
学校給食における
食物アレルギー対応について

令和２年度

令和２年１０月１５日（木）
千葉県教育庁教育振興部

学校安全保健課



本日の内容

＊データで見る千葉県の
食物アレルギーの傾向

＊社会全体でのアレルギー疾患
対策について

＊学校におけるアレルギー疾患
対応について

＊緊急時の対応について



データで見る
千葉県の食物アレルギーの傾向



食物アレルギーの疑いで
救急搬送された児童生徒数

（令和２年１０月２日現在）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

令和
元年度 1 5 5 3 3 4 3 0 0 0 1 25

令和
２年度 4 13 3 5 1 26







救急搬送事例

今年度の報告のうち、アレルギーがあることを
本人や学校が知らなかった児童生徒は何人？

１０件

５件

令和２年度１０月2日
食物アレルギーでの
救急搬送報告件数

小学校

中学校

１８件

８件

知らなかった



今年度の報告のうち、いつ体調等に変化が現れた？

喫食中 ５件

喫食直後 ４件

昼休み １0 件

昼休み後 6件

放課後 1件



喫食後のどのような場面で体調等に変化が現れた？

喫食中 ５(食べはじめ、ごちそうさま直前）

喫食直後 ４(片付け中）

昼休み １0 (かけっこ、鬼ごっこ、教室で過ごす）

昼休み後 6 (５時間目（体育、学年レク））

放課後 1 (部活動中）



具体的にどんな症状がでている？
～「食物アレルギー症状チェックシート」に関連させて～

グレード１：
我慢できる弱い腹痛(3)  吐き気(2)  目のかゆみ・充血(4)  
唇の腫れ(1) 口のかゆみ・違和感(6) 
喉のかゆみ・違和感(10)  くしゃみ・鼻水・鼻づまり(1) 
軽度のかゆみ(6) 部分的な赤み(4) 数個のじんましん(10)

グレード２：
数回の軽い咳(6)  明らかな腹痛(2)  複数回の嘔吐(1) 
まぶたの腫れ(1)  強いかゆみ(1)  全身のじんましん(1)

グレード３：
唇や爪が青白い(1)  のどや胸が締め付けられる(2)
持続する強い（がまんできない）おなかの痛み(1)
息がしにくい(11)



具体的にどんな症状がでている？
～「食物アレルギー症状チェックシート」に関連させて～

グレード１：
我慢できる弱い腹痛(3)  吐き気(2)  目のかゆみ・充血(4)  唇の腫れ(1) 
口のかゆみ・違和感(6)  喉のかゆみ・違和感(10)  くしゃみ・鼻水・鼻づまり(1) 
軽度のかゆみ(6)  部分的な赤み(4)  数個のじんましん(10)

グレード２：
数回の軽い咳(6)  明らかな腹痛(2)  複数回の嘔吐(1)   まぶたの腫れ(1)  
強いかゆみ(1)  全身のじんましん(1)

グレード３：
唇や爪が青白い(1)  のどや胸が締め付けられる(2)  息がしにくい(11)
持続する強い（がまんできない）おなかの痛み(1)



≪報告書（様式１）に載せていただきたい内容①≫

○喫食～観察開始
・全体を時系列で ・当日の給食メニュー
・給食喫食の様子（お代わりしたもの 残したもの等）
・（あれば）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）
・（わかれば）脈拍 ・発疹等の有無・箇所
・その他の症状

○症状について（推測含む）
・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



≪報告書（様式１）に載せていただきたい内容②≫

○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）

○今後の取組
・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） ・連絡体制等の検証
・職員への共有 ・職員研修



・令和２年９月３０日
・小４ 男児
・アレルギー：有
（乳・乳製品・ピーナッツ）
・エピペン処方：有
・学校生活管理指導表：提出有

・当日メニュー：
◦ナスとトマトのスパゲッティ
→代替食持参（ミートソース）

◦ひじきのサラダ
◦小魚
◦パインケーキ →喫食許可（親）
◦牛乳 →喫食せず（除去）

・様子：
◦パインケーキおかわり
◦昼休み校庭でかけっこ

症状
・教室に戻り不調訴える
・「苦しい」「かゆい」
・内服薬１錠服用
・蕁麻疹（首・背中・腹部）
・咳

処置
・床に寝かせる
・救急要請
・エピペン
・救急搬送

診断
・運動誘発性アナフィキラシー

ヒヤリハット
・代替食が・・・

ヒヤリハット事例①



・令和２年７月１５日
・中３ 男子
・アレルギー：有
（スイカ・メロン・タコ・イカ 等）
・エピペン処方：無
・学校生活管理指導表：提出有

・当日メニュー：
◦イカフライ

・様子：
◦イカフライを口に入れて
すぐに出した

症状
・喫食直後不調訴える
・「呼吸が苦しい」
・吐き気
・内服薬服用

処置
・救急要請
・救急搬送

診断
・イカをアレルゲンとする
アナフィキラシー

・入院（５日間）
・自宅療養（３日間）

ヒヤリハット
・献立表を・・・

ヒヤリハット事例②



・令和２年７月１６日
・中２ 男子
・アレルギー：有（ピーナッツ）
・エピペン処方：無
・学校生活管理指導表：提出無

・当日メニュー：
◦鯖のピーナッツだれ焼き
◦チンジャオロース
◦ひじきのさっぱり和え
◦ミニトマト
◦ごはん ◦牛乳

・様子：
◦鯖のピーナッツだれ焼き完食
◦昼休み校庭でかけっこ

症状
・鯖のピーナッツだれ焼き喫食直後
に唇のしびれ→空腹のため完食

・部活動中に体調不良を訴える
・蕁麻疹（手・腕）

処置
・横にさせる ・幹部冷却
・パルスオキシメーター ・呼びかけ
・救急要請 ・救急搬送

診断
・ピーナッツがアレルゲン（検査結果）
・１日入院

ヒヤリハット
・学校生活管理指導表が・・・

ヒヤリハット事例③



・令和２年７月６日
・小１ 男児
・アレルギー：有（パイン・キウイ）
・エピペン処方：有
・学校生活管理指導表：提出有

・当日メニュー：
◦エビフライ・ソース
◦コーンポタージュ
◦コッペパン
◦牛乳

・様子：
◦すべて完食

症状
・食器片づけ中不調訴える
・「口の中が苦しい」「かゆい」
・蕁麻疹（顔）

処置
・救急要請せず（親の意向）
・エピペン（親「打たなくてよい」）
・救急搬送（自宅から）

診断・処置・指導
・エピペン使用後は必ず救急搬送を
・入院
・給食では牛乳を飲まない

合意内容
・

・

・

乳製品が多い日はおかわりしない
旨が連絡帳で知らされる

担任がおかわり禁止を決定できる

学校がエピペン使用・救急搬送を
決定できる

ヒヤヒヤ事例



学校における

アレルギー疾患対応

について



平成２０年３月 公益財団法人日本学校保健会

令和２年３月 公益財団法人日本学校保健会 平成２７年３月 文部科学省





「学校生活管理指導表」比較



千葉県教育委員会
（Ｈ２５）

日本学校保健会
（Ｒ２）

年齢 （＿＿＿歳）
削除

目的

記載なし ※この生活管理指導表は、学校の生活において特別な配慮や管理が
必要となった場合に医師が作成するものです。

Ｃ 原因食物・除去根拠
６ 種実類・木の実類
７ 甲殻類(エビ・カニ)

６ 甲殻類(すべて・エビ・カニ)
７ 木の実類(すべて・クルミ・カシュ-・アーモンド)

学校生活上の留意点Ａ～Ｄ

１ 管理不要
２ 保護者と相談して決定

１ 管理不要
２ 管理必要

Ｅ原因食物を除去する場合により厳しい
除去が必要なもの

※本欄に○がついた場合、該当する食品を使用した料理については、給食対
応が困難となる場合があります。

鶏卵：卵殻カルシウム
牛乳：乳糖・乳清焼成カルシウム
小麦：醤油・酢・味噌
大豆：大豆油・醤油・味噌
ゴマ：ゴマ油
魚類：かつおだし・いりこだし・魚醤
肉類：エキス

緊急時連絡先 表 下段 表 上段（朱枠）

追加記載欄 裏 あり

保護者署名

記載なし 学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するため、本票に記載
された内容を学校の全職員及び関係機関等で共有することに同意します。


