのチェック表

を作成する。 

◆調理場における対応の評価◆ 

調理場は、対応できる限界を整理し、市町組合教育委員会に提議する。市町組合

教育委員会は、調理場の状況をふまえ、対応方法の充実を図る。  

 

 ＜献立作成＞  

  ①献立作成における食物アレルギー対応の基本方針を作成する。  

  ・教育委員会等は献立作成委員会等と連携して、献立作成における食物アレルギ

ー対応の基本方針を作成し、定期的に見直す。  

   ②安全性の確保を目的とした学校給食提供の考え方   

  ・特に重篤度の高い原因食物（そば、落花生）は、学校給食での提供を極力減ら

す。提供する際は、使用するねらいを明確にし、使用していることが明確な料

理や料理名とする。 

・特に発症数の多い原因食物（卵、乳、小麦、えび、かに）は、できる限り、 

1 回の給食で複数の料理に同じ原因食物を使用しないよう配慮し作業を単純化  

する。 

  ・原因食物が料理に使用されていることがわかる形状で提供する。 

  ・加工食品に原因食物が使用されている場合は、それを明記し詳細な原材料が確

認できるようにする。また、添加物に原因食物が使用されていない食品を選定

する等の配慮をする。 

  ・極微量で反応が誘発される可能性がある場合や施設の整備状況や人員の体制が  

整っていない場合は、弁当対応を考慮する。 

  ③食品選定のための委員会との連携 

  ④実施献立の共有  

 

＜調理前・検収＞  

 ・原因食品の混入を防ぐために、調理指示書、作業工程表、作業動線図をもとに

栄養教諭（学校栄養職員）、調理員等で十分に打ち合わせを行う。  

 ・納品された食材が発注した食材であるか確認する。また、加工食品等は業者か

「対応指針」P25□6 参照 

「対応指針」P25□5 参照 

「対応指針」P18□1 参照 

「対応指針」P18～21□2 参照 

「対応指針」P21□3 参照 

「対応指針」P22□4 参照 

「対応指針」P26□1 参照 

「対応指針」P21□2 参照 

 
 

（４）市町組合教育委員会の役割 

 ①学校における食物アレルギー対応に関する委員会の設置と基本方針の策定  

 ②医療機関及び消防機関との連携体制 

 ③研修会の実施及び研修機会の確保 

 ④食物アレルギー対応の充実のための環境整備及び支援  

 ⑤すべての事故及びヒヤリハット事例の情報収集とフィードバック  

 ⑥専門的に相談できる体制の構築 

 ⑦教育委員会等や学校の管理下にない場所（学童保育等）での対応  

 

（５）校内及び関係機関との連携体制づくり 

学校における食物アレルギー対応にあたっては、緊急の対応を要することが考

えられるため、全教職員が児童生徒の情報を共有することが必要です。  

そのため、校内体制（食物アレルギー対応委員会等）を整備するとともに、学

校と各市町組合教育委員会、共同調理場、医療機関、消防機関、家庭等との連携

体制を構築することが必要です。 

   

（６）学校給食提供における主な留意点 

 ＜体制づくり＞  

  ①食物アレルギー対応を行う児童生徒の情報共有  

  ・学校と保護者は、毎月、詳細な献立表等で対応内容の具体的な確認、調整を行

ない、書面で了解を得る。 

  ②調理器具、食材の管理 

  ・対応食専用の調理器具や食器具類を使用し、一般の調理器具や食器具類と区別  

して保管する。 

  ・対応用食材は物資選定委員会等で決定された安全な物を使用し、他の食材と区  

別して保管する。 

  ③調理担当者及び調理作業の区別化 

  ・対応食担当の調理員を区別化し、作業の単純化と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は、調理作業等を区分して行えるように

する。 

「対応指針」P23□1 参照 

「対応指針」P23□2 参照 

「対応指針」P24□4 参照 
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  ・食材の混入を防ぐため、作業動線図を活用し、作業を区別化する。  

  ④確認作業の方法、タイミング 

  ・あらかじめ、確認作業の方法やタイミングを決め、確認するためのチェック表

を作成する。 

◆調理場における対応の評価◆ 

調理場は、対応できる限界を整理し、市町組合教育委員会に提議する。市町組合

教育委員会は、調理場の状況をふまえ、対応方法の充実を図る。  

 

 ＜献立作成＞  

  ①献立作成における食物アレルギー対応の基本方針を作成する。  

  ・教育委員会等は献立作成委員会等と連携して、献立作成における食物アレルギ

ー対応の基本方針を作成し、定期的に見直す。  

   ②安全性の確保を目的とした学校給食提供の考え方   

  ・特に重篤度の高い原因食物（そば、落花生）は、学校給食での提供を極力減ら

す。提供する際は、使用するねらいを明確にし、使用していることが明確な料

理や料理名とする。 

・特に発症数の多い原因食物（卵、乳、小麦、えび、かに）は、できる限り、 

1 回の給食で複数の料理に同じ原因食物を使用しないよう配慮し作業を単純化  

する。 

  ・原因食物が料理に使用されていることがわかる形状で提供する。 

  ・加工食品に原因食物が使用されている場合は、それを明記し詳細な原材料が確

認できるようにする。また、添加物に原因食物が使用されていない食品を選定

する等の配慮をする。 

  ・極微量で反応が誘発される可能性がある場合や施設の整備状況や人員の体制が  

整っていない場合は、弁当対応を考慮する。 

  ③食品選定のための委員会との連携 

  ④実施献立の共有  

 

＜調理前・検収＞  

 ・原因食品の混入を防ぐために、調理指示書、作業工程表、作業動線図をもとに

栄養教諭（学校栄養職員）、調理員等で十分に打ち合わせを行う。  

 ・納品された食材が発注した食材であるか確認する。また、加工食品等は業者か

「対応指針」P25□6 参照 

「対応指針」P25□5 参照 

「対応指針」P18□1 参照 

「対応指針」P18～21□2 参照 

「対応指針」P21□3 参照 

「対応指針」P22□4 参照 

「対応指針」P26□1 参照 

「対応指針」P21□2 参照 

 
 

（４）市町組合教育委員会の役割 

 ①学校における食物アレルギー対応に関する委員会の設置と基本方針の策定  

 ②医療機関及び消防機関との連携体制 

 ③研修会の実施及び研修機会の確保 

 ④食物アレルギー対応の充実のための環境整備及び支援  

 ⑤すべての事故及びヒヤリハット事例の情報収集とフィードバック  

 ⑥専門的に相談できる体制の構築 

 ⑦教育委員会等や学校の管理下にない場所（学童保育等）での対応  

 

（５）校内及び関係機関との連携体制づくり 

学校における食物アレルギー対応にあたっては、緊急の対応を要することが考

えられるため、全教職員が児童生徒の情報を共有することが必要です。  

そのため、校内体制（食物アレルギー対応委員会等）を整備するとともに、学

校と各市町組合教育委員会、共同調理場、医療機関、消防機関、家庭等との連携

体制を構築することが必要です。 

   

（６）学校給食提供における主な留意点 

 ＜体制づくり＞  

  ①食物アレルギー対応を行う児童生徒の情報共有  

  ・学校と保護者は、毎月、詳細な献立表等で対応内容の具体的な確認、調整を行

ない、書面で了解を得る。 

  ②調理器具、食材の管理 

  ・対応食専用の調理器具や食器具類を使用し、一般の調理器具や食器具類と区別  

して保管する。 

  ・対応用食材は物資選定委員会等で決定された安全な物を使用し、他の食材と区  

別して保管する。 

  ③調理担当者及び調理作業の区別化 

  ・対応食担当の調理員を区別化し、作業の単純化と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は、調理作業等を区分して行えるように

する。 

「対応指針」P23□1 参照 

「対応指針」P23□2 参照 

「対応指針」P24□4 参照 
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４ アレルギー疾患の児童生徒への指導 

 

  アレルギー疾患の発症を防ぐには、アレルゲンを避けるよう常に配慮すること 

が第一の対策となります。 

特に、食物アレルギーでは原因となる食品を食べないようにすることが重要で、 

誤食のないよう配慮するとともに、児童生徒自らが食品表示等を参照し、アレル 

ゲンを自分で避けることができる力を身につけることが必要です。そのためには、 

保護者を中心に、学校においても児童生徒の理解度や発達段階に応じた保健指導、 

栄養指導、生活指導を行い、自己管理能力を育成することが大切です。 

 

 

（１）自己管理能力の育成 

自分のアレルギーを認識し、理解することから始める。  

  ・発達段階に応じて、アレルゲンとなる食物を食べる（接触・摂取する）と体に

異常な反応が出ることを理解させるとともに、そのものを口に（接触・摂取）

しないように対応する力を身につけさせる。 

  ・学校給食では、献立に使用されている食品を調べて、食べない、または、量を

加減するといった自分の健康状況に応じた摂取の仕方ができるように指導する。 

  ・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ように指

導する。 

  ・緊急時処方薬（内服薬、吸入薬、「エピペン®」等）について正しく理解し、自

己管理ができるよう発達段階に応じた指導を行う。  

 

（２）保健指導（発症時の対応と体調管理） 

  ・発症時の対応…誤って原因となる食品や成分を飲食し、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ように指導する。  

  ・体調管理…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、ストレスへの対処方法等について指導するとともに、精神的に安

定した学校生活を送ることができるよう配慮を行う。 

 
 

ら取り寄せた原料配合表と同じ食品か確認する。  

 

＜調理作業＞  

 ・アレルギー対応担当者はエプロンの色を変える等、他と区別化できるよう工夫

する。 

 ・調理指示書、作業工程表、作業動線図を確認しながら調理する。  

 ・事前に決められた確認箇所で、事前に決められた方法での確認を徹底する。  

・普通食と同様に、温度管理、保存食の採取、検食を行う。  

 

＜配送・配膳＞  

・食物アレルギーの児童生徒専用の食器に配膳する。  

・トレーに名札をつける、ラベルで色分けする等により誤配、誤食を防ぐ工夫を

する。 

・配膳は複数の人でダブルチェックをする。 

・受配校との連携を密にし、受け取りの確認を誰がするかを事前に決めておく。  

 

＜給食時間＞  

 ・アレルギー対応食について、原材料がわかる統一した献立表で確認する方法や

対応食と一般献立との違いを監督者、本人が確認する方法を具体的に決める。  

 ・確認作業が形骸化しないよう注意する。また、給食の時間中に誤食事故等が起

きないようルールを決める等の配慮をする。  

   ◎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 

 ・学級において、他の児童生徒が対応を不審に思ったり、いじめのきっかけにな  

ったりしないように十分配慮する。 

・他の児童生徒の給食をもらったり、やりとりをしないよう、本人や周りの児童

生徒に指導する。 

◆問題への対応を報告する体制の整備◆ 

    学校や調理場で事故やヒヤリハットが起こった場合は、事例の問題点や原因

を分析し、校内で情報を共有する。 

重大な事故（「エピペン®」を使用した場合）は、県教育委員会へ報告をする。 

「対応指針」P27□2 (ｲ)参照 

「対応指針」P22□5 参照 

「対応指針」P27□2 (ｱ)参照 

「対応指針」P28□3 (ｲ)参照 

「対応指針」P30□1 ，P31□3 参照 
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４ アレルギー疾患の児童生徒への指導 

 

  アレルギー疾患の発症を防ぐには、アレルゲンを避けるよう常に配慮すること 

が第一の対策となります。 

特に、食物アレルギーでは原因となる食品を食べないようにすることが重要で、 

誤食のないよう配慮するとともに、児童生徒自らが食品表示等を参照し、アレル 

ゲンを自分で避けることができる力を身につけることが必要です。そのためには、 

保護者を中心に、学校においても児童生徒の理解度や発達段階に応じた保健指導、 

栄養指導、生活指導を行い、自己管理能力を育成することが大切です。 

 

 

（１）自己管理能力の育成 

自分のアレルギーを認識し、理解することから始める。  

  ・発達段階に応じて、アレルゲンとなる食物を食べる（接触・摂取する）と体に

異常な反応が出ることを理解させるとともに、そのものを口に（接触・摂取）

しないように対応する力を身につけさせる。 

  ・学校給食では、献立に使用されている食品を調べて、食べない、または、量を

加減するといった自分の健康状況に応じた摂取の仕方ができるように指導する。 

  ・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ように指

導する。 

  ・緊急時処方薬（内服薬、吸入薬、「エピペン®」等）について正しく理解し、自

己管理ができるよう発達段階に応じた指導を行う。  

 

（２）保健指導（発症時の対応と体調管理） 

  ・発症時の対応…誤って原因となる食品や成分を飲食し、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ように指導する。  

  ・体調管理…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、ストレスへの対処方法等について指導するとともに、精神的に安

定した学校生活を送ることができるよう配慮を行う。 

 
 

ら取り寄せた原料配合表と同じ食品か確認する。  

 

＜調理作業＞  

 ・アレルギー対応担当者はエプロンの色を変える等、他と区別化できるよう工夫

する。 

 ・調理指示書、作業工程表、作業動線図を確認しながら調理する。  

 ・事前に決められた確認箇所で、事前に決められた方法での確認を徹底する。  

・普通食と同様に、温度管理、保存食の採取、検食を行う。  

 

＜配送・配膳＞  

・食物アレルギーの児童生徒専用の食器に配膳する。  

・トレーに名札をつける、ラベルで色分けする等により誤配、誤食を防ぐ工夫を

する。 

・配膳は複数の人でダブルチェックをする。 

・受配校との連携を密にし、受け取りの確認を誰がするかを事前に決めておく。  

 

＜給食時間＞  

 ・アレルギー対応食について、原材料がわかる統一した献立表で確認する方法や

対応食と一般献立との違いを監督者、本人が確認する方法を具体的に決める。  

 ・確認作業が形骸化しないよう注意する。また、給食の時間中に誤食事故等が起

きないようルールを決める等の配慮をする。  

   ◎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 

 ・学級において、他の児童生徒が対応を不審に思ったり、いじめのきっかけにな  

ったりしないように十分配慮する。 

・他の児童生徒の給食をもらったり、やりとりをしないよう、本人や周りの児童

生徒に指導する。 

◆問題への対応を報告する体制の整備◆ 

    学校や調理場で事故やヒヤリハットが起こった場合は、事例の問題点や原因

を分析し、校内で情報を共有する。 

重大な事故（「エピペン®」を使用した場合）は、県教育委員会へ報告をする。 

「対応指針」P27□2 (ｲ)参照 

「対応指針」P22□5 参照 

「対応指針」P27□2 (ｱ)参照 

「対応指針」P28□3 (ｲ)参照 

「対応指針」P30□1 ，P31□3 参照 
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５ 周りの児童生徒への指導 

 

  アレルギー疾患の児童生徒が安全・安心で楽しい学校生活を送るためには、本  

人の状況やアレルギー疾患に対して、他の児童生徒からも理解が得られるよう配 

慮する必要があります。 

  その際、保護者の意向や本人の人権・プライバシーに配慮しながら、児童生徒の  

 発達段階に合わせて、下記の指導内容（例）などの事柄が理解できるよう指導します。 

 

 

 ○指導内容（例） 

・アレルギーという病気の理解 

・だれにでも起こる可能性がある病気であること 

・食物アレルギーは単なる好き嫌いや偏食とは異なり、他の人には何でもない食

品が、人によっては生命の危険にかかわることがあること  

・対象児童生徒の症状や原因物質、周囲の人たちの協力について  

  ・緊急時処方薬等、薬の正しい理解と協力について  

 

        ※啓発参考資料：「食物アレルギー授業支援プログラム」ファイザー株式会社ホームページ  

www.epipen.jp/teacher/heroes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）栄養指導 

   食物アレルギーの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。  

栄養指導は、アレルギーの症状や発達段階に合わせて、主治医の管理や指導を

受けながら行う。 

 

（４）児童生徒の理解の程度の確認 

  ・アレルギーの児童生徒が、自身の疾患やアレルゲンを避ける方法等についてど

の程度理解し、実行できているか随時確認し、個別支援プランの見直しを行う。  

  ・緊急時処方薬（内服薬、吸入薬、「エピペン®」等）を所持している児童生徒に

ついては、管理方法や使用方法等、薬に対する理解度を保護者とともに確認す

る。 
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５ 周りの児童生徒への指導 

 

  アレルギー疾患の児童生徒が安全・安心で楽しい学校生活を送るためには、本  

人の状況やアレルギー疾患に対して、他の児童生徒からも理解が得られるよう配 

慮する必要があります。 

  その際、保護者の意向や本人の人権・プライバシーに配慮しながら、児童生徒の  

 発達段階に合わせて、下記の指導内容（例）などの事柄が理解できるよう指導します。 

 

 

 ○指導内容（例） 

・アレルギーという病気の理解 

・だれにでも起こる可能性がある病気であること 

・食物アレルギーは単なる好き嫌いや偏食とは異なり、他の人には何でもない食

品が、人によっては生命の危険にかかわることがあること  

・対象児童生徒の症状や原因物質、周囲の人たちの協力について  

  ・緊急時処方薬等、薬の正しい理解と協力について  

 

        ※啓発参考資料：「食物アレルギー授業支援プログラム」ファイザー株式会社ホームページ  

www.epipen.jp/teacher/heroes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）栄養指導 

   食物アレルギーの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。  

栄養指導は、アレルギーの症状や発達段階に合わせて、主治医の管理や指導を

受けながら行う。 

 

（４）児童生徒の理解の程度の確認 

  ・アレルギーの児童生徒が、自身の疾患やアレルゲンを避ける方法等についてど

の程度理解し、実行できているか随時確認し、個別支援プランの見直しを行う。  

  ・緊急時処方薬（内服薬、吸入薬、「エピペン®」等）を所持している児童生徒に

ついては、管理方法や使用方法等、薬に対する理解度を保護者とともに確認す

る。 
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事例１ 
アレルゲンを含まない食品を注文していたが、納品された食品にはアレルゲンが含まれており、それに気づか

ずに使用してしまった。対象児童に提供する前に調理員が気づき、喫食を中止したため、事故には至らなかった。  

原因・問題点  
・選定された食品情報の検収担当者への連絡が不十分であった。  
・検収時に表示を確認していなかった。   

再発防止のための解決策（参考例） 
・納品された食材が、発注した食材であるか詳細な配合表などにより確実に検収するよう、周知徹底する。  

マニュアルの該当ページ 
 Ｐ22「〈調理前・検収〉」  

 
事例２ 
学級担任の代わりに給食指導に入った教諭が、食物アレルギーのある児童にはおかわりを渡さないというルー

ルを知らず、アレルゲンを含むおかわりを配食したが、周りの児童が気づき、食べる前に回収したため、事故に
は至らなかった。  

原因・問題点  
・教職員の共通理解が不十分だった。  

再発防止のための解決策（参考例） 
・食物アレルギー対応委員会での決定事項を図表で提示し、誰が指導に当たっても適切に対応できるよう、共

通理解を図る。 

マニュアルの該当ページ 
 Ｐ21「（５）校内及び関係機関との連携体制づくり」  
 Ｐ21「（６）学校給食提供における主な留意点」  Ｐ23「〈給食時間〉」  

 
事例３ 
修学旅行中、レクリエーション活動の景品として用意されていたお菓子の成分を確認しておらず、アレルゲン

が入ったお菓子を食物アレルギーのある生徒が受け取ってしまったが、養護教諭が気づき、回収したため、事故
には至らなかった。 

原因・問題点  
・修学旅行前の教職員の共通理解が不十分だった。  

再発防止のための解決策（参考例） 
 ・今後は、事前に行事の行程や食事内容等について十分確認し、教職員、保護者、生徒本人と共通理解を図る。 

マニュアルの該当ページ 
 Ｐ15「（３）食事についての確認（食物アレルギーの場合）」  Ｐ16「（４）考えられる対応（例）」  

重大な事故には至らなかったが、ヒヤリとしたりハッとした  

事故ではないので 

報告しなかった  

マニュアルに基づくアレルギー対応をしなかった  

事例の問題点や原因を分析し、校内で情

報を共有した（P62 参考様式 参照）  

 

マニュアルを再確認し、解決策を見出すこと

により、教職員の危機管理意識が向上した  
再び、マニュアルに基づくア

レルギー対応をしなかったた

め、重大な事故（「エピペン®」

を使用した事例）が発生した  

安全安心な学校生活の提供 

 
 

Ⅷ 教職員の共通理解、校内研修 

 

アレルギー疾患の児童生徒について、正しく理解し情報を共有するとともに、 

教職員の誰もが緊急時に適切に対応できるよう、校内研修を実施します。  

 

（１）研修時期 

年度初め（学校給食を実施している場合は給食開始まで）には必ず教職員全員

の共通理解を図る。また、児童生徒の状態が変わった時や、校外行事、宿泊を伴

う行事の前など、必要に応じて研修を行う。 

重大な事故（「エピペン®」を使用した場合）やヒヤリハットが起こった場合は、

問題点や原因の分析、改善策の検討などを行い、教職員全員で情報を共有する。 

 

（２）共通理解事項及び校内研修について 

啓発用リーフレット※などを活用して、教職員全員で共通理解を深める。研修内

容は保護者にも伝える。また、プライバシーの保護に十分配慮する。 

◆共通理解事項及び研修内容（例）◆ 

・児童生徒の病態や発症時の対応について 

・緊急時の対応、緊急時のシミュレーション、教職員の役割の確認について 

・学校生活における留意点について 

・給食などの食事について 

・薬剤使用時の留意点について 

・緊急時連絡先、医療機関連絡先について 

・「エピペン®」携帯者がいる場合は、保管場所や使用手順について（啓発用リ

ーフレット※や「エピペン®トレーナー」等を活用した研修等） 

・重大な事故（「エピペン®」を使用した場合）やヒヤリハットが起こった場合

の問題点や改善策について 

 

 

※啓発用リーフレット：「エピペンの使い方かんたんガイドブック」  

ファイザー株式会社ホームページ等  http://www.epipen.jp/download/manual.pdf 
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事例１ 
アレルゲンを含まない食品を注文していたが、納品された食品にはアレルゲンが含まれており、それに気づか

ずに使用してしまった。対象児童に提供する前に調理員が気づき、喫食を中止したため、事故には至らなかった。  

原因・問題点  
・選定された食品情報の検収担当者への連絡が不十分であった。  
・検収時に表示を確認していなかった。   

再発防止のための解決策（参考例） 
・納品された食材が、発注した食材であるか詳細な配合表などにより確実に検収するよう、周知徹底する。  

マニュアルの該当ページ 
 Ｐ22「〈調理前・検収〉」  

 
事例２ 
学級担任の代わりに給食指導に入った教諭が、食物アレルギーのある児童にはおかわりを渡さないというルー

ルを知らず、アレルゲンを含むおかわりを配食したが、周りの児童が気づき、食べる前に回収したため、事故に
は至らなかった。  

原因・問題点  
・教職員の共通理解が不十分だった。  

再発防止のための解決策（参考例） 
・食物アレルギー対応委員会での決定事項を図表で提示し、誰が指導に当たっても適切に対応できるよう、共

通理解を図る。 

マニュアルの該当ページ 
 Ｐ21「（５）校内及び関係機関との連携体制づくり」  
 Ｐ21「（６）学校給食提供における主な留意点」  Ｐ23「〈給食時間〉」  

 
事例３ 
修学旅行中、レクリエーション活動の景品として用意されていたお菓子の成分を確認しておらず、アレルゲン

が入ったお菓子を食物アレルギーのある生徒が受け取ってしまったが、養護教諭が気づき、回収したため、事故
には至らなかった。 

原因・問題点  
・修学旅行前の教職員の共通理解が不十分だった。  

再発防止のための解決策（参考例） 
 ・今後は、事前に行事の行程や食事内容等について十分確認し、教職員、保護者、生徒本人と共通理解を図る。 

マニュアルの該当ページ 
 Ｐ15「（３）食事についての確認（食物アレルギーの場合）」  Ｐ16「（４）考えられる対応（例）」  

重大な事故には至らなかったが、ヒヤリとしたりハッとした  

事故ではないので 

報告しなかった  

マニュアルに基づくアレルギー対応をしなかった  

事例の問題点や原因を分析し、校内で情

報を共有した（P62 参考様式 参照）  

 

マニュアルを再確認し、解決策を見出すこと

により、教職員の危機管理意識が向上した  
再び、マニュアルに基づくア

レルギー対応をしなかったた

め、重大な事故（「エピペン®」

を使用した事例）が発生した  

安全安心な学校生活の提供 

 
 

Ⅷ 教職員の共通理解、校内研修 

 

アレルギー疾患の児童生徒について、正しく理解し情報を共有するとともに、 

教職員の誰もが緊急時に適切に対応できるよう、校内研修を実施します。  

 

（１）研修時期 

年度初め（学校給食を実施している場合は給食開始まで）には必ず教職員全員

の共通理解を図る。また、児童生徒の状態が変わった時や、校外行事、宿泊を伴

う行事の前など、必要に応じて研修を行う。 

重大な事故（「エピペン®」を使用した場合）やヒヤリハットが起こった場合は、

問題点や原因の分析、改善策の検討などを行い、教職員全員で情報を共有する。 

 

（２）共通理解事項及び校内研修について 

啓発用リーフレット※などを活用して、教職員全員で共通理解を深める。研修内

容は保護者にも伝える。また、プライバシーの保護に十分配慮する。 

◆共通理解事項及び研修内容（例）◆ 

・児童生徒の病態や発症時の対応について 

・緊急時の対応、緊急時のシミュレーション、教職員の役割の確認について 

・学校生活における留意点について 

・給食などの食事について 

・薬剤使用時の留意点について 

・緊急時連絡先、医療機関連絡先について 

・「エピペン®」携帯者がいる場合は、保管場所や使用手順について（啓発用リ

ーフレット※や「エピペン®トレーナー」等を活用した研修等） 

・重大な事故（「エピペン®」を使用した場合）やヒヤリハットが起こった場合

の問題点や改善策について 

 

 

※啓発用リーフレット：「エピペンの使い方かんたんガイドブック」  

ファイザー株式会社ホームページ等  http://www.epipen.jp/download/manual.pdf 
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