
都道府県医師会長 殿

「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」

の一部改正について

今般、標記について厚生労働省医政局長より各都道府県知事に対し

て通知が発出され、本会にも周知依頼がありましたのでご連絡申し上

げます。

標記通知「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」は、

外国において医科大学(医学部)を卒業した者、または医師免許を取

得した者が日本で医師国家試験を受験する際の資格認定等の要件を

定めたもので、同様に歯科医師、保健師、助産師、看護師等について

も要件も定めています。

今回の改正は、これら国家試験受験資格認定申請者等の事務的負担

軽減および書類の簡素化を図るためのものであり、具体的な内容は添

付の新旧対照表をご参照いただきますようぉ願い申し上げます。

つきましては、本件について管下郡市区医師会に周知いただきたく

ご高配のほどよろしくぉ願い申し上げます。

日医発第 605 号(生 59)

平成 28年8月23日

日本医師会長

横倉義武
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公益社団法人日本医師会会長殿

「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」の一部改正について

標記について、別添写しのとおり各都道府県知事あて通知しましたので、御了知

願います。

医政発0729第2号

平成28年7月29日

厚生労働省医政局長

(公印省略)



各都道府県知事殿

咽

「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」の一部改正について

今般、医師国家試験受験資格認定申請者等の負担軽減及び書類の簡素化を図るため、「医

師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」(平成17年3月24日付け医政発第0324007

号本職通知。以下「局長通知」という。)の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので通知す

る。

貴職におかれては、改正の趣旨及び内容について御理解の上、貴管内の保健所設置市、特

別区、関係団体等に周知方願いたい。

医政発0729第1号

平成28年7月29日

1 改正内容

別紙新旧対照表のとおり

2 施行期日

平成28年7月29日

ただし、別紙新旧対照表のうち、「看護師国家試験受験資格認定」、「保健師国家試験

受験資格認定」及び「助産師国家試験受験資格認定」については、平成 29年4月1日か

ら施行する。

なお、施行期日時点で既に行われた申請については、改正後の局長通知を適用する。

厚生労働省医政局長

(公印省略)

・己



(別添)

医師国家試験受験資格認定

(略)

(別紙)「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等にっいて」の一部改正にっいて新旧対照表

1・2 (略)

3 認定基準

①書類審査

審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の医

学校を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の認

定基準に基づき審査を行う。

①から⑥までの項目を満たすことを要する。

①・②(略)

(削除)

新

③~⑥(略)

(2)・(3)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

(削除)

(2)履歴書(学歴については、日本の小学校に相当する学校か

ら、入学・卒業年次を各々の学校について西暦で記入すること。

また、職歴についても出来るだけ詳細に記載すること。)

(別添)

医師国家試験受験資格認定

記入すること。また、職歴についても出来るだけ詳細に記載する

こと。)

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

①書類審査

審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の医

学校を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の認

定基準に基づき審査を行う。

①から⑦までの項目を満たすことを要する。

①・②(略)

'

旧

③専門科目の成績

④~⑦(略)

(2)・(3)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②医師国家試験受験資格認定申請理由書

良好であること

(3)履歴書(学歴については、日本の小学校に相当する学校から

医学校卒業まで、入学・卒業年次を各々の学校について西暦で



(3)次の1から④までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されてお
り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

規定する「個人番号」が記載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本旧本国籍を有する者に限る。)

様式によること。)

④旅券(外国籍の者に限る。)

(4)~⑦(略)

(削除)

③卒業した外国医学校のパンフレツト

⑧卒業した外国医学校で履修した教科課程及び時間数を明らか

にした書類

(削除)

⑨(略)

(10)①から(9)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場

合がある書類

①(略)

②医師免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋(外国で

④住民票若しくは在留力ード(出入国管理及び難.民認定法及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくは戸籍謄本(日本国籍を

医師免許を取得した者に限る。)

③卒業した外国医学校の概要を明らかにしたパンフレツトその他

有する者に限る)。

の書類

⑤~(8)(略)

⑨卒業した外国医学校の暦年学業成績書の写し又は暦年学業

成績証明書

(10)卒業した外国医学校の教科課程及び時間数を明らかにした

書類

(11)外国で医師免許を取得した者にあってはその根拠法令の関

係条文の抜粋

(12)(略)

(13)①から(12)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場

合がある書類

①(略)

②卒業した医学校の施設現況書(卒業当時のものとし、所定の

口



*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは二0旦担区ヨを
除き、すべて日本語訳を添付すること。

3 (6)~(8)及ひ(10)の 1 については、公的な機関(当該国の大

使館、領事館、外務省等)1こおいて、提出書類及びその日本

語訳両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明を

併せて提出すること。

4 ⑥~(9)については、各原本を持参すること。(原本は照合後

に返還する)

5 (略)

医師国家試験予備試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(フ)までの認定基準を満たした者に対し医師国家

試験予備試験受験資格認定を行う。

①~(3)(略)

(削除)

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本

(4)~(フ)(略)

4 (略)

5 必要書類

医師国家試験受験資格認定の「4 必要書類」と同様。

ただし、四》及びg旦^については、外国で医師免許を取得した

者のみ提出すること。

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(9)までの認定基準を満たした者に対し医師国家

試験予備試験受験資格認定を行う。

①~(3)(略)

囲専門^

良好であること

(5)~(8)(略)

4 (略)

5 必要書類

医師国家試験受験資格認定の「4 必要書類」と同様。

ただし、(フ)及び(11)については、外国で医師免許を取得した者

のみ提出すること。

語訳を添付すること。

3 (フ)~(1の並びに(13)の 1 及び 2 については、提出書類と日本

語訳両方を、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省

等)1こおいて真実である旨の確認を受け、その証明を併せて

提出すること。

4 ⑦~(9)及び(12)については、各原本を持参すること。(原本

は照合後に返還する)

5 (略)

医師国家試験予備試験受験資格認定



歯科医師国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

①書類審査

審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の歯

科医学校を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下

の認定基準に基づき審査を行う。

①から⑤までの項目を満たすことを要する。

①・②(略)

(削除)

③~⑤(略)

(2)・(3)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

(削除)

②履歴書(学歴については、日本の小学校に相当する学校から

を、入学・卒業年次を各々の学校について西暦で記入すること。

また、職歴についても出来るだけ詳細に記載すること。)

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

歯科医師国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

①書類審査

審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の歯

科医学校を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下

の認定基準に基づき審査を行う。

①から⑦までの項目を満たすことを要する。

①・②(略)

(3)次の①から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されてお

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

③専門科目の成績

④~⑥(略)

(2)・(3)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②歯科医師国家試験受験資格認定申請理由書

良好であること

③履歴書(学歴については、日本の小学校に相当する学校から

歯科医学校卒業まで、入学・卒業年次を各々の学校について西

暦で記入すること。また、職歴についても出来るだけ詳細に記載

すること。)

④住民票若しくは在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出



規定する「個人番号」力靖己載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

の関係条文の抜粋

④旅券(外国籍の者に限る。)

(4)~(フ)(略)

(削除)

a2)(略)

(13)(1)から(12)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場

合がある書類

①(略)

②卒業した歯科医学校の施設現況書(卒業当時のものとし、所

⑧卒業した外国歯科医学校で履修した教科課程及び時間数を

明らかにした書類

(削除)

⑨(略)

ao)①から(9)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場

合がある書類

①(略)

②歯科医師免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本語

訳を添付すること。

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくほ戸籍謄本(日本国籍を

(外国で歯科医師免許を取得した者に限る。)

有する者に限る)。

③卒業した外国歯科医学校の概要を明らかにしたパンフレット

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものはユ'1Ω地^除

き、すべて日本語訳を添付すること。

その他の書類

(5)~(8)(略)

⑨卒業した外国歯科医学校の暦年学業成績書の写し又は暦年

定の様式によること。)

③卒業した外国歯科医学校のパンフレット

学業成績証明書

(10)卒業した外国歯科医学校の教科課程及び時間数を明らかに

した書類

(11)外国で歯科医師免許を所得した者にあってはその根拠法令



3 (6)~(8)及び(10)の①については、公的な機関(当該国の大使

館、領事館、外務省等)1こおいて、提出書類及びその日本語訳

両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて

提出すること。

4 (6)~(9)については、各原本を持参すること。(原本は照合後に

返還する)

5 (略)

科医師国家試験予備試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(6)までの認定基準を満たした者に対し歯科医師

国家試験予備試験受験資格認定を行う。

①~(3)(略)

(削除)

(4)~(6)(略)

4 (略)

5 必要書類

歯科医師国家試験受験資格認定の「4 必要書類」と同様。

ただし、(6)及びao)の②については、外国で歯科医師免許を取

(略)

(略)1~3

た者のみ提出すること。

3 (フ)~(1の並びに(13)の 1 及び2については、提出書類と日本語

訳両方を、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)1こ

おいて真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出する

こと。

4 (フ)~(9)及び(12)については、各原本を持参すること。(原本は

得した者のみ提出すること。

看護師国家試験受験資格認定

照合後に返還する)

5 (略)

(略)

(略)1~3

歯科医師国家試験予備試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(フ)までの認定基準を満たした者に対し歯科医師

国家試験予備試験受験資格認定を行う。

①~③(略)

④専門科目の成績

(5)~⑦(略)

4 (略)

5 必要書類

歯科医師国家試験受験資格認定の「4 必要書類」と同様。

ただし、⑦及び(11)については、外国で歯科医師免許を取得し

良好であること

看護師国家試験受験資格認定



4 必要書類

(略)

①(略)

②次の①から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)力信己載されてお

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

規定する「個人番号」が記載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

容、単位数及び時間数を明らかにした書類(当該施設長の証明

④旅券(外国籍の者に限る。)

(3×4)(略)

(削除)

⑤(略)

(削除)

4 必要書類

(略)

①(略)

②住民票若しくほ在留力ード(出入国,管理及び難民認定法及び

⑥卒業した外国看護師学校養成所で履修した教科課程及び時

間数を明らかにした書類(当該施設長の証明のあるものに限

る。教育内容は講義と臨地実習の別がわかるように記載されて

いること。単位制であっても、必ず時間数に換算すること。また、

クォーター制の場合はセメスター制として換算し直すこと。)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

⑦(略)

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくは戸籍謄本(日本国籍を
有する者に限る)。

(3)・(4)(略)

⑤外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

のあるものに限る。教育内容は講義と臨地実習の別がわかるよ

うに記載されていること。単位制であっても、必ず時間数に換算

すること。また、クォーター制の場合はセメスター制として換算し

直すこと。)

⑨(略)

(略)

卒業した外国看護師学校養成所の学業成績書の写し又は学

業成績証明書

⑧卒業した外国看護師学校養成所で履修した科目毎の教育内

⑥
一
⑦
一



(削除)

(削除)

⑧卒業した外国看護師学校養成所のパンフレットその他の書類

(卒業した看護師学校養成所が当該国又は州政府等によって正

式に認可された証明のあるものに限る。)

⑨(略)

(10)①から(9)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場

合がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②卒業した外国看護師学校養成所の施設現況書

③看護師免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋

*作成上の注意

1 (略)

2 ①、③及3』四担)②は、所定の様式によること。なお、①の

所定の様式は、以下の記載内容を含む。

・(略)

・(略)

・(略)

(削除)

(削除)

3 (略)

4 (4)~(6)、(8)及び(10)の①~③については、公的な機関(当該

(10)卒業した外国看護師学校養成所の施設現況書(卒業当時の

ものとし、所定の様式によること。)

(11)外国で看護師免許を取得した者にあってはその根拠法令の

4 (10)は卒業当時の状況を記載すること。

関係条文の抜粋

5 (略)

6 4~ 8 び(10)~(12)については、提出書類と日本語訳の

(12)卒業した外国看護師学校養成所のバンフレット(卒業した看

護師学校養成所が当該国又は州政府等によって正式に認可さ

れた証明のあるものに限る。)

(13)(略)

(新設)

国の大使館、領事館、外務省等)1こおいて、提出書類及びそ

の日本語訳両方の記載が真実である旨の確認を受け、その

*作成上の注意

1 (略)

2 (1)、(3)、(10)は、所定の様式によること。なお、(1)の所定の様

式は、以下の記載内容を含む。

・(略)

・(略)

・(略)

3 (9)は日本語で記載すること。

両方を、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)1こ

おいて真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出す



証明を併せて提出すること。

旦(4)、(5)及び(9)の書類については、各原本を持参すること。

(原本は照合後に返還する。)

6 (略)

(削除)

(3×4)(略)

⑤外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

保健師国家試験受験資格認定

(略)

1~3 (略)

4 必要書類

(略)

①(略)

(2)次の1から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)力靖己載されてお

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

規定する「個人番号」力信己載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

ること。

Z (4)~⑦及び(13)の書類については、各原本を持参すること。

(原本は照合後に返還する。)

8 (略)

旦(10)については、他の書類により相当する内容を証明できる

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

④旅券(外国籍の者に限る。)

(3)・(4)(略)

(削除)

場合、省略可能である。

保健師国家試験受験資格認定

(略)

1~3 (略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②住民票若しくは在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくは戸籍謄本(日本国籍を

有する者に限る)。



⑤(略)

(削除)

⑥卒業した外国保健師学校養成所で履修した教科課程及び時

間数を明らかにした書類(当該施設長の証明のあるものに限

る。教育内容は講義と臨地実習の別がわかるように記載されて

いること。単位制であっても、必ず時間数に換算すること。また、

クォーター制の場合はセメスター制として換算し直すこと。)

⑦(略)

(削除)

(削除)

⑧卒業した外国保健師学校養成所のパンフレットその他の書類

(卒業した保健師学校養成所が当該国又は州政府等によって正

式に認可された証明のあるものに限る。)

⑨(略)

(10)(1)から(9)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場

⑥(略)

⑦卒業した外国保健師学校養成所の学業成績書の写し又は学

合がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②卒業した外国保健師学校養成所の施設現況書

業成績証明書

⑧卒業した外国保健師学校養咸所で履修した科目毎の教育内

③保健師免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋

容、単位数及び時間数を明らかにした書類(当該施設長の証明

*作成上の注意

1 (略)

2 ①、(3)及び(10)の②は、所定の様式によること。なお、①の

のあるものに限る。教育内容は講義と臨地実習の別がわかるよ

うに記載されていること。単位制であっても、必ず時間数に換算

すること。また、クォーター制の場合はセメスター制として換算し

直すこと。)

⑨(略)

(10)卒業した外国保健師学校養成所の施設現況書(卒業当時の

ものとし、所定の様式によること。)

(11)外国で保健師免許を取得した者にあってはその根拠法令の

関係条文の抜粋

(12)卒業した外国保健師学校養成所のパンフレット(卒業した保

健師学校養成所が当該国又は州政府等によって正式に認可さ

れた証明のあるものに限る。)

(13)(略)

(辛斤設)

*作成上の注意

1 (略)

2 ①、③、(10)は、所定の様式によること。なお、①の所定の様



所定の様式は、以下の記載内容を含む。

・(略)

・(略)

・(略)

(削除)

(削除)

3 (略)

場合、省略可能である。

助産師国家試験受験資格認定

(略)

1~3 (略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②住民票若しくは在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

4 (4)~(6)、(8)及び(10)の 1 ~ 3 については、公的な機関(当該

国の大使館、領事館、外務省等)1こおいて、提出書類及びそ

の日本語訳両方の記載が真実である旨の確認を受け、その

証明を併せて提出すること。

5 (4)、(5)及び(9)の書類については、各原本を持参すること。

(原本は照合後に返還する。)

6 (略)

(削除)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

助産師国家試験受験資格認定

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

(略)

1~3 (略)

4 必要書類

(略)

①(略)

式は、以下の記載内容を含む。

・(略)

・(略)

・(略)

3 ⑨は日本語で記載すること。

(2)次の1から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場,合は国籍等)力靖己載されてお

4 (10)は卒業当時の状況を記載すること。

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

5 (略)

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

旦(4)~(8)及び(1の~(12)については、提出書類と日本語訳の

両方を、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)1こ

おいて真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出す

ること。

Z (4)~(フ)及び(13)の書類については、各原本を持参すること。

(原本は照合後に返還する。)

8 (略)

9 (10)については、他の書類により相当する内容を証明できる

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録



規定する「個人番号」力靖己載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

④旅券(外国籍の者に限る。)

(3×4)(略)

(削除)

⑤(略)

(削除)

⑥卒業した外国助産師学校養成所で履修した教科課程及び時

間数を明らかにした書類(当該施設長の証明のあるものに限

る。教育内容は講義と臨地実習の別がわかるように記載されて

いること。単位制であっても、必ず時間数に換算すること。また、

クォーター制の場合はセメスター制として換算し直すこと。)

⑦(略)

(削除)

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくほ戸籍謄本(日本国籍を

有する者に限る)。

(削除)

(8)卒業した外国助産師学校養成所のパンフレットその他の書類

(卒業した助産師学校養成所が当該国又は州政府等によって正

式に認可された証明のあるものに限る。)

(3×4)(略)

⑤外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

(略)

卒業した外国助産師学校養成所の学業成績書の写し又は学

業成績証明書

⑧卒業した外国助産師学校養成所で履修した科目毎の教育内

容、単位数及び時間数を明らかにした書類(当該施設長の証明

のあるものに限る。教育内容は講義と臨地実習の別がわかるよ

うに記載されていること。単位制であっても、必ず時間数に換算

すること。また、クォーター制の場合はセメスター制として換算し

直すこと。)

⑨(略)

(10)卒業した外国助産師学校養成所の施設現況書(卒業当時の

ものとし、所定の様式によること。)

(1わ外国で助産師免許を取得した者にあってはその根拠法令の

関係条文の抜粋

(12)卒業した外国助産師学校養成所のパンフレット(卒業した助

産師学校養成所が当該国又は州政府等によって正式に認可さ

れた証明のあるものに限る。)

6
 
7



⑨(略)

(10)(1)から(9)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場

合がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②卒業した外国助産師学校養成所の施設現況書

③助産師免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋

*作成上の注意

1 (略)

2 ①、③及丕1【!Ω担)②は、所定の様式によること。なお、①の

所定の様式は、以下の記載内容を含む。

・(略)

・(略)

・(略)

(削除)

(削除)

3 (略)

4 (4)~(6)、(8)及び(10)の 1 ~ 3 については、公的な機関(当該

5 (略)

6 (4)~(8)及び(10)~(12)については、提出書類と日本語訳の

(13)(略)

(新設)

国の大使館、領事館、外務省等)1こおいて、提出書類及びそ

の日本語訳両方の記載が真実である旨の確認を受け、その

証明を併せて提出すること。

5 (4)、(5)及び(9)の書類については、各原本を持参すること。

(原本は照合後に返還する。)

6 (略)

(削除)

両方を、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)1こ

おいて真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出す

ること。

フ(4)~(フ)及びa3)の書類については、各原本を持参すること。

(原本は照合後に返還する。)

8 (略)

9 ao)については、他の書類により相当する内容を証明できる

*作成上の注意

1 (略)

2 (1)、(3)、(10)は、所定の様式によること。なお、(1)の所定の様

式は、以下の記載内容を含む。

・(略)

・(略)

・(略)

3 (9)は日本語で記載すること。

場合、省略可能である。

4 (10)は卒業当時の状況を記載すること。



診療放射線技師国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(5)までの認定基準を満たした者に対し診療放射

線技師国家試験受験資格認定を行う。

(わ・(2)(略)

(削除)

③~(5)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

(削除)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

②(略)

(3)次の①から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等功靖三載されてお

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

診療放射線技師国家試験受験資格認定

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(6)までの認定基準を満たした者に対し診療放射

線技師国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)

③専門科目の成績

規定する「個人番号」が記載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平
和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本旧本国籍を有する者に限る。)

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

(4)~(6)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②診療放射線技師国家試験受験資格認定申請理由書

良好であること

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくほ戸籍謄本(日本国籍を

有する者に限る)。

③(略)

④住民票若しくは在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び



④旅券(外国籍の者に限る。)

④(略)

(削除)

⑤(略)

(削除)

⑥(略)

(削除)

⑦卒業した外国診療放射線技師学校養成所で履修した教科課

程及び時間数を明らかにした書類

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

⑧(略)

(9)①から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合

がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

*作成上の注意

1 (略)

②診療放射線技師免許取得に関する根拠法令の関係条文の

(略)

写真(3枚;申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4Cm

抜粋(外国で診療放射線技師免許を取得した者に限る。)

のもの。)

③卒業した外国診療放射線技師学校養成所の概要を明らか

⑦(略)

⑧外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

*作成上の注意

1 (略)

にしたパンフレットその他の書類

⑨(略)

aの卒業した外国診療放射線技師学校養成所の暦年学業成績

書の写し又は暦年学業成績証明書

(11)卒業した外国診療放射線技師学校養成所の教科課程及び

時間数を明らかにした書類

(12)卒業した外国診療放射線技師学校養成所の施設現況書(卒

業当時のものとし、所定の様式によること。)

a3)外国で診療放射線技師免許を所得した者にあってはその根

拠法令の関係条文の抜粋

(14)日本の病院等で研修している者の場合はその証明書

(15)卒業した外国診療放射線技師学校養成所のパンフレット

(16)(略)

(新設)

⑤
一
⑥
一



2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、⑨の③を除

き、すべて日本語訳を添付すること。

3 (5)~(フ)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、

外務省等)1こおいて、提出書類及びその日本語訳両方の記載

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出するこ

と。

4 (5)~(8)については、各原本を持参すること。(原本は照合後

に返還する)

5 (略)

歯科衛生士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(5)までの認定基準を満たした者に対し歯科衛生

士国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

(削除)

③~⑤(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本

語訳を添付すること。

3 (フ)~(12)につぃては、提出書類と日本語訳両方を、公的な機

関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である

旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

②(略)

(3)次の1から④までの書類のうち、いずれかーつ

4 (フ)~(10)及び(16)の書類については、各原本を持参するこ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)力靖三載されてお

と。(原本は照合後に返還する)

5 (略)

歯科衛生士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(6)までの認定基準を満たした者に対し歯科衛生

士国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

③専門科目の成績

良好丕あ^
(4)~(6)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②歯科衛生士国家試験受験資格認定申請理由書

(略)

住民票若しくは在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

除(

③
④



り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

規定する「個人番号」力靖己載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を
含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

(14)日本の病院等で研修している者の場合はその証明書

④旅券(外国籍の者に限る。)

(4)(略)

(削除)

⑤(略)

(削除)

⑥(略)

(削除)

⑦卒業した外国歯科衛生士学校養成所で履修した教科課程及

び時間数を明らかにした書類

(削除)

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

(削除)

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しく{よ戸籍謄本(日本国籍を
有する者に限る)。

(削除)

(削除)

(8)(略) (16)(略)

(略)

写真(3枚;申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4Cm

のもの。)

⑦(略)

⑧外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

(15)卒業した外国歯科衛生士学校養成所のパンフレット

⑨(略)

(10)卒業した外国歯科衛生士学校養成所の暦年学業成績書の

写し又は暦年学業成績証明書

(11)卒業した外国歯科衛生士学校養成所の教科課程及び時間

数を明らかにした書類

(12)卒業した外国歯科衛生士学校養成所の施設現況書(卒業当

時のものとし、所定の様式によること。)

(13)外国で歯科衛生士免許を所得した者にあってはその根拠法

令の関係条文の抜粋

⑤
一
⑥
一



(9)①から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合

がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②歯科衛生士免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋
(外国で歯科衛生士免許を取得した者に限る。)

③卒業した外国歯科衛生士学校養成所の概要を明らかにした

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、⑨の③を除

パンフレットその他の書類

き、すべて日本語訳を添付すること。

3 (5)~(フ)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、

外務省等)1こおいて、提出書類及びその日本語訳両方の記載

歯科技工士国家試験受験資格認定

が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出するこ

と。

4 (5)~(8)につぃては、各原本を持参すること。(原本は照合後

に返還する)

5 (略)

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(6)までの認定基準を満たした者に対し歯科技工
士国家試験受験資格認定を行う。

①・(2)(略)

③専門科目の成績

歯科技工士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(5)までの認定基準を満たした者に対し歯科技工

士国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

(削除)

(辛斤設)

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本

語訳を添付すること。

3 (フ)~(12)については、提出書類と日本語訳両方を、公的な機

関(当該国の大使館、領事館、外務省等)1こおいて真実である

旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

4 (フ)~(10)及び(16)の書類については、各原本を持参するこ

と。(原本は照合後に返還する)

5 (略)



(3)~(5)(略)

4 必要書類

(略)

①歯科技工士国家試験受験資格認定願

⑨(略)

(10)卒業した外国歯科技工士学校養成所の暦年学業成績書の

(削除)

②(略)

(3)次の1から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されてお

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

規定する「個人番号」が記載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

④旅券(外国籍の者に限る。)

(4)(略)

(削除)

④~⑥(略)

4 必要書類

(略)

①歯科技工士学校国家試験受験資格認定願

良好であること

⑤(略)

(削除)

⑥(略)

(削除)

②歯科技工士学校国家試験受験資格認定申請理由書

③(略)

④住民票若しくは在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくは戸籍謄本(日本国籍を

有する者に限る)。

写し又は暦年学業成績証明書

(略)

写真(3枚;申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4師

のもの。)

⑦(略)

⑧外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

⑤
⑥



⑦卒業した外国歯科技工士学校養成所で履修した教科課程及

び時間数を明らかにした書類

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

⑧(略)

⑨①から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合

がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②歯科技工士免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋

(外国で歯科技工士免許を取得した者に限る。)

③卒業した外国歯科技工士学校養成所の概要を明らかにした

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは.'田の③を除

き、すべて日本語訳を添付すること。

3 ⑤~(フ)につぃては、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外

務省等)1こおいて、提出書類及びその日本語訳両方の記載が

パンフレットその他の書類

(1わ卒業した外国歯科技工士学校養成所の教科課程及び時間

関(当該国の大使館、領事館、外務省等)1こおいて真実である

旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

4 ⑦~(10)及び(16)の書類については、各原本を持参するこ

数を明らかにした書類

(12)卒業した外国歯科技工士学校養成所の施設現況書(卒業当

と。(原本は照合後に返還する)

5 (略)

真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

4 (5)~(8)については、各原本を持参すること。(原本は照合後に

返還する)

5 (略)

時のものとし、所定の様式によること。)

a3)外国で歯科技工士免許を所得した者にあってはその根拠法

令の関係条文の抜粋

(14)日本の病院等で研修している者の場合はその証明書

(15)卒業した外国歯科技工士学校養成所のパンフレット

(16)(略)

(棄廂到

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本

語訳を添付すること。

3 (フ)~(12)につぃては、提出書類と日本語訳両方を、公的な機



臨床検査技師国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(5)までの認定基準を満たした者に対し臨床検査

技師国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

(削除)

(3)~(5)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

(削除)

②(略) (略)

住民票若しくほ在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

(3)次の1から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等功靖己載されてお

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

臨床検査技師国家試験受験資格認定

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

規定する「個人番号」力靖己載されていないもの。)

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(6)までの認定基準を満たした者に対し臨床検査
技師国家試験受験資格認定を行う。

①・(2)(略)

③専門科目の成績

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

④旅券(外国籍の者に限る。)

(4)~(6)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②臨床検査技師国家試験受験資格認定申請理由書

良好であること

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくは戸籍謄本(日本国籍を

有する者に限る)。

③
一
④
一



(4)(略)

(削除)

⑤(略)

(削除)

⑥(略)

(削除)

⑦卒業した外国臨床検査技師学校養成所で履修した教科課程

及び時間数を明らかにした書類

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

⑧(略)

⑨①から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合

がある書類

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②臨床検査技師免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜

(略)

写真(3枚;申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4Cm

のもの。)

粋(外国で臨床検査技師免許を取得した者に限る。)

⑦(略)

⑧外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

③卒業した外国臨床検査技師学校養成所の概要を明らかにし

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは.'旦担》^除

たパンフレットその他の書類

⑨(略)

(10)卒業した外国臨床検査技師学校養成所の暦年学業成績書

の写し又は暦年学業成績証明書

(11)卒業した外国臨床検査技師学校養成所の教科課程及び時

間数を明らかにした書類

(12)卒業した外国臨床検査技師学校養成所の施設現況書(卒業

当時のものとし、所定の様式によること。)

(13)外国で臨床検査技師免許を所得した者にあってはその根拠

法令の関係条文の抜粋

(14)日本の病院等で研修している者の場合はその証明書

(15)卒業した外国臨床検査技師学校のパンフレット

(16)(略)

(辛乕到

励
6



き、すべて日本語訳を添付すること。

3 (5)~⑦については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、

外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載

力S真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出するこ

と。

4 ⑤~(8)については、各原本を持参すること。(原本は照合後

に返還する)

5 (略)

理学療法士/作業療法士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(5)までの認定基準を満たした者に対し理学療法

士(作業療法士)国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

(削除)

③~(5)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

(削除)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

語訳を添付すること。

3 (フ)~(12)については、提出書類と日本語訳両方公的ナ'

関(当該国の大使館、領事館、外務省等)1こおいて真実である

旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

②(略)

(3)次の1から4までの書類のうち、いずれかーつ

4 (刀~(10)及び(16)の書類については、各原本を持参するこ

と。(原本は照合後に返還する)

5 (略)

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)力靖三載されてお

理学療法士/作業療法士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

以下の①から(田までの認定基準を満たした者に対し理学療法

士(作業療法士)国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

③専門科目の成績

(4)~(6)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②理学療法士(作業療法士)国家試験受験資格認定申請理由

良好であること

(略)

住民票若しくほ在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

晝

③
④



り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

規定する「個人番号」が記載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

④旅券(外国籍の者に限る。)

④(略)

(削除)

⑤(略)

(削除)

⑥(略)

(削除)

⑦卒業した外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設で履修

した教科課程及び時間数を明らかにした書類

(削除)

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくは戸籍謄本(日本国籍を

(削除)

有する者に限る)。

(削除)

(削除)

ンフレット

(略)

写真(3枚;申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4師

のもの。)

⑦(略)

⑧外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

⑨(略)

(10)卒業した外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設の暦

年学業成績書の写し又は暦年学業成績証明書

(11)卒業した外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設の教

科課程及び時間数を明らかにした書類

(12)卒業した外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設の施

設現況書(卒業当時のものとし、所定の様式によること。)

(13)外国で理学療法士(作業療法士)免許を所得した者にあって

はその根拠法令の関係条文の抜粋

(14)日本の病院等で研修している者の場合はその証明書

(15)卒業した外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設のパ

5
 
6



4 (フ)~(10)及び(16)の書類については、各原本を持参するこ

(略)

(1)から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合

がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②理学療法士(作業療法士)免許取得に関する根拠法令の関

係条文の抜粋(外国で理学療法士(作業療法士)免許を取得

した者に限る。)

③卒業した外国理学療法士(作業療法士)学校養成施設の概

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは.』旦地逃璽を除

き、すべて日本語訳を添付すること。

3 (5)~(フ)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、

外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載

要を明らかにしたパンフレットその他の書類

と。(原本は照合後に返還する)

5 (略)

が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出するこ

と。

4 (5)~(8)については、各原本を持参すること。(原本は照合後

に返還する)

5 (略)

視能訓練士国家試験受験資格認定

(16)(略)

(辛斤設)

視能訓練士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(5)までの認定基準を満たした者に対し視能訓練

士国家試験受験資格認定を行う。

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本

語訳を添付すること。

3 (フ)~(12)については、提出書類と日本語訳両方を、公的な機

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(6)までの認定基準を満たした者に対し視能訓練

士国家試験受験資格認定を行う。

関(当該国の大使館、領事館、外務省等)1こおいて真実である

旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

⑧
一
⑨
一



(1)・(2)(略)

(削除)

(3)~(5)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

(削除)

②(略)

(3)次の①から④までの書類のうち、いずれかーつ

⑨(略)

(略)

写真(3枚;申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4Cm

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されてお

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平咸25年法律第27号)第2条第5項に

規定する「個人番号」が記載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本旧本国籍を有する者に限る。)

(1)・(2)(略)

③専門科目の成績

のもの。)

④旅券(外国籍の者に限る。)

④(略)

(削除)

(4)~(6)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②視能訓練士国家試験受験資格認定申請理由書

良好であること

⑦(略)

⑧外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書
⑤(略)

(削除)

⑥(略)

(略)

住民票若しくは在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくは戸籍謄本(日本国籍を

有する者に限る)。

③
④

⑤
6



(削除)

⑦卒業した外国視能訓練士学校養成所で履修した教科課程及
び時間数を明らかにした書類

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

⑧(略)

(9)①から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本

語訳を添付すること。

3 (フ)~a2)については、提出書類と日本語訳両方を、公的な機

関(当該国の大使館、領事館、外務省等)1こおいて真実である

旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

4 ⑦~(1の及び(16)の書類については、各原本を持参するこ

がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②視能訓練士免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋

(外国で視能訓練士免許を取得した者に限る。)

③卒業した外国視能訓練士学校養成所の概要を明らかにした

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは二'田の豊壁除
き、すべて日本語訳を添付すること。

パンフレットその他の書類

(10)卒業した外国視能訓練士学校養成所の暦年学業成績書の
写し又は暦年学業成績証明書

(れ)卒業した外国視能訓練士学校養成所の教科課程及び時間

3 (5)~(フ)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、

外務省等)1こおいて、提出書類及びその日本碧訳両方の記載

数を明らかにした書類

(12)卒業した外国視能訓練士学校養成所の施設現況書(卒業当

力S真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出するこ

と。

4 (5)~(8)については、各原本を持参すること。(原本は照合後

時のものとし、所定の様式によること。)

(13)外国で視能訓練士学校免許を所得した者にあってはその根
拠法令の関係条文の抜粋

(14)日本の病院等で研修している者の場合はその証明書

(15)卒業した外国視能訓練士学校養成所のパンフレット

a6)(略)

(棄斤設)



に返還する)

5 (略)

臨床工学技士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(5)までの認定基準を満たした者に対し臨床工学

技士国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

(削除)

(3)~(5)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

(削除)

②(略)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

(3)次の1から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)力靖己載されてお

と。(原本は照合後に返還する)

5 (略)

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

臨床工学技士国家試験受験資格認定

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(6)までの認定基準を満たした者に対し臨床工学

技士国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

③専門科目の成績

規定する「個人番号」力靖己載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平
和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

④~⑥(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②臨床工学技士国家試験受験資格認定申請理由書

良好であること

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくほ戸籍謄本(日本国籍を

有する者に限る)。

③(略)

④住民票若しくほ在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び



含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

a6)(略)

(新設)

④旅券(外国籍の者に限る。)

④(略)

(削除)

⑤(略)

(削除)

⑥(略)

(削除)

⑦卒業した外国臨床工学技士学校養成所で履修した教科課程

及び時間数を明らかにした書類

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

⑧(略)

(9)①から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合

がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

成所の施設現況書(卒業

②臨床工学技士免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜

(略)

写真(3枚;申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4Cm

粋(外国で臨床工学技士免許を取得した者に限る。)

のもの。)

③卒業した外国臨床工学技士学校養成所の概要を明らかにし

⑦(略)

⑧外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

たパンフレットその他の書類

⑨(略)

(10)卒業した外国臨床工学技士学校養成所の暦年学業成績書

の写し又は暦年学業成績証明書

(11)卒業した外国臨床工学技士学校養成所の教科課程及び時

間数を明らかにした書類

(12)卒業した外国臨床工学技士学校

当時のものとし、所定の様式によること。)

(13)外国で臨床工学技士免許を所得した者にあってはその根拠

法令の関係条文の抜粋

(14)日本の病院等で研修している者の場合はその証明書

(15)卒業した外国臨床工学技士学校養成所のパンフレット

⑤
一
⑥
一



*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、⑨の③を除

き、すべて日本語訳を添付すること。

3 (5)~(フ)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、

外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載

義肢装具士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(6)までの認定基準を満たした者に対し義肢装具

士国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

③専門科目の成績

が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出するこ

と。

4 (5)~(8)については、各原本を持参すること。(原本は照合後

に返還する)

5 (略)

義肢装具士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

下記の①から(5)までの認定基準を満たした者に対し義肢装具

士国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

(削除)

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本

語訳を添付すること。

3 (フ)~(12)については、提出書類と日本語訳両方を、公的な機

(3)~(5)(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

(削除)

②(略)

(4)~⑥(略)

4 必要書類

(略)

①(略)

②義肢装具士国家試験受験資格認定申請理由書

良好であること

③(略)

関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である

旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

4 (フ)~(10)及び(16)の書類については、各原本を持参するこ

と。(原本は照合後に返還する)

5 (略)



(3)次の1から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されてお

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

規定する「個人番号」力靖己載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本旧本国籍を有する者に限る。)

④旅券(外国籍の者に限る。)

④(略)

(削除)

⑤(略)

(削除)

⑥(略)

(削除)

④住民票若しくほ在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

⑦卒業した外国義肢装具士学校養成所で履修した教科課程及

び時間数を明らかにした書類

(削除)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

(削除)

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくほ戸籍謄本(日本国籍を
有する者に限る)。

(削除) (14)日本の病院等で研修している者の場合はその証明書

(略)

写真(3枚;申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4Cm

のもの。)

⑦(略)

⑧外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

拠法令の関係条文の抜粋

⑨(略)

ao)卒業した外国義肢装具士学校養成所の暦年学業成績書の

写し又は暦年学業成績証明書

(11)卒業した外国義肢装具士学校養成所の教科課程.及び時間

数を明らかにした書類

(12)卒業した外国義肢装具士学校養成所の施設現況書(卒業当

時のものとし、所定の様式によること。)

(13)外国で義肢装具士学校免許を所得した者にあってはその根

⑤
一
⑥
一



(削除)

⑧(略)

(9)①から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合

がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②義肢装具士免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋

(外国で義肢装具士免許を取得した者に限る。)

③卒業した外国義肢装具士学校養成所の概要を明らかにした

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、⑨の③を除

パンフレットその他の書類

き、すべて日本語訳を添付すること。

3 (5)~(フ)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、

外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

以下の①から(6)までの認定基準を満たした者に対し救急救命

士国家試験受験資格認定を行う。

が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出するこ

と。

4 (5)~(8)については、各原本を持参すること。(原本は照合後

に返還する)

5 (略)

(15)卒業した外国義肢装具士学校養成所のパンフレット

(16)(略)

(辛斤設)

救急救命士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

以下の①から(5)までの認定基準を満たした者に対し救急、救命

士国家試験受験資格認定を行う。

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本

語訳を添付すること。

3 (フ)~(12)につぃては、提出書類と日本語訳両方を、公的な機

関(当該国の大使館、領事館、外務省等)1こおいて真実である

旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

4 (フ)~(10)及び(16)の書類については、各原本を持参するこ

と。(原本は照合後に返還する)

5 (略)

救急救命士国家試験受験資格認定



(1)・(2)(略)

(削除)

(3)~(5)(略)

4 必要書類

①(略)

(削除)

②(略)

のもの。)

(フ)(略)

⑧外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

(3)次の1から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されてお

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

規定する「個人番号」力靖己載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

④旅券(外国籍の者に限る。)

(わ・(2)(略)

③専門科目の成績

(4)(略)

(削除)

(4)~(6)(略)

4 必要書類

①(略)

②救急救命士国家試験受験資格認定申請理由書

良好であること

(5)(略)

(削除)

⑥(略)

(削除)

⑨(略)

(10)卒業した外国救急救命士学校養成所の暦年学業成績書の

(略)

住民票若しくほ在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくは戸籍謄本(日本国籍を

有する者に限る)。

(略)

写真(3枚;申靖前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4師

③
④

易
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⑦卒業した外国救急救命士学校養成所で履修した教科課程及

び時間数を明らかにした書類

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

⑧(略)

⑨①から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合

がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②救急救命士免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋

(外国で救急救命士免許を取得した者に限る。)

③卒業した外国救急救命士学校養成所の概要を明らかにした

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、⑨の③を除

パンフレットその他の書類

写し又は暦年学業成績証明書

(11)卒業した外国救急救命士学校養成所の教科課程及び時間

き、すべて日本語訳を添付すること。

3 ⑤~(フ)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、

外務省等)において、提出書類及びその日本語訳両方の記載

数を明らかにした書類

(12)卒業した外国救急救命士学校養成所の施設現況書(卒業当

と。(原本は照合後に返還する)

が真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出するこ

と。

4 (5)~(8)については、各原本を持参すること。(原本は照合後

に返還する)

時のものとし、所定の様式によること。)

(13)外国で救急救命士学校免許を所得した者にあってはその根

拠法令の関係条文の抜粋

(14)日本の病院等で研修している者の場合はその証明書

(15)卒業した外国救急救命士学校養成所のパンフレット

(16)(略)

佛雁到

*作成上の注意

1 (略)

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本

語訳を添付すること。

3 ⑦~(12)につぃては、提出書類と日本語訳両方を、公的な機

関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である

旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

4 ⑦~(10)及び(16)の書類については、各原本を持参するこ



5 (略)

言語聴覚士国家試験受験資格認定

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

以下の①から(5)までの認定基準を満たした者に対し言語聴覚

士国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

(削除)

(3)~(5)(略)

4 必要書類

(1>言語聴覚士国家試験受験資格認定願

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21

(削除)

②(略)

(3)次の1から4までの書類のうち、いずれかーつ

①住民票(本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されてお

り、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に

5 (略)

言語聴覚士国家試験受験資格認定

規定する「個人番号」力靖己載されていないもの。)

②在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平

(略)

1・2 (略)

3 認定基準

以下の①から(6)までの認定基準を満たした者に対し言語聴覚

士国家試験受験資格認定を行う。

(1)・(2)(略)

③専門科目の成績

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法の一部を改正する等の法律(平成 21年法律第

79号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録証明書を

含む。)

③戸籍抄本又は戸籍謄本(日本国籍を有する者に限る。)

(4)~(6)(略)

4 必要書類

①言語聴覚士学校国家試験受験資格認定願

良好であること

年法律第 76 号)の経過措置により在留力ードとみなされる登録

証明書を含む。)又は、戸籍抄本若しくほ戸籍謄本(日本国籍を

②言語聴覚士学校国家試験受験資格認定申請理由書

③(略)

④住民票若しくは在留力ード(出入国管理及び難民認定法及び

有する者に限る)。



④旅券(外国籍の者に限る。)

④(略)

(削除)

⑤(略)

(削除)

⑥(略)

(削除)

⑦卒業した外国言語聴覚士学校養成所で履修した教科課程及

び時間数を明らかにした書類

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

⑧(略)

⑨①から(8)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合

がある書類

①外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

②言語聴覚士免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋

(略)

写真(3枚;申請前6か月以内に脱帽正面で撮影した6×4Cm

のもの。)

(外国で言語聴覚士免許を取得した者に限る。)

⑦(略)

⑧外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

③卒業した外国言語聴覚士学校養成所の概要を明らかにした

*作成上の注意

1 (略)

パンフレットその他の書類

⑨(略)

(10)卒業した外国言語聴覚士学校養成所の暦年学業成績書の

写し又は暦年学業成績証明書

(1わ卒業した外国言語聴覚士学校養成所の教科課程及び時間

数を明らかにした書類

(12)卒業した外国言語聴覚士学校養成所の施設現況書(卒業当

時のものとし、所定の様式によること。)

(13)外国で言語聴覚士学校免許を所得した者にあってはその根

拠法令の関係条文の抜粋

日本の病院等で研修している者の場合はその証明書(14)

(15)卒業した外国言語聴覚士学校養成所のパンフレツト

(16)(略)

(棄斤設)

*作成上の注意

1 (略)

伍
⑥



2 添付書類のうち外国語で記載されているものは.廻担X璽を除
き、すべて日本語訳を添付すること。

3 (5)~(フ)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、

外務省等)1こおいて、提出書類及ぴその日本語訳両方の記載

力S真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出するこ
と。

4 (5)~(8)にっいては、各原本を持参すること。(原本は照合後
に返還する)

5 (略)

立

2 添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本
語訳を添付すること。

3 (フ)~(12)については、提出圭'と日き五ニハ、ナ、

関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である
旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

4 ⑦~(10)及び(16)の書類にっいては、各原、参こ
と。(原本は照合後に返還する)

5 (略)

.






