
【別添１】整理省令により改正する厚生労働省令・様式一覧（医政局部分抜粋）

項番 改正様式・書式 様式・書式名 担当課

1 第１号書式 医師免許申請書 医事課

2 第２号の２書式 再教育研修修了登録証申請書 医事課

3 第２号の３書式 再教育研修修了登録証書換交付申請書 医事課

4 第２号の４書式 再教育研修修了登録証再交付申請書 医事課

5 第３号書式 医師国家試験（医師国家試験予備試験）願書 医事課

6 第４号書式 死亡診断書（死体検案書） 医事課

7 第１号書式 歯科医師免許申請書 歯科保健課

8 第２号の２書式 再教育研修修了登録証申請書 歯科保健課

9 第２号の３書式 再教育研修修了登録証書換交付申請書 歯科保健課

10 第２号の４書式 再教育研修修了登録証再交付申請書 歯科保健課

11 第３号書式 歯科医師国家試験（歯科医師国家試験予備試験）願書 歯科保健課

12 第４号書式 死亡診断書（死体検案書） 歯科保健課

13 附則様式第１ 経過措置医療法人の移行計画認定申請書 医療経営支援課

14 附則様式第２ 経過措置医療法人の移行計画 医療経営支援課

15 附則様式第４ 認定医療法人の移行計画変更認定申請書 医療経営支援課

16 附則様式第５ 認定医療法人の実施状況報告書 医療経営支援課

17 附則様式第７ 認定医療法人の出資持分の放棄申出書 医療経営支援課

18 附則様式第８ 認定医療法人の運営の状況報告書 医療経営支援課

19 別記様式第１の３ 社会医療法人の救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画の実施状況報告書 医療経営支援課

20 別記様式第１の４ 地域医療連携推進法人認定申請書 医療経営支援課

21 第１号書式 死亡の事実を証明する書類 医事課

22 第２号書式 解剖に関する遺族の承諾書 医事課

23 第３号書式 遺族の諾否確認不能証明書 医事課

24 第４号書式 死体解剖資格認定申請書 医事課

25 第５号書式 解剖経験証明書 医事課

26 第６号書式 解剖用死体（死胎）交付申請書 医事課

27 第１号書式 診療放射線技師免許申請書 医事課

28 第２号書式の２ 診療放射線技師免許証書再交付申請書 医事課

29 第３号書式 診療放射線技師国家試験願書 医事課

30 第１号様式 保健師免許申請書 看護課

31 第１号の２様式 助産師免許申請書 看護課

32 第１号の３様式 看護師免許申請書 看護課

33 第２号様式 保健師（助産師、看護師）国家試験願書 看護課

34 様式第１号 歯科技工士免許申請書 歯科保健課

35 様式第１号の２ 歯科技工士名簿訂正・免許証書換え交付申請書 歯科保健課

36 様式第２号 歯科技工士免許証再交付申請書 歯科保健課

37 様式第４号 歯科技工士国家試験受験願書 歯科保健課

保健師助産師看護師法施行規則（昭和26年厚生省令第34号）

歯科技工士法施行規則（昭和30年厚生省令第23号）

臨床検査技師等に関する法律施行規則（昭和33年厚生省令第24号）

医師法施行規則（昭和23年厚生省令第47号）

歯科医師法施行規則（昭和23年厚生省令第48号）

医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）

死体解剖保存法施行規則（昭和24年厚生省令第37号）

診療放射線技師法施行規則（昭和26年厚生省令第33号）



項番 改正様式・書式 様式・書式名 担当課

38 様式第１ 臨床検査技師免許申請書 医事課

39 様式第４ 臨床検査技師免許証再交付申請書 医事課

40 様式第５ 臨床検査技師国家試験願書 医事課

41 様式第６ 衛生検査所登録申請書 計画課

42 様式第７ 衛生検査所登録変更申請書 計画課

43 様式第８ 衛生検査所休止・廃止・再開届書 計画課

44 様式第９ 衛生検査所の管理者等変更届 計画課

45 様式第10 衛生検査所の登録証明書書換え交付申請書 計画課

46 様式第11 衛生検査所の登録証明書再交付申請書 計画課

47 様式第１号 理学療法士（作業療法士）免許申請書 医事課

48 様式第４号 理学療法士（作業療法士）免許証再交付申請書 医事課

49 様式第５号 理学療法士（作業療法士）国家試験願書 医事課

50 様式第６号 理学療法士（作業療法士）国家試験科目免除申請書 医事課

51 様式第１号 視能訓練士免許申請書 医事課

52 様式第４号 視能訓練士免許証再交付申請書 医事課

53 様式第５号 視能訓練士国家試験願書 医事課

54 様式第６号 臨床修練証明書 医事課

55 様式第１号 臨床工学技士免許申請書 医事課

56 様式第５号 臨床工学技士免許証再交付申請書 医事課

57 様式第６号 臨床工学技士国家試験受験願書 医事課

58 様式第１号 義肢装具士免許申請書 医事課

59 様式第５号 義肢装具士免許証再交付申請書 医事課

60 様式第６号 義肢装具士国家試験受験願書 医事課

61 様式第１号 歯科衛生士免許申請書 歯科保健課

62 様式第２号 歯科衛生士名簿訂正・免許証（免許証明書）書換え交付申請書 歯科保健課

63 様式第３号 歯科衛生士名簿登録抹消申請書 歯科保健課

64 様式第４号 歯科衛生士免許証（免許証明書）再交付申請書 歯科保健課

65 様式第６号 歯科衛生士国家試験受験願書 歯科保健課

66 様式第１号 あん摩マッサージ指圧師免許申請書 医事課

67 様式第１号の２ はり師免許申請書 医事課

68 様式第１号の３ きゅう師免許申請書 医事課

69 様式第２号 ○師名簿訂正・免許証（免許証明証）書換え交付申請書 医事課

70 様式第３号 ○師名簿登録消除申請書 医事課

71 様式第４号 ○師免許証（免許証明書）再交付申請書 医事課

72 様式第５号 あん摩マッサージ指圧師（はり師、きゅう師）国家試験受験願書 医事課

73 様式第１号 柔道整復師免許申請書 医事課

74 様式第２号 柔道整復師名簿訂正・免許証書換え交付申請書 医事課

75 様式第４号 柔道整復師免許証再交付申請書 医事課

柔道整復師法施行規則（平成２年厚生省令第20号）

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則（昭和62年厚生省令第47号）

臨床工学技士法施行規則（昭和63年厚生省令第19号）

義肢装具士法施行規則（昭和63年厚生省令第20号）

歯科衛生士法施行規則（平成元年厚生省令第46号）

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則（平成２年厚生省令第19号）

理学療法士及び作業療法士法施行規則（昭和40年厚生省令第47号）

視能訓練士法施行規則（昭和46年厚生省令第28号）



項番 改正様式・書式 様式・書式名 担当課

76 様式第５号 柔道整復師国家試験受験願書 医事課

77 様式第１号 救急救命士免許申請書 地域医療計画課

78 様式第３号 救急救命士名簿登録消除申請書 地域医療計画課

79 様式第４号 救急救命士免許証再交付申請書 地域医療計画課

80 様式第５号 救急救命士国家試験受験願書 地域医療計画課

81 様式第１号 言語聴覚士免許申請書 医事課

82 様式第２号 言語聴覚士名簿訂正・免許証（免許証明書）書換え交付申請書 医事課

83 様式第３号 言語聴覚士名簿登録消除申請書 医事課

84 様式第４号 言語聴覚士免許証（免許証明書）再交付申請書 医事課

85 様式第５号 言語聴覚士国家試験受験願書 医事課

86 様式第１号 臨床研修修了登録証申請書 医事課

87 様式第２号 臨床研修修了登録証書換交付申請書 医事課

88 様式第３号 臨床研修修了登録証再交付申請書 医事課

89 様式第１号 臨床研修修了登録証申請書 歯科保健課

90 様式第２号 臨床研修修了登録証書換交付申請書 歯科保健課

91 様式第３号 臨床研修修了登録証再交付申請書 歯科保健課

92 様式第１（第１面） 研究のための再生医療等提供計画の提出様式 研究開発振興課

93 様式第１の２（第１面） 治療のための再生医療等提供計画の提出様式 研究開発振興課

94 様式第２ 再生医療等提供計画の変更（軽微な変更を除く。）の届書 研究開発振興課

95 様式第３ 再生医療等提供計画の軽微な変更の届書 研究開発振興課

96 様式第４ 再生医療等の提供中止の届書 研究開発振興課

97 様式第５（第１面） 再生医療等委員会の認定の申請書 研究開発振興課

98 様式第７ 再生医療等委員会の認定事項の変更（軽微な変更を除く。）の申請書 研究開発振興課

99 様式第８ 再生医療等委員会の認定事項の軽微な変更の届書 研究開発振興課

100 様式第９ 再生医療等委員会の認定事項の変更（軽微な変更を除く。）の届書 研究開発振興課

101 様式第10 再生医療等委員会の認定証書の書換え交付の申請書 研究開発振興課

102 様式第11 再生医療等委員会の認定証の再交付の申請書 研究開発振興課

103 様式第12（第１面） 再生医療等委員会の認定事項の更新の申請書 研究開発振興課

104 様式第13 認定再生医療等委員会の廃止の届書 研究開発振興課

105 様式第14（表面） 特定細胞加工物の製造許可の申請書 研究開発振興課

106 様式第16 特定細胞加工物の製造許可事項の変更の届書 研究開発振興課

107 様式第17 特定細胞加工物の製造許可証等の書換え交付の申請書 研究開発振興課

108 様式第18 特定細胞加工物の製造許可証等の再交付の申請書 研究開発振興課

109 様式第19（表面） 特定細胞加工物の製造許可事項の更新の申請書 研究開発振興課

110 様式第20（表面） 特定細胞加工物の製造許可等の調査の申請書 研究開発振興課

111 様式第22（第１面） 特定細胞加工物の製造認定の申請書 研究開発振興課

112 様式第24（表面） 特定細胞加工物の製造認定事項の変更の届書 研究開発振興課

113 様式第25（第１面） 特定細胞加工物の製造認定事項の更新の申請書 研究開発振興課

114 様式第26（表面） 特定細胞加工物の製造認定等の調査の申請書 研究開発振興課

115 様式第27（表面） 特定細胞加工物の製造届書 研究開発振興課

116 様式第28 特定細胞加工物の製造届出事項の変更の届書 研究開発振興課

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則（平成26年厚生労働省令第110号）

救急救命士法施行規則（平成３年厚生省令第44号）

言語聴覚士法施行規則（平成10年厚生省令第74号）

医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令（平成14年厚生労働省令第158号）

歯科医師法第16条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令（平成17年厚生労働省令第103号）



項番 改正様式・書式 様式・書式名 担当課

117 様式第29 特定細胞加工物の製造の廃止届書 研究開発振興課

118 様式第１ 特定臨床研究の実施計画の提出様式 研究開発振興課

119 様式第２ 特定臨床研究の実施計画の変更（軽微な変更を除く。）の届書 研究開発振興課

120 様式第３ 特定臨床研究の実施計画の軽微な変更の届書 研究開発振興課

121 様式第４ 特定臨床研究の中止の届書 研究開発振興課

122 様式第５（第１面） 臨床研究審査委員会の認定の申請書 研究開発振興課

123 様式第７ 臨床研究審査委員会の認定事項の変更（軽微な変更を除く。）の申請書 研究開発振興課

124 様式第８ 臨床研究審査委員会の認定事項の軽微な変更の届書 研究開発振興課

125 様式第９ 臨床研究審査委員会の認定事項の変更の届書 研究開発振興課

126 様式第10 臨床研究審査委員会の認定証の書換え交付の申請書 研究開発振興課

127 様式第11 臨床研究審査委員会の認定証の再交付の申請書 研究開発振興課

128 様式第12（第１面） 臨床研究審査委員会の認定事項の更新の申請書 研究開発振興課

129 様式第13 認定臨床研究審査委員会の廃止の届書 研究開発振興課

臨床研究法施行規則（平成30年厚生労働省令第17号）


