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１ 学校給食における食物アレルギー 

 生活環境や疾病構造等の変化に伴い、気管支ぜんそくやアレルギー性鼻炎、アト

ピー性皮膚炎といったアレルギー疾患を有する生徒が増加しています。 

 これらの疾患は、長期にわたり管理を要することが多く、また場合によっては生

命に影響を及ぼすことがあり、中学校給食の実施にあたっては、食物アレルギーを

持つ生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよう配慮が必要となりま

す。 

 給食の提供に関して、食物アレルギー対応の基本は、アレルギーの原因となって

いる食品を除去することです。 

一方で、必要以上の食品の除去は生徒の健全な成長発育の妨げになります。 

また、除去の対象を広げすぎると、除去食対応が複雑化し、調理現場に大きな負

担がかかるとともに、誤食事故などのリスクの増加につながります。 

したがいまして、除去の対象とする食品の種類や除去の程度と方法、期間等につ

いては、医師の所見、学校や調理場の現状をもとに、総合的に判断することが重要

になります。 

こうした状況を踏まえ、デリバリー方式による本市中学校給食における食物アレ

ルギー対応方針を次のとおり定めます。 

 

 

２ 中学校給食配食の具体的な対応方針 

（１）対応方針の概要 

①可能な限り代替給食※を提供します。 

安全の確保を最優先としつつ、栄養バランスと調理負担等を踏まえ、食物アレ

ルギー対応が必要な生徒には提供可能な範囲で複数の献立パターンを作成し、可

能な限り代替給食を提供します。 

 

 

 

②家庭の弁当等で対応いただく場合があります。 

食物アレルギーの原因となる食品が多岐にわたるなどの理由で、代替給食の

提供が困難な場合、家庭の弁当等で対応いただきます。 

 なお、学校長が代替給食の提供ができないと決定した場合、希望する方に弁

当容器（アレルギー対応用）を無償で貸与します。

※代替給食…アレルギーの原因となる食品の除去により不足した栄養素を可能な限り補

うために、別の食品の使用や、調理法を変更して提供する給食 
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③事前に献立表の提供を行います。 

事前にアレルギー対応代替給食を含めた複数パターンの献立表を保護者に提

供し、必要に応じて、学校と保護者で協議、調整を行います。 

 なお、献立パターンは月単位で選択していただきます。また、給食費は月額

単位でご負担いただきますので、日単位での返金は行いません。 

 

 

（２）食物アレルギー対応給食の適用条件 

  ①医師の所見が記載されている証明書類を提出いただきます。 

生徒の安全及び健全な成長を確保するため、食物アレルギー対応給食を希望

する保護者から、特定の食物に対しての医師の所見が記載されている「学校生

活管理指導表（アレルギー用・様式３）」（以下「指導表」という。）を提出

いただきます。 

※１ アレルギー反応が起きる対象食品が変わったなど、前年度と異なるメニューの対

応給食を希望する場合、改めて指導表の提出が必要です。 

※２ アレルギー症状が改善し、食物アレルギー対応給食から通常給食に切り替える場

合も指導表の提出が必要です。 

※３ 指導表にかかる医師の証明が有料の場合は、保護者負担となります。 

 

  ②教職員等との面談を実施します。 

提出いただく医師の所見（学校生活管理指導表）や保護者から提出いただく

調査表の回答を踏まえ、養護教諭、栄養教諭、学級担任等複数の教職員が食物

アレルギー対応給食を希望する保護者と面談を行い、家庭における対応の程

度、過去の症状の出現状況、学校での留意点などを事前に把握します。 

   

 

（３）受付時期 

  ①中学校給食事業の開始時 

②中学校入学時 

③新たな食品アレルギー症状の発症時 

※アレルギー対応給食は食材確保等の観点から、１か月単位で受け付けます。 

④転入時 
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表１ 

 

 

 

■【中学１年生・転入生】中学校給食にかかるアレルギー対応の流れ

　　　※献立変更のない場合、中学校卒業まで決定内容を引き継ぐ

※転入生はここから（状況に応じて転入前の学校と調整）

（7）中学校教職員等（複数人）※と保護者の面談

※管理職、学年主任、学級担任、養護教諭、栄養教諭等

①食物アレルギー事前調査票（様式２－４）「食物アレルギー面談票（様式５）」

の活用

②面談後、「食物アレルギー個人調査票（様式６）」を作成

（4）通常給食を選択（食物アレルギーなし）

牛乳のみ配慮必要
（3）代替給食を選択

（食物アレルギーあり）

（8）学校内で対応方針案検討

※基本は代替給食で対応

※配食委託業者の栄養士等と協議、調整

①【給食】代替給食、弁当持参、生徒自らの除去 等

②【牛乳】代替飲料 等

（2）保護者から「調査票（様式２－２小学校６年生用）」回収

（1）小学６年生に「中学校給食における献立選択調査のお願い（様式２－２小学校６年生用）」を配布

（5）状態把握のため確認用書類配布（牛乳のみ配慮の必要な場合は不要）

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）（様式３）」を配布

「食物アレルギー事前調査票（様式２－４）」を配布

⇒医師の所見(指導表への医師の押印)必要

12月頃

配布

中学校

入学式

中
学
校
入
学
説
明
会

（11）給食開始

①学校は保護者、生徒と随時連絡を取り合い、状況把握を行う。
②対応食を変更、中止する場合、学校は前月10日前までに配食委託業者に連絡する。

※緊急を要する場合を除き医師の診断を必要とする。

（9）教育委員会が最終決定した対応方針を保護者に通知（中学校が作成し、小学校で配布）

①「中学校給食におけるアレルギー対応方針 決定通知書（様式４－１）」を通知

②翌年度４月分の中学校給食献立表（アレルギー対応表含む）を小学校で配布

（10）中学校教職員等で情報共有
（状況に応じて同じクラスの生徒も情報を共有）

給食開始

4/10前後

（6）学校関係者で協議

小学校から中学校への申し送り（様式１・２・３の中学校へ引き継ぎ 等）

3月上旬

随 時
（随時）「中学校給食における献立選択調査のお願い（様式２－３）」を配布

⇒調査結果を踏まえ、アレルギー対応献立調製
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３ 食物アレルギーにかかる学校・保護者の役割 

  学校で食物アレルギーの対応に取り組むために、学校内の体制を整備します。 

  （１）校長（管理職）の役割 

   ①保護者への対応 

〇保護者と面談した際は、学校としての基本的な考え方を説明します。 

 

②教職員への指導、研修の実施 

〇教職員がアレルギー症状や対応に共通理解が持つことができるよう指  

導し、研修を行います。 

〇生徒のアレルギー情報を教職員が共有できる仕組みをつくります。 

  

③学校給食に関すること 

〇関係職員等と協議し、個別生徒の食物アレルギーの対応方針を決定します。 

〇対応状況について随時確認を行います。 

               

④その他 

〇緊急時は、速やかに関係機関と連絡を取り合います。 

    〇生徒にアレルギー症状が現れた場合は、症状が軽い場合でも教育委員会に

連絡します。 

 

 

  （２）学級担任の役割 

   ①保護者への対応 

〇保護者からの申し出や提出書類、面談等にもとづき、アレルギー疾患の児

童生徒の状況を把握します。 

〇随時保護者と連絡を取り合い、生徒に関する情報収集に努めます。 

    

②学級指導 

〇アレルギーの生徒が安全に安心して学校生活を送ることができるよう食

物アレルギーに関する正しい知識を持ち、生徒を見守ります。 

〇生徒が誤食に気づいたときや食後体調の変化を感じた時は、すぐに申し

出るように指導します。 

〇他の生徒に対しても食物アレルギーのある生徒を正しく理解できるよう

指導を行い、偏見やひやかし等が生じないよう配慮します。 
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③給食時の対応 

○学級での配膳の際、アレルギー対応の配食に誤りがないか確認します。 

    ○生徒が原因食品を除去して食べる場合は、当日の献立と使用食品を確認し、

生徒が何の食品を除去するか確認します。 

 

 

（３）学年主任の役割 

  〇学級担任が役割を果たすことができるよう指導とサポートを行います。 

  ○児童生徒が進学、進級する際のアレルギー情報を十分引継ぎ、共有するこ

とができるよう取り組みます。 

 

 

 （４）養護教諭の役割 

  ①アレルギー疾患の生徒、保護者への対応 

○学級担任とともに保護者からの申し出や提出書類、面談等にもとづき、ア

レルギー疾患の児童生徒の状況を把握します。 

   ○学校生活上の留意点や緊急時の対応、連絡先等を確認します。 

   ○主治医や学校医と連携を図り、該当生徒にアナフィラキシー（特定の起因

物質により生じた全身性のアレルギー反応）などのアレルギー反応がでた

場合の応急処置の方法や連絡先を確認します。 

   ○飲み薬や塗り薬等の学校への持参を許可した場合は、生徒が薬等を保管し

ている場所を確認します。やむを得ず預かる場合は、安全に保管できる場

所を確保するとともに、必要な時に確実に本人に手渡せるよう、他の教職

員と情報を共有します。 

   ○エピペン（アナフィラキシーに対して緊急補助治療に使用される医薬品）

を医師から処方されている場合、その使用方法等について保護者、医師等

と十分連携を図ります。 

 

②教職員への指導 

 ○アレルギーについての正しい知識を教職員に周知し、学級担任や栄養教諭

等他の校内職員と連携を図ります。 

 ○担任以外の教職員もアレルギー対応ができるよう体制を整備します。



- 6 - 

 

（５）栄養教諭の役割 

 ①アレルギー疾患の生徒、保護者への対応 

〇保護者と月毎の対応を確実にとりあえる方法を確認します。 

〇常に最新の食品アレルギーについての知識を持ち、必要に応じて加工食品

等の原材料や原料配合割合を確認します。 

〇給食献立の情報を保護者に提供できるよう準備をします。 

〇保護者から個人面接の希望があった場合は、日程を調整して応じます。 

 

②教職員・配食委託業者への対応 

 ○学校給食でどのような対応ができるのか関係職員と十分調整し、校長に報

告します。 

 ○配食委託業者の栄養士等と綿密な打ち合わせを行い、安全で栄養バランス

のとれる献立を調製します。 

 ○配食委託業者と打ち合わせを行い、混入、誤配食がないようアレルギー対

応食の調理指示を行い、作成した作業工程表を確認します。 

 ○給食時の注意点を学級担任に伝え、食物アレルギーに対する食事全体の指

導やアドバイスを行います。 

 

 

（６）保健主事、生徒指導主事等職員全員の役割 

  ○食物アレルギーについて正しい知識を持ちます。 

○アレルギー症状がでた場合などに速やかに対応できるよう留意するととも

に、緊急時の連絡先等を確認し、他の教職員と連携してアレルギー症状に

対応します。 

 

 

（７）学校医の役割 

  ○学校と連携し、アレルギー対応に関する指導、助言を行います。 
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（８）保護者の役割（保護者への依頼） 

   ○子どもに、食物アレルギーがあることを十分理解させます。 

   〇命にかかわるアナフィラキシーを起こす可能性がある場合は、誤って食べ

てはいけない食品を教えます。 

   ○事前に配られる献立の内容を子どもといっしょに確認し、食物アレルギー

のために、食べられない献立があれば子どもに伝えます。 

   ○学校に飲み薬などの常備薬を持参する場合は、その管理、使用について子

どもに十分説明し、確認します。 

   ○学校で具合が悪くなったときは、自ら学級担任や身近にいる教職員、生徒

にすぐに申し出るよう伝えます。 

   ○同じ食品でも体調によってはアレルギー反応が出る場合があるため、日ご

ろから規則正しい生活をこころがけるよう説明し、理解させます。 

 

 

（９）生徒本人の役割（自己管理能力の育成） 

  ○自分にとって安全な食品と安全でない食品の見分け方を身につけます。 

  ○アレルギー反応による症状出現の把握の方法を理解します。 

  ○誤ってアレルギー食品を食べたときの、周りの人への伝え方を準備してお

きます。 

  〇アレルギー反応を誘発しないため、食後の激しい運動は控えます。 
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４ 食物アレルギー発症への対応 

（１）未然防止のための日常対応 

 アレルギーの発症を未然に防止するため、日常からの配慮、対応に心掛けます。 

 〇協力体制の構築 

  消防署、学校医または生徒のかかりつけ医師への連絡、協力体制を整えます。 

 

 

（２）発症時の対応 

発症時に適切な対応を行うには、日ごろから緊急時の役割等について整理し、準

備をしておくことが大切です。 

 なお、食物アレルギー反応は、以下のように発見されます。 

 ①本人からの申し出による場合 

 ②周囲の生徒または教職員が異変に気付く場合 

 

  

■学校における緊急時の役割分担例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【例①】 

職員 主な役割 

管理職 ・職員への対応指示 

・教育委員会へ報告 

養護教諭 ・症状対応と状態観察及び記録 

・主治医、学校医への連絡 

担任等 ・保護者への連絡 

・救急車の要請（119 番通報） 

・養護教諭の補助 

・周囲の生徒への対応 

 

 

【例②：養護教諭不在時】 

職員 主な役割 

管理職 ・職員への対応指示 

・教育委員会へ報告 

担任・担

当 

・症状対応と状態観察及び記録 

・主治医、学校医への連絡 

学 年 主

任等 

・保護者への連絡 

・救急車の要請（119 番通報） 

・担任や担当の補助 

・周囲の生徒への対応 
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■学校における食物アレルギーに関する緊急時対応の流れ

①食べたものを口から出して、口をすすぐ。

②洗い流す。（触った手で眼をこすらない

よう注意する。）

③洗顔後、抗アレルギー薬、ステロイドが

あれば点眼する。

①アレルギー食品を口に入れた時

②アレルギー食品が皮膚についた時

③眼にかゆみ、充血、むくみ等の症状

が出たとき

●他の職員への応援要請

●周囲の安全確認

●応急処置、呼吸、心拍等の把握

①意識、呼吸、心拍等の把握

②足を頭より高くした状態で寝かせる。

③おう吐に備え、顔を横向きにさせる。

発見者（担任、養護教諭等）

●管理指導表の準備

●保護者への連絡、状況説明、来校依頼

●必要に応じて１１９番通報し、救急車を

要請する。（エピペンの情報も伝える）

●ＡＥＤの準備

●必要に応じて主治医、学校医へ相談

応援職員（管理職他）

①皮膚症状⇒部分的なじんましん・あか

み、弱いかゆみ

②粘膜症状⇒唇やまぶたの軽い腫れ

③呼吸器症状⇒鼻汁、鼻づまり、単発の

咳

④消化器症状⇒軽い腹痛、単発の嘔吐

⑤全身症状⇒何となく元気がない

初期レベル 【症状】

①皮膚症状⇒広範囲のじんましん・あ

かみ、強いかゆみ

②粘膜症状⇒唇やまぶたのはっきり

とした腫れ

③呼吸器症状⇒時々繰り返す咳

④消化器症状⇒明らかな複数、複数

回の嘔吐や下痢

⑤全身症状⇒元気がない、横になり

たがる。

①粘膜症状⇒飲み込み辛さ

②呼吸器症状⇒咳き込み、声かれ、

ぜん鳴、息苦しさ、呼吸困難、チア

ノーゼ

③消化器症状⇒強い腹痛、繰り返す

嘔吐や下痢

④全身症状⇒ぐったり、意識消失、立

ち上がれない

●安静にし、厳重に経過観察を行う（症状

がおさまっていても最低１時間）

●必要に応じて主治医、学校医へ相談

●緊急常備薬があれば内服する。

●エピペンがあれば用意をする。

●主治医、学校医に連絡し指示を受ける。

⇒医療機関の受診（必要に応じて救急車

の要請を準備）

●緊急常備薬があれば内服する。

●必要に応じてエピペンを接種する。

初期レベル 【対応】

中期レベル 【症状】

強いレベル（アナフィラキシー）【症状】

中期レベル 【対応】

●救急車を要請し、医療機関へ搬送する。

救急車に同乗し、状況を説明する

●必要に応じて蘇生法（ＡＥＤ使用含む）

を実施する。

●緊急常備薬があれば内服する。

●エピペン接種する。

強いレベル（アナフィラキシー）【対応】

第１

段階

第２

段階

応
援
体
制
構
築

第３

段階

症
状
レ
ベ
ル
に
よ
る
対
応

第４

段階 救急車要請後の動き（教職員への周知、 市教育委員会への状況報告、状況整理 等）

表２ 
 

 

 


