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学校給食における
食物アレルギー対応
について

平成２９年度 学校給食における食中毒発生防止及び食物アレルギー対応連絡会議

平成２９年１０月１２日（木）
千葉県教育庁教育振興部

学校安全保健課

中学生

小学生

高校生

（6,353人）

（11,766人）

（3,351人）
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※ 特別支援学校児童生徒含む

小学生
中学生

高校生

「千葉県児童生徒定期健康診断」から

本日の内容

１ 社会全体でのアレルギー疾患対策に

ついて

２ 学校におけるアレルギー疾患対応に

ついて

（３つの柱と６つの大原則）

３ 緊急時の対応について



3

１ 社会全体での

アレルギー疾患対策

について

食物アレルギー対応
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（学校等の設置者等の責務）
第九条学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施

設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができない児童、

高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設（以下「学校等」とい

う。）の設置者又は管理者は、国及び地方公共団体が講ずるアレル

ギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の

普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その設置し又は管理す

る学校等において、アレルギー疾患を有する児童、高齢者又は障害

者に対し、適切な医療的、福祉的又は教育的配慮をするよう努めなけ

ればならない。

平成２６年６月２７日法律第９８号として公布、平成２７年１２月２５日から施行

アレルギー疾患対策基本法

・国は、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」及び

「学校給食における食物アレルギー対応指針」等を周知し、実践を促す

とともに、学校の教職員等に対するアレルギー疾患の正しい知識の習

得や実践的な研修会の機会の確保等について、教育委員会等に対し

て必要に応じて適切な助言及び指導を行う。

・国は、アレルギー疾患を有する者がアナフィラキシーショックを引き起

こした際に、適切な医療を受けられるよう、教育委員会等に対して、ア

レルギーを有する者、その家族及び学校等が共有している学校生活管

理指導表等の情報について、医療機関、消防機関等とも平時から共有

するよう促す。

平成２９年３月２１日策定

アレルギー疾患対策の推進に関する
基本的な指針
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県発出文書

平成２９年３月２９日付け教安第１１９２号

下記資料等を活用し、アレルギー対策に主
体的に取組まれるよう願います。
・対応指針 ・対応資料
・対応の手引き（千葉県）

文部科学省・厚生労働省

アレルギー疾患対策に関する基本的な
指針を策定する件について
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≪平成２０年３月 公益財団法人日本学校保健会≫

学校におけるアレルギー疾患対応資料

文部科学省公

益財団法人日本学校保健会
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２ 学校における

アレルギー疾患対応

について
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「文部科学省 食物アレルギー疾患対応資料」より

学校給食における
食物アレルギー対応の大原則

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。
そのためにも、安全性を最優先とする。

２ 食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。

３ 「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。

４ 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。

５ 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。最終的な方法・方針は学校が決定する。

６ 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。
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学校給食における
食物アレルギー対応の大原則

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。

そのためにも、安全性を最優先

とする。

学校給食における
食物アレルギー対応の大原則

２ 食物アレルギー対応委員会等

により組織的に行う。
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「食に関する指導の手引」より

組織的に対応する体制が整備されているか。
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食物アレルギー対応委員会

◎委員長 校長（対応の総責任者）
○副委員長 副校長・教頭（校長の補佐 指示伝達 外部対応）
・委員
教務主任・主幹教諭（教頭補佐 校内連絡 指示伝達 外部対応）
養護教諭（実態把握 主治医や学校医との連携 事故防止）
栄養教諭・学校栄養職員（給食調理 運営の安全管理 事故防止）
保健主事（教務主任・主幹教諭・養護教諭・栄養教諭等の補佐）
給食主任
（栄養教諭の補佐 各学級に
おける給食時間の共通理解
の徹底）

関係学級担任・学年主任
（安全な給食運営 保護者との連携
事故防止）

「学校給食における食物アレルギー対応指針」より

※必要に応じて共同調理場長、教育委員会担当者、学校医
、調理員の代表、保護者、主治医等を加える

① 給食対応の
基本方針の決定

• 市町村教育委員会等の統一的な対応方針と
個々の施設の状況を踏まえ、学校としての給食
対応の基本方針を決定する。

委員会では何をするの？
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② 面談における
確認事項

• 面談で保護者から聴取するべき事項と
保護者に情報提供する事項

委員会では何をするの？

面談は、保護者との良好な関係を築く場にもなります。
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面談における確認事項（保護者から聴取する事項）

• 過去の食物アレルギー発症（アナフィラ
キシーを含む）情報

• 家庭での対応状況
• 学校生活において配慮すべき必要事項
• 薬（エピペンⓇ等）の持参希望の有無
• 緊急時の対応連絡先・方法
• 学級内の児童生徒並びに保護者へ当該児
童生徒の食物アレルギー情報を提供する
ことについての了解を得ること

面談における確認事項（保護者に情報提供する事項）

• 給食提供の可否や学校の方針などの説明
• 給食献立並びに詳細な食材情報の提供
• 持参する弁当の学校での保管場所・方法
（職員室内専用冷蔵庫等）

• 薬（エピペンⓇ等）を持参する場合の取
扱（保管場所と使用方法等）

• 緊急時の対応について

「学校給食における食物アレルギー対応指針」より

「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



14

③ 対応の決定と周知

• 個別の取組プラン案をもとに、個々の
給食対応の詳細を決定する。

委員会では何をするの？

取組プラン周知までの流れ

「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
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個別対応プランを作成しているか。また、作

成にあたり面談を実施しているか。

「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
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アレルギー既往歴とその時の対応

学校生活管理指導表をもとに「原因物
質」「食物アレルギー病型」「アナフィラ
キシー病型」を記入

学校における配慮を記述
・給食時
・食物食材を扱う活動授業
・運動時
・宿泊を伴う活動
・持参薬
・エピペンの保管
・その他

「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

個別取組プラン

④ 事故及びヒヤリハッ
トの情報共有と改善策
の検討

委員会では何をするの？
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○管内の食物アレルギー事故及びヒヤリ
ハット事例の把握（平成２８年度）

学校給食における
食物アレルギー対応の大原則

３ 「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。
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学校で管理を求める児童生徒に医師の診断を

必須としているか。

学校で管理を求める児童生徒に学校生活管理

指導表の提出を必須としているか。
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↑
表

裏→

学校生活管理指導表

「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」より

「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
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学校給食における
食物アレルギー対応の大原則

４ 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。

献立の作成

安全を最優先にした献立の作成

アレルギー対応をする日、しない日を決める。

対応する食品数を減らし、1日に複数のアレルギー対応をするこ
とがないような献立の作成

代替食は1種類で
完全除去対応が基本 二者択一を原則

料理名や使用食品を明確にする。

アレルギー対応用食材は、業者にその意図を伝える。
→ 検収時の確認 ダブルチェック

詳細な献立表の情報提供 連携（保護者・栄養教諭・学校栄養職
員での確認と学校・調理場職員での情報共有

物資の選定 → 物資選定委員会

→ 献立作成委員会
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誤配がないようなチェック体制(ダブルチェック）

対応食の個人容器は、学年組名前を明記した料理別の容器を使
用したり、トレイの色を変えて用意したりする工夫

学校名・学年・組・児童生徒名・献立名と除去等の内容を記載した
カードを付ける。移動により飛ばされたり、紛失しないような工夫

学級での対応 →学級担任との連携
献立の確認 配膳時の注意 給食当番の役割 おかわりの約束

調理の工夫

配食の注意

誤調理がないような
チェック体制(ダブルチェック）

調理等の工夫

システムはできるだけ単純化を！

学校給食における
食物アレルギー対応の大原則

５ 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。

最終的な方法・方針は学校が決定する。
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食物アレルギーへの対応状況

「千葉県学校給食実施状況等調査報告」より

各学校及び調理場の対応

「千葉県学校給食実施状況等調査報告」より
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「千葉県学校給食実施状況等調査報告」より

学校給食調理従事者研修マニュアル（文部科学省）より

※ 調理員との打ち合わせ
※ 対応食の作業工程についても明記する。
※ 誰がどの段階でどのように関わるのかを明確に記載すること
※ 途中で取り分ける料理についても明記する。

コンタミネーション（混入）を防ぐために

適切な作業工程表の作成
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学校給食調理従事者研修マニュアル（文部科学省）より

※ 調理員との打ち合わせ
※ 対応食の作業動線についても明記する。
※ 対応食の食材は、普通食の導線と分けて明記し、調理する場所を明記する。
※ 混入が心配される場所について注意を促す。

適切な作業動線図の作成

複数でのチェック、声出し・指差し確認を！
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学校給食における
食物アレルギー対応の大原則

６ 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。

市町村教育委員会の対応

○管内の学校等において、方針等を示していますか。
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○方針等の内容は、ガイドライン及び学校生活管理指導表に
基づいたものになっていますか。

○市町村教育委員会主催の協議会や研修会等を開催していますか。
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○研修会等の内容。（平成２８年度）

○学校や調理場が実施するアレルギー対応研修会等への
支援を行っていますか。（平成２８年度）



28

○管内学校のエピペンを持つ児童生徒の
実態の把握（平成２８年度）

○管内学校における食物アレルギー
児童生徒の実態の把握（平成２８年度）

○管内の食物アレルギー事故及びヒヤリ
ハット事例の把握（平成２８年度）

○食物アレルギー、アナフィラキシーのある児童生徒の情報等に
ついて、学校、医療、消防等の関係者との間で
共有を行っていますか。（平成２８年度）
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○医療機関とは、どのような連携をしているか。（平成２８年度）

○消防機関とは、どのような連携をしているか。（平成２８年度）
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消防署との連携 栄町（印旛郡）安心カード

関係機関等との連携を取っていますか？
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市町村教育委員会のとるべき対応

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

「文部科学省 学校給食における食物アレルギー対応指針」より

事故報告について

平成２９年９月１４日付け教安第６８４号

学校管理下で、児童生徒のアレルギー症状
により、緊急搬送やエピペンを注射した場合
は、第一報を御報告いただきますよう
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学校給食以外での食物アレルギー対応

調理実習等、食材を使う活動の場合、学級担任・教科担
任等は、材料を保護者に伝え、アレルゲンとなる食品が
含まれていないかを確認する。（「加工食品」に含まれる
アレルギー物質の表示にも注意し、別メニューにする等
配慮が必要。）

調理実習
家庭科

食物依存性運動誘発性アナフィラキシーの子どもの場
合は、原因物質を食べた後、運動は避けるようにする。
多くの場合（※）４時間以内の運動で発症するので注意が
必要。（確実に症状を起こさない感覚として4時間として
いる。）

体育科

休み時間

図工科

造形遊び

小麦粘土で遊んだり造形したりする際、また、牛乳パック
のリサイクルでの作業をする際、粘土に含まれる小麦や
牛乳に触れることでアレルギー症状をおこすことがある。

宿泊先や昼食場所等での食事内容、体験学習の内容等に
ついて事前に確認し、担任は保護者に伝え、対応が必要な
場合は、関係職員は保護者と相談する。

早めに飲食を予定する業者からメニューを取り寄せ、保護者
に確認してもらう。その際、加工食品にも注意する。

除去食等の対応ができない場合は、保護者と相談して対応
を考える。

弁当や菓子類の友だち同士でのやりとり等に注意し、おやつ
や飲み物・自由行動での食事内容にも注意が必要。
そばがら枕等にも注意。

特別活動

学校行事

行事・イベント（豆まき大会・そば打ち体験・文化祭など）に
おいて、食材を使用するとき。 →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い場合でも近くのクラス
に食物アレルギーの児童生徒がいる場合には，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。

学校給食以外での食物アレルギー対応

校外学習
宿泊学習
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３ 緊急時の対応

について

本資料は、東京都および名古屋市発行の食物アレルギー緊急対応
マニュアルを参考に「香川県小児科医会食物アレルギー対策委員
会」が作成したものを、改変したものです。

○ロールプレイから考える
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○校内研修の種類（平成２８年度）

登場人物
千葉君

担任

養護教諭
校長

救急隊員
・小学３年生
・乳製品アレルギー
持っている。
・これまでに「アナフィ
ラシー」を起こしたこ
とがある。
・エピペン持参

本資料は、東京都および名古屋市発行の食物アレルギー緊急対応マニュアルを参考に
「香川県小児科医会食物アレルギー対策委員会」が作成したものを、改変したものです。
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職員の役割分担

「文部科学省 食物アレルギー疾患対応資料」より

安静を保つ体位

「文部科学省 食物アレルギー疾患対応資料」よりショック体位
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エピペンの手順

「文部科学省
食物アレルギー疾患対応資料」より

「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

救急車の要請

「文部科学省 食物アレルギー疾患対応資料」より
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心肺蘇生の手順

「千葉県健康福祉部医療整備課」作成

「千葉県健康福祉部医療整備課」作成
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食物アレルギー対応における
栄養教諭・学校栄養職員の役割は？
○食物アレルギー対応委員として
・対応、個別取組プラン等の協議、決定 （専門性を生かす）
・コーディネート（取組の周知、研修等の実施等）
○対応開始にむけて
・面談の実施
・面談調書、個別対応プラン、対応委員会の原案作成
○安全安心な学校給食の提供
○個別的な相談指導
・保護者に対する助言、家庭への支援、働きかけ、最新
の状況の聴取、対応の充実に。

・主治医や専門医とも密接に連携を取りながら対応。

ちばの恵みで まんてん笑顔

千葉県教育庁教育振興部学校安全保健課

御清聴ありがとうございました。


