
About “toukou todoke”and “ikensho” 
             【 見 本 】 

※小学校・中学校・義務教育学校用        小山地区医師会共通書式   
       登 校 届 ＴＯＵＫＯＵ ＴＯＤＯＫＥ     

         

           学校長様       学年        組   

         氏 名          

         生年月日   年   月   日         

 （病名） 該当疾患に☑チェックをお願いします    

 溶連菌感染症 

 マイコプラズマ肺炎 

 手足口病  

 伝染性紅斑（りんご病） 

 ウイルス性胃腸炎 

（ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等） 

 ヘルパンギーナ 

 ＲＳウイルス感染症 

 帯状疱疹 

 突発性発疹 

（医療機関名）             （  年  月  日受診） 

  において、集団生活に支障がない状態と判断されましたので、 

       年   月   日 より登校いたします。  

           年   月   日 

      保護者氏名             印 

          

       

             【 見 本 】 

※小学校・中学校・義務教育学校用         小山地区医師会共通書式   
            意 見 書 ＩＫＥＮＳＨＯ   

         

          学校長様      学年        組   

         氏 名          

         生年月日   年   月   日  

  （病名）該当疾患に☑チェックをお願いします   

 麻しん（はしか） 

 インフルエンザ（A 型・B 型） 

 風しん 

 水痘（水ぼうそう） 

 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

 結核 

 咽頭結膜熱（プール熱） 

 流行性角結膜炎 

 百日咳 

 腸管出血性大腸菌感染症（０１５７、０２６、０１１１等） 

 急性出血性結膜炎 

   

 伝染性軟属腫（水いぼ） 

 伝染性膿痂疹（とびひ） 

 頭ジラミ 

集団生活に支障がない状態となりましたので、 

       年   月   日から登校可能と判断します。  

           年   月   日 

       医療機関名            

       医師名            印 

the outbreak of 
an illness 

have a medical 
examination 

Depending on the type of disease, a doctor 
will decide which form to issue—either the 
“ikensho” or the “toukou todoke” 

If a “toukou todoke” is issued, 
parents must fill the form and 
affix their seal (hanko) 

If an “ikensho” is issued, the 
doctor will fill this form and affix 
his seal when he thinks it is fitting 
to send the child back to school. 

(Reminders) ※This procedure is only applicable to medical institutions affiliated with Oyama District Medical Association.  Other medical institutions may incur charges for the documents they will issue. 

〇 Toukou todoke (notice of permission to attend school filled by parents) … After a medical examination, a doctor will issue this form when he has confirmed that the child’s illness will not cause any problem to 

other students at school.  Parents must fill this form.  

◇Make sure of these important information: the name of medical institution, the date of medical examination, and the date when it is possible for your child to go back to school.  At the outbreak of an illness, please take your child for a 

medical examination immediately. 

〇 Ikensho (medical certificate filled by physicians)…  The doctor who performed the examination will fill this form.  It must contain his name and seal (hanko).   

 ◇Illnesses such as water warts (mizu-ibo), impetigo (tobihi), and head lice (atama jirami) do not require temporary suspension from class.  If your child has to leave school for these reasons, it will be counted as 

absence from class due to illness.  


