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はじめに 
 

 近年、児童生徒を取り巻く生活環境の変化や疾病構造の変化などに伴い、児童生徒におけ

るアレルギー疾患の増加が指摘されています。 

 アレルギー疾患には、食物アレルギー・アナフィラキシー等を含む多様な疾患が認められ、

これらの疾患には、長期にわたり管理を要する側面があるとともに場合によっては、生命に

かかわるという側面もあります。 

 これまで、文部科学省では、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」を

全校に配布し、アレルギー疾患の児童生徒に対する学校での取り組みの推進を図ってきまし

た。さらに、ガイドラインでは、アナフィラキシーの救命の現場に居合わせた教職員のエペ

ピン○Ｒの代替使用を関係法令の改正により可能としております。 

 大槌町においては、現在エペピン○Ｒを所持する児童生徒はおりませんが、アナフィラキシ

ー等さまざまなアレルギー症状を発症する児童生徒への対応を念頭に置かなければなりま

せん。学園においては、アレルギー疾患の児童生徒に対し、細心の注意を払うことが求めら

れています。 

 これらを踏まえ、学園における管理・指導を適切に行うためには、全職員がこれらの疾患

について正しい知識を持つとともに、学園における日常の取り組み及び緊急時の対応につい

て管理職、学級担任を中心に関係者が、保護者とよく話し合い、共通理解を図ることが必要

となります。さらに、その内容については全教職員で共有することが望まれます。 

 大槌町教育委員会では、文部科学省「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライ

ン」を踏まえ、「大槌町アレルギー疾患対応指針」を作成しました。 

 アレルギー疾患の児童生徒が、学園生活を安心・安全に送るために、この指針を活用して

いただきたいと思います。 

 

 

平成 27年６月 

 

 

大槌町教育委員会 教育長 伊藤 正治 
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（１）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、学園において迅速な対応が求め 

られます。 

 

（２）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息（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。学園行事など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。 

 

○アレルギー鼻炎 

 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位日にかか

わる重い症状まで様々ある。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）である。 
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＜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。 

・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。 

・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分以内口腔内の症状 

（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％程度で全身的な症状に進むことがあるため、注意 

が必要である。 

・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、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（商品名「エピペン○R」）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） 
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２、学園生活編 
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（１）学園での支援体制 

学園において、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、学園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（商品名「エピペン○R」） 

 等が処方されている場合があり、教職員の誰もが予期せぬ場合で起きたアナフィ 

 ラキシーに対して適切に対応できるよう、学園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は、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、消防署との連携、研修会の実施等、学園がアレルギー 

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していきます。 

 

＜アレルギー疾患の児童生徒の支援体制図＞ 
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連携 
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（２）アレルギー疾患の児童生徒に対する取組の流れ 

アレルギー疾患の児童生徒に対する取組の流れを下に示します。 

 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。 

 

＜取組の流れ＞ 

11 月～２月 

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 

新入学予定児童および１学年～８学年の保護者を対象に食物アレルギー

に関する調査書（P24～P25 様式 1-2）の提出を依頼 

②対象となる児童生徒の保護者への管理指導表の提出依頼 

食物アレルギー調査書で「現在、食物アレルギーがある」かつ「給食ア

レルギー献立表を希望する」と回答した保護者を対象に管理指導表（P28

～P29）の提出を依頼 

３月 

③個別支援プランの作成と関係機関の共通理解 

回収した食物アレルギーに関する調査書や管理指導表を基に、学園で個

別支援プラン（例：P31～P33 様式 4及び様式 5）を作成し、職員会議

等の中で全教職員が内容を共通理解し、体制づくりを図る 

４月～ 

④給食の対応 

希望のあった児童生徒の保護者に対し、詳細な使用食材を記載したアレ

ルギー用献立表を配布（※除去等の判断は保護者に委ねる） 

⑤保護者との面談 

必要に応じて、家庭での対応状況、本人の理解度、緊急時の対応等を共

有・相談するため家庭訪問等の機会に保護者と面談 

 

 

 

・個別支援プランに基づいた取組の実施 

・評価及び対応の見直し 

・次年度に向けた準備 
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①アレルギー疾患の児童生徒の把握（11月～２月） 

・新入学予定児童については、毎年 11月に実施される就学時健診の機会に、入学前の 

保護者に対し、食物アレルギーに関する調査書（P24～P25 様式 1-2）を配布。2月 

に回収。 

・在学中の児童生徒（１～８学年）については、児童生徒を通じ、食物アレルギーに関す 

る調査書（P24～P25 様式 1-2）を、保護者に対し配布。２月に回収。 

 

②管理指導表の提出依頼（11月～２月） 

 ・学園は、食物アレルギーに関する調査書回収後、アレルギー疾患の児童生徒データを 

まとめ、大槌町教育委員会及び大槌町学校給食センターへ提出。 

 ・教育委員会は、学園から提供されたデータを基に対象となる児童生徒の保護者へ管理指 

導表（P28～P29）の提出を依頼。 

 ・管理指導表の提出後は、コピーを保護者及び大槌町教育委員会へ提出し、学園が原本を 

保管。 

＜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。 

 

③個別支援プランの作成と関係機関の共通理解（３月） 

 ・学園は、食物アレルギーに関する調査書や管理指導表を基に、個別支援プラン（例） 

（P31～P33 様式 4 及び様式 5）を作成。緊急時の対応が必要な場合は、緊急時対応   

プランも作成。 

 ・作成した個別支援個別支援プラン及び緊急時対応プランについて保護者から了承を得た 

後、職員会議等で共通理解を図る。 

 

④給食の対応（４月～） 

・学園は、食物アレルギーに関する調査書回収後、アレルギー用献立表を希望する児童 

生徒データをまとめ、大槌町学校給食センターへ提出。 

・対象となる児童生徒の給食については、希望した場合のみ、栄養教諭が作成したアレル 

ギー用献立表（詳細な使用食材を記載した献立表）を配布する。 

 ※除去、弁当の持参については保護者の判断に委ねる。 

・学級担任は、当日の献立と使用食品及び児童生徒の除去食品を確認する。 

 

③保護者との面談（４月～） 

 ・さらに詳細な情報を把握する必要がある場合、学級担任は家庭訪問や期末面談の機会を 

利用し、保護者面談を実施。 
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（３）災害時への備えと対応 

＜平常時の役割 ＞ 

①東日本大震災津波では、食料が限られた状況の中で、食事に配慮が必要な方々への対応 

 が困難であったことの教訓を踏まえ、震災後に策定された岩手県災害時栄養・食生活 

支援マニュアル（平成 26年３月、岩手県保健福祉部）では、市町村において、「平常 

時に可能な限り、食事に配慮が必要な人の情報収集を行う」ことで、災害時に迅速な 

支援を行えるように努めることとされている。このことを踏まえ、学園においては、 

大槌町総務部危機管理室からの申し出があった際は、食事に配慮が必要な児童生徒の 

情報を、保護者からの同意を得た上で可能な限り提供するように努める。 

②学園、大槌町、大槌町教育委員会、大槌町学校給食センターが連携し、備蓄食品の確保 

について、体制整備に努める。 

③岩手県地域防災計画により、各家庭において３日分程度の食料等の物資の備蓄が推奨さ 

れていることから、家庭での備蓄食品の確保について、保護者に啓発する。 

 

＜災害時の対応＞  

避難所、ライフラインがまだ完全に復旧していないような場所、慣れない場所に疎開 

している児童生徒への災害時の対応について、日本小児アレルギー学会発行「災害時の 

子供のアレルギー疾患対応パンフレット」の内容を確認し、参照する。 
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３、緊急時対応編 
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（１）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（Ｐ２～P３ 

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。 

 

＜緊急時対応プランについて＞ 

緊急時の対応が必要な児童生徒については、アレルギー発症時の緊急時対応プラン（例）

（P11）を参考に緊急時対応プランを作成する。 

 

＜関係機関との連携＞ 

 学園、大槌町教育委員会、主治医、学園医、近隣の医療機関、大槌消防署が連携し、保護

者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。 

 

＜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情に即したものかを検証し改善する。 
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＜アレルギー発症時の緊急時対応プラン（例）＞  

   

応急処置 

発見者、学級担任  

養護教諭等  

・衣服をゆるめ安静にする。保温する。動かさない。 

・状態の観察、応急処置 ・意識状態、呼吸、心拍等の確認 

・内服薬・吸入薬があれば服用・吸入を指示 

・「エピペン○R」を人に持たせる（意識がないときは教職員がすぐ注射） 

管理職  

・対応者への指示 

・救急車要請、保護者への連絡、応急処置等適切な処置が行われているか確認 

・必要に応じ主治医・学園医へ連絡・相談 

応援の教職員 

・応急処置に参加 ・基礎情報の確認（管理指導表等の確認） 

・救急車要請、AED準備 ・「エピペン○R」・内服薬・吸入薬があれば準備 

・記録 ・保護者への連絡 ・周囲の児童生徒の管理、救急車の誘導など 

救急隊に引き継ぐ 
管理指導表、記録表及び使用した「エピペン○R」を持参し、事情の分

かる職員が救急車に同乗する。 

教職員全員・学園医・教育委員会に報告し情報を共有する。  

今後の救急体制の整備に活用する。  

発見 

軽い症状（P12） ・中等度～重症の症状（Ｐ12）が出ている場合 

・食物アレルギーで症状悪化が予想される場合 

・「エピペン○R」を所持している児童生徒の場合 

・ハチ等のアレルギーでハチに刺された場合 

 
保護者に引渡 

①本人を動かさない。症状は急速に進行することがあるので目を離さない。 

②大声で応援を呼ぶ（近くの児童生徒に、保健室へ連絡、職員室へ教職員を呼びに行かせる。 

③応援にかけつけた教職員とともに対応する。 

救急車要請・AED 準備・「エピペン○R」あれば準備 

「エピペン○R」があれば注射／一時救急処置（心肺蘇生・AED） 

 

症状悪化 

症状変化なし 
もしくは軽快 

アナフィラキシー発症 
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＜症状の程度＞  

 
軽い症状 中等度の症状 重度の症状 

皮膚 

・限られた範囲のかゆみ 

・部分的に赤い斑点 

・じんましん（数個以内） 

・唇が少し腫れている 

・強いかゆみ 

・赤い斑点があちこちに出現 

・じんましん（10 個以上） 

・まぶたや唇が腫れ上がる 

・激しい全身のかゆみ 

・全身が真っ赤 

・全身にじんましん 

口・お腹 ・口の中のかゆみ 

・吐き気もしくは１回の嘔吐 

・軟便もしくは１回の下痢 

・時々腹痛が起きる 

・嘔吐を繰り返す 

・数回以上の下痢 

・激しい腹痛 

呼吸 
・時々咳が出る 

・くしゃみ 

・断続的な咳 

・鼻づまり、鼻水 

・のどのイガイガ、のどのかゆみ  

・声がれ、声が出にくい 

・絶え間ない激しい咳込み 

・犬が吠えるような咳 

・呼吸時ゼーゼー、ヒューヒューと鳴る  

・息切れ、息苦しい、呼吸困難  

脈・ 

顔色 
変化なし 変化なし 

・脈が速い 

・脈が不規則 

・顔色が青白い 

・唇や爪が白い、紫色 

様子 変化なし 元気がない（不活発） 

・不安、恐怖感 

・ぐったり 

・うとうと 

・意識がもうろう 
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（２）救急車要請（１１９番通報）のポイント 

 

＜１１９番通報＞ 

①「救急です」「要請先の住所」をまずは伝える。  

②「いつ、だれが、どうしたのか、現在の状態」「アナフィラキシー等情

報」を伝える。  

③「エピペン ○R」情報及び消防機関と情報共有している児童生徒である  

 ことを伝える。  

④消防機関の通信員からの質問に答える。  

 

＜救急車要請後の動き＞ 

①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  

から学園に、再度連絡が入る場合がある。その際、児童生徒の状態把握  

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 ○R」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」、「記

録表」、使用した「エピペン ○R」等を持参し、救急車に同乗する。  
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（３）アドレナリン自己注射薬（商品名「エピペン○R」）について 

 

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（商品名「エピペン ○R」）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。  

 

＜「エピペン○R」とは＞  

「エピペン○R」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（商品名「エピペン ○R」）です。  

 

＜「エピペン○R」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。  

 

＜「エピペン○R」の使用について＞  

「エピペン○R」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○R」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 ○R」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○R」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。
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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 ○R」

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○R」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ので、大槌消防署と連携を図り適切に対応

することが大切です。  

また、緊急時に当該児童生徒が「エピペン ○R」を所持していない場合で、他

の児童生徒に処方されている「エピペン ○R」がある場合でも、処方されている

人以外への使用は認められません。  

※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』 

 

＜「エピペン○R」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 ○R」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園生活を送ることがで  

きるよう、「エピペン○R」の管理・使用について、学園・教育委員会は、保護者・本  

人、主治医・学園医、学園薬剤師等と十分な協議を行っておく必要があります。  

学園が本人に代わって「エピペン ○R」の管理を行う場合には、学園の実状に応じて、  

主治医・学園医・学園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。方法の決定にあたり、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学園が対応可能な事柄  

②学園における支援体制（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（学園への持参状況・有効期限 ※・破損の有無の確認等）  

                                  など  

※「エピペン
○R
」の有効期限：約１年  

 

学園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ようにしてください。  
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＜「エピペン○R」の使用手順＞  

①携帯用ケースから「エピペン ○R」を取り出し、オレンジ色のニードルカバーを下に  

向け、「エピペン ○R」のまん中を利き手でしっかり握り、青色の安全キャップを  

外します。  

 

 

 

②太ももの前外側に垂直になるようにオレンジ色の先端を強く押しつける。押しつけ  

たまま３秒待ちます（イチ・ニ・サンと声を出して数える。）緊急の場合は衣服の  

上からでも注射できます。  

※衣服の上から注射する場合は、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する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③オレンジ色のニードルカバーが伸びていることを確認してください。伸びていない  

場合は、注射が完了していないので、①②を繰り返してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献：「エピペン○Rの使い方かんたんガイドブック」（ファイザー製薬） 
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４、Ｑ＆Ａ 
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（１）学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）に関して 

 

Q.1 管理指導表は、年１回、提出を求めるのですか？  

A,1 

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

発症したり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。  

 

 

Q.2 
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？  

A,2 

学園では、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。  

 

 

Q.３  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？  

A,３  
学園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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（２）緊急時の対応・薬品管理に関して 

 

Q.４  
保護者から緊急時処方薬（内服薬・吸入薬・「エピペン○R」等）を学園で 

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？ 

A,４  

 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園での対応が必要な場合は、保護者、主治医、学園医、

学園薬剤師、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○R」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、医療用医薬品使用の介助のみが可能であること、P15 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。 

 

 

Q.５  
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？  

A,５  

 「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」、「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」、「内

服薬については誤嚥の可能性、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」を満たしていれば、医療用医薬品の使用の介

助はできると言われています。  

 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。  
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Q.６  
「エピペン○R」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？  

A,６  

 「エピペン ○R」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 ○R」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 ○R」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、学園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 ○R」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 ○R」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。  

 

 

Q.７  
「エピペン○R」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？  

A,７  

 「エピペン ○R」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。  
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（３）給食に関して 

 

Q.８  保護者から除去食の提供を依頼されましたが、どうすればよいですか？  

A,８  

 給食ですべ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、大槌町では設備や作業の関係で提供が難しいため、

給食での対応ができない状況です。希望者に対し、アレルギー用献立表

（詳細な食材を記載した献立表）を配布しますので、それを確認しなが

ら、保護者判断で除去または弁当持参等の対応をしていただくことにな

ります。  

 

 

（４）その他 

 

Q.９  
児童生徒が「エピペン○R」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。  

A.９  

 研修の講師としては、主治医やアレルギー専門医、学園医等が適

切です。児童生徒や学園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、大槌町教育委員会あるいは岩

手県教育委員会に相談してください。  
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５、各種様式 
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（様式１－１） 

大 教 学 発 第  号 

平成  年  月  日 

 

保護者  様  

 

大槌町教育委員会      

                        教育長   

（公印省略）  

 

 

「アレルギーに関する調査票」の提出について（お願い）  

 

（   ）の候、保護者の皆様には益々ご健勝のことと存じます。  

平素は当町の教育行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。  

当町では、アレルギー疾患の児童生徒の学園生活をより安心で安全

なものとするため、アレルギー疾患について詳しい情報を把握し、適

切に対応するよう努めているところです。  

つきましては、別添「アレルギーに関する調査票」に記入していた

だき、学園にご提出くださいますようお願いいたします。  

また、学園での対応を希望する場合等は、「アレルギーに関する調

査票」を提出していただいた後に、主治医の診断に基づき学園におけ

る対応を検討いたします。医師が診断する「学校生活管理指導表（ア

レルギー疾患用）」が必要になりますので、その際は御協力をお願い

します。  
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（様式１－２）  ○秘  食物アレルギー調査書（保護者記入用） 
 

記入年月日  平成   年    月    日  

大槌町立    学園  学部  年  組  番  

ふりがな 

児童・生徒氏名                  

保護者名                  印  

＊あてはまる項目を、○で囲んでください。 

Ⅰ・現在、お子さんは食物アレルギーがありますか？ 

・ある       ・ない 

 

＊ここから下は、お子さんに「食物アレルギーがある」と答えたかたのみご記入ください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Ⅱ・給食の「アレルギー用献立」（料理毎の食材が詳しく記載されたもの）を希望されますか？ 

・希望する     ・希望しない 

 

 １・食物アレルギーの原因について 

（１） 食物アレルギーを起こす原因食物はなんですか？（具体的な加工例や料理名） 

（                     ） 

（２） 現在除去中の食べ物はありますか？（病気の治療等で、除去が必要な食べ物も含む）  

・いいえ   ・はい（           ） 

上記の除去食はどなたが判断しましたか？ 

・医師    ・保護者   ・その他（        ） 

（３） 過去に除去食を行っていたが、現在食べることができるようになった食べ物はありますか？ 

・いいえ   ・はい（                ） 

（４） アレルギー検査を受けたことはありますか？ 

・いいえ   ・はい→結果  陽性の食べ物（                    ） 

２・食物アレルギーの症状について 

 （１）原因食物を摂取後に症状が出るまでの時間と症状を記入してください。 

 アレルギーを
起こす食物名 

食べてから、症状の出る
までの時間 

アレルギーの症状 
（右の症状を参考に、ご記入ください） 

・赤み ・じんましん 

・口唇、目、顔の腫れ 

・口、喉の違和感 

・腹痛、・嘔吐・咳 

・喘息・呼吸困難 

・血圧低下・けいれん 

・意識消失・意識混濁 

（記入例） 卵 食べて２時間後 全身のじんましん、腹痛、嘔吐 

   

   

   

   

 （２）運動で症状がでたことはありますか？ 

    ・いいえ    ・はい→ 食事との関連有り   食事との関連なし 

 （３）アナフィラキシーショクの経験はありますか？ 

    ・いいえ    ・はい（原因       回数    回 最後の発症年月 平成  年  月）               

 ＊裏面を、続けてご記入ください。 

例）オムレツのトマトソースかけ 卵、生クリーム、バター、トマト、ソース、ケチャップ、リンゴ 
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３・食物アレルギーの治療について 

（１） 食物アレルギー（じんましんを含む）で病院を受診したことがありますか？ 

・いいえ   ・はい→ 平成  年  月頃 病院名         診断名        

主治医より、学園生活や運動や課外活動などで注意されていることはありますか？ 

 

 

 

 

（２） 食物アレルギー疾患の治療のために使用している薬はありますか？ 

・いいえ   ・はい→ 内服薬（          ）  吸入薬（          ） 

            外用薬（          ）  注射薬（          ） 

その他（          ） 

（３） 学園に携帯を希望する薬はありますか？ 

・いいえ   ・はい→（薬品名                 ） 

（４） 上記の薬は、お子さん自身で管理・使用ができますか？ 

・いいえ→具体的な管理方法は学園と相談したい   ・はい 

４・食物アレルギーの対応について 

（１） 給食に何か配慮が必要なことはありますか？ 

・いいえ   ・はい→ ・原因食材は全く盛りつけない 

            ・お子さんが自分で、原因食材をのぞく 

            ・その他（                           ） 

（２） 食べてしまったときの対応（応急処置） 

 

  

  

５・緊急連絡先 

生徒児童・氏名
ふりがな

                 ・生年月日 平成   年   月   日 

住     所 大槌町 

かかりつけ医療機関               医院（病院） ・主治医名          

医療機関電話番号            （      ） 

 

保護者連絡先（確実に連絡が取れる順番で、ご記入ください） 

優先順位 氏    名 続 柄 電 話 番 号 連 絡 先 

１位       （    ） 自宅・職場・携帯 

２位       （    ） 自宅・職場・携帯 

３位       （    ） 自宅・職場・携帯 
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（様式２－１） 

大 教 学 発 第  号 

平 成  年  月  日 

 

保護者  様  

 

大槌町教育委員会     

                           教育長   

 

 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出について（お願い） 

 

日ごろより当町の教育行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当町では、アレルギー疾患の児童生徒の学園生活をより安心で安全なものとするため、アレルギー

疾患について詳しい情報を把握し、適切に対応するよう努めております。 

つきましては、学園生活において特に配慮や健康管理が必要な場合は、別添「学校管理指導表（ア

レルギー疾患用）」を主治医に記入していただき、学園に提出くださいますようお願いいたします。

なお、文書料が必要な場合がありますが、ご了承ください。 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の提出については、下記の手順となります。 

記 

１、主治医に「学校管理指導表（アレルギー疾患用）」の記入をお願いしてください。（文書料が 

必要な場合がありますが、ご了承ください。） 

 

２、記入してもらった「学校管理指導表（アレルギー疾患用）」を平成 年 月 日までに学園へ 

提出してください。 

 

３、「学校管理指導表（アレルギー疾患用）」を提出していただいた後、主治医の診断に基づき、 

学園での具体的な取組や適切な健康管理、対応方法等を検討するため、保護者の方と面談するこ

ととしていますので、ご協力をお願いします。この際、必要に応じ更に詳しい情報の提供をお願

いすることがあります。 

 

※病状は変化することがあります。継続して配慮・管理が必要な場合は、原則として内容が同じ 

でも毎年新しい管理指導表を学園に提出してください。 
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（様式２－２） 

大 教 学 発 第  号 

平成  年  月  日 

 

主治医  様  

 

大槌町教育委員会      

                        教育長   

 

 

「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」の記載について（依頼） 

 

（   ）の候、益々ご健勝のことと存じます。  

平素は当町の教育行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。  

当町では、アレルギー疾患の児童生徒の学園生活をより安心で安全

なものとするため、アレルギー疾患について詳しい情報を把握し、適

切に対応するよう努めているところです。  

つきましては、主治医の先生方の診断に基づき、学園での具体的な

取組やより適切な健康管理、対応方法を検討したいと考えております

ので、別添「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」をご記入く

ださいますようお願いいたします。  
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（様式３） 

大 教 学 発 第  号 

平成  年  月  日 

 

釜石大槌地区行政事務組合  

 消防本部  消防長  様  

大槌町教育委員会      

                        教育長   

 

 

緊急時の連携について（依頼） 

下記の児童生徒について、緊急時の対応にご配慮いただきますよう  

お願いいたします。  

記 

 

１．対象児童生徒氏名           性別（   ）（平成  年  月  日生） 

 

２．保護者氏名 

 

３．住所 

 

４．電話番号 

 

５．緊急連絡先 

  ① 

  ② 

 

６．児童生徒の状況について 

  ①診断名 

  ②かかりつけ医療機関 

   ・医療機関名                     （            科） 

   ・主治医名 

   ・住所 

   ・電話番号 

  ③児童生徒の状況 

 

保護者の承諾について 

  上記の緊急時連携の依頼について、承諾いたします。 

保護者名                  印  

 



31 

（様式４ 表面） 

個別支援プラン（食物アレルギー）（例） 

作成日   年   月   日 

名前 （   ）年（   ）組（   ）番 名前
フリガナ

（                  ） 

生年月日 平成   年   月   日 

 

食物アレルギーの

病型 

※学校生活管理指導

表より該当するもの 

□即時型 □口腔アレルギー症候群 □食物依存性運動誘発アナフィラキシー 

原因食品     

除去の程度     

発症時の症状     

頻度 
    

番号で記入する（①必ず出る  ②ほとんど出る  ③時々出る） 

アナフィラキシー既往歴 有 ・ 無 

緊急時処方薬 

薬剤 管理方法 

□内服薬（薬品名：    ） □本人（保管場所     ）□その他（       ） 

□「エピペン○R」（アドレナリン自己注射薬）  □本人（保管場所     ）□その他（       ） 

□その他（        ） □本人（保管場所     ）□その他（       ） 

薬剤使用時の 
留意事項 

 

学園生活におけ

る留意点 

運動 
 

授業 
 

行事 
 

食事 

給食 

 

 

 

（給食については裏面に詳細を記入） 

その他 
 

※緊急時連絡先等は「食物アレルギー緊急時個別対応カード」に記載 

 

学園における日常の取組および緊急時の対応に活用するため、記載された内容を教職員全員で共

有することに同意します。 

              平成  年  月  日   保護者名           印  
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（様式４ 裏面） 

個別支援プラン（食物アレルギー）（例） 

給食における決定事項 

 決定（  年  月  日） 決定（  年  月  日） 決定（  年  月  日） 

レベル１ 

詳細な献立表対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル２ 

弁当対応 

完全弁当対応 

一部弁当対応

（    ） 

 

 

完全弁当対応 

一部弁当対応

（    ） 

完全弁当対応 

一部弁当対応

（    ） 

その他  

 

 

 

 

  

 

学園での様子 

   年  月  日 年  月  日 年  月  日 

症 状  

 

 

  

経過措置  

 

 

  

その他  

 

 

  

 

その他特記事項等面談記録 

面談日 特 記 事 項 最終診察日 

 年 月 日   

 年 月 日   

 年 月 日   
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（様式５） 

個別支援プラン（食物アレルギー以外）（例） 

作成日  年  月  日 

名  前 （  ）年（  ）組（  ）番 名前
フリガナ

（        ）性別（   ） 

生年月日 平成  年  月  日生 

保護者名  

住  所  

電話番号  

 

原因物質  

発症時の症状 

アナフィラキシーの有無  □あり   □なし 

発症時の症状 

 

緊急時の対応 

□保護者に連絡する  □救急車要請  □処方薬あり □その他

（     ） 

詳細 

 

学園生活における 

留意点 

運動 
 

 

行事 
 

 

その他  

薬剤使用時の 

留意事項 

使用薬剤  

管理方法 □本人（保管場所：     ）□その他（      ） 

使用上の 

留意点 

 

 

保
護
者
記
入
欄 

緊急連絡先 

名  前 続 柄 電話番号（○をつけてください） 

  （自宅・携帯・職場） 

  （自宅・携帯・職場） 

  （自宅・携帯・職場） 

医療機関連絡先 

病院名（診療科） 主治医名 電話番号 カルテ NO など 

    

    

    

 学園における日常の取り組みおよび緊急時の対応に活用するため、記載された内容を教職

員全員で共有することに同意します。 

 

平成  年  月  日  保護者名          印 
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