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移民局の雇用に基づくグリーンカード申請に関する2022年度末にお

けるFAQのトップ3 

Paxton D. Endres著 

COVID-19パンデミックの大流行は、雇用に基づく永住権（グリーンカ

ード）の申請におけるステータス調整（AOS）の申請者にいまだ影響を

与え続けています。例えば、パンデミック期間中には各国領事館の閉

鎖や移民ビザ（グリ－ンカード）手続き業務の縮小・制限がありました

が、その反動で、2022年度の雇用に基づくグリーンカードの割当て可

能枠数はほぼ2倍に増枠しました。グリーンカード割当て可能枠数の

増加、またCOVID-19パンデミックによるその他の課題は、グリーンカ

ードへのステータス調整を求める外国人従業員に多くの不確実性をも

たらしています。これらの懸念に対応するため、米国移民局（USCIS）
は最近、よくある質問（FAQ frequently asked questions）を発表し、

2022年9月に移民局が2022年度末を迎えるにあたり、雇用ベースの

AOS申請者が直面する割当て可能枠数の増加、その他の課題に関す

る問い合わせに回答しています。本稿では、そのなかでも特に注目す

べきFAQのトップ3を取り上げてご紹介します。 

1. AOS（I-485）と同時にForm I-693 (Medical Exam)を提出しなか

った申請者は、移民局から提出を要請されるまで提出を待つこと。

一般に、全ての雇用に基づくグリーンカード申請者に、入国を認められ

ないような健康状態にないことを示す健康診断書（フォームI-693）を提

出することが要求されます。フォームI-693はフォームI-485（AOS申請

書）と同時に提出する必要がないため、多くの申請者は、同時提出で

はなく、AOIの提出後に健康診断書を提出します。今回のFAQでは、

同時に提出しなかった申請者は、移民局から追加で提出を要請される

までは提出しないように（要請される前に任意のタイミングで提出して

はならない）とされました。要請されていないタイミングで健康診断書を

移民局に提出することで、AOI申請の処理自体がさらに遅延する可能

性があると警告されています。

2. 移民局が、審査中のAOSの申請カテゴリを、申請者からの移行

申請なくして移行することはありません。

雇用に基づく第一優先カテゴリー(EB- 1)と第二優先カテゴリー(EB- 2)
のグリーンカード発給割当て可能枠が比較的多いことから、移民局は

今年初め、雇用に基づくグリーンカードの第三優先カテゴリー(EB- 3)
の申請者に、申請資格があるならばEB- 3からEB- 1またはEB- 2へス

テータス調整申請のカテゴリーを移行するよう勧告しました(ご参

照 here)。それにより移民局はより多くの雇用ベースのグリーンカード

発給割当てができるからです。

とはいえ、FAQは、グリーンカード申請者が、審査中のAOS（フォーム

I-485）の申請カテゴリーを別のグリーンカード発給の可能性があるカ

テゴリーに移行することを望んでいると推測はしないと明確にしていま

す。すなわち、EB-3カテゴリーでのAOS申請者が、審査中のAOI
（Form I-485）を、をEB-1またはEB-2カテゴリーに変更したいと考える

場合、移民局に書面で申請を行わなければならず、自動で移行される

ことはありません。

3. 既にカテゴリーの移行申請を提出した申請者は、同じ移行申請を

複数重複して提出しないで下さい。

 
カテゴリーの移行申請が提出された場合、移民局は、オンライン上の

ケースステータス（Case Status Online ）で、審査中のAOS（Form I-
485）申請書のステータスについてではなく、フォームI-140についての

カテゴリの移行申請を受領した旨のステータスを表示します。または、

そのケースステータスで、移民ビザ（グリーンカード）番号が利用できな

くなったため審査を一時的に停止したというメッセージが表示されるこ

ともあります。このようにI-140についてのみの移行申請の受領のメッ

セージや審査の一時停止のメッセージが表示された申請者は、適切な

移行申請ができなかったかと思い、再度同じ移行申請を提出したくな

るかもしれません。しかし、FAQでは、移民局に提出されたAOI（I-485）
移行申請は、すべて処理されていると述べています。Case Status
Onlineに表示されるメッセージは、移民局が審査を一時停止したことを

意味するのではなく、移行申請が受理されたことを示す意味であるよう

です。FAQでは、同じ移行申請を重複して提出しないこと、そのような

重複申請をすると、審査がさらに遅れる可能性があることが述べられ

ています。

著者について

Paxton D. Endres はディキンソン・ライトのフェニックスオフィス

のアソシエイトです。電話番号は602.285.5090 Eメールは 
pendres@dickinsonwright.comです。

D I C K I N S O NW R I G H T. C  O M 

ARIZONA C ALIFORNIA FLORIDA ILL INOIS KENTUCKY MICHIGAN NE VADA OHIO TENNESSEE TEX AS 
WASHINGTON DC TORONTO 

CLIENT ALERT 
English On Page 2

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/fiscal-year-2022-employment-based-adjustment-of-status-faqs
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/fiscal-year-2022-employment-based-adjustment-of-status-faqs
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/uscis-urges-eligible-applicants-to-switch-employment-based-categories
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
mailto:pendres@dickinsonwright.com


1

CLIENT ALERT

199 BAY STREET, SUITE 2200   |   COMMERCE COURT WEST   |   TORONTO, ON M5L 1G4   |   P: 416.777.0101   |   F: 844.670.6009D I C K I N S O N W R I G H T . C O M

A R I Z O N A    C A L I F O R N I A    F LO R I D A    I L L I N O I S    K E N T U C K Y    M I C H I G A N    N E VA D A    O H I O    T E N N E S S E E    T E X A S    WA S H I N G T O N  D C    T O R O N T O

TOP THREE EMPLOYMENT-BASED USCIS ADJUSTMENT OF 
STATUS FAQS AT THE END OF FISCAL YEAR 2022 
by Paxton D. Endres

There is no denying that the COVID-19 pandemic continues to impact 
employment-based adjustment of status (AOS) applicants for legal 
permanent residence. For example, consular closures and limited 
immigrant visa processing operations during the pandemic have 
contributed to almost doubling the available number of employment-
based immigrant visas for allocation in FY 2022. These increased 
immigrant visa numbers and other challenges resulting from the 
COVID-19 pandemic have led to a number of uncertainties for foreign 
national employees seeking to adjust their status to permanent 
residence. To address some of these concerns, U.S. Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) recently published frequently asked 
questions (FAQs), responding to inquiries about the increased visa 
numbers and other challenges facing employment-based AOS 
applicants as we approach the end of FY 2022 in September. This article 
addresses my top three FAQs of particular note.

1. Applicants who did not file a Form I-693 (Medical Exam) with 
their pending adjustment of status application should wait for 
USCIS to request it.

In general, all employment-based adjustment of status applicants are 
required to submit a medical examination (Form I-693) showing that 
they are free from health conditions that would make them inadmissible. 
Since they are not required to file Form I-693 concurrently with Form 
I-485, many AOS applicants file their medical exams after they file their 
adjustment of status application. The FAQs state that those applicants 
who choose to wait should not send an unsolicited medical exam to 
USCIS. Rather, the applicant should wait until USCIS issues a request 
for initial evidence (RFI) or request for evidence (RFE) asking for the 
medical exam. By sending an unsolicited medical exam, the applicant 
is warned that this action could further delay the adjudication of the 
AOS application.

2. USCIS will not presume that applicants want to transfer the 
underlying basis of their pending Form I-485.

Given the exceptionally high number of visas available in the first (EB-
1) and second (EB-2) employment-based preference categories, USCIS 
earlier this year encouraged eligible applicants in the employment-
based third preference category (EB-3) to transfer the underlying basis 
of their adjustment of status applications from EB-3 to either EB-1 or EB-
2, if possible. (See here). Doing so would allow USCIS to allocate more 
employment-based visa numbers. However, the FAQs make it clear that 
USCIS will not presume that applicants want to transfer the underlying 
basis of their pending Form I-485 AOS applications to a petition in a 
category where a visa is available and the possibility for the transfer 

is present. Thus, if an EB-3 applicant wishes to transfer their pending 
Form I-485 AOS application to a petition classified under the EB-1 or 
EB-2 category, then they must submit a written request to USCIS.

3. Applicants who have already submitted a valid transfer of 
basis request should not submit a duplicate request.

Currently, USCIS does not automatically update the status of an 
applicant’s pending Form I-485 AOS application to show that the 
Service has received a transfer request of an underlying I-140 immigrant 
visa category basis. To make matters worse, applicants who submitted 
a transfer request may see a message in Case Status Online stating 
that USCIS has temporarily paused work on their application because 
an immigrant visa number is no longer available to the applicant. 
Applicants receiving this message or whose application has not been 
updated online might be tempted to submit another transfer of 
underlying basis request. The FAQs state that all requests to transfer 
the underlying basis of a Form I-485 AOS application received by USCIS 
will be processed. The message in the Case Status Online posting does 
not mean that USCIS has paused work on the application. Rather, USCIS 
appears to be posting the message in lieu of an automatic update 
stating that the transfer request has been received. For these reasons, 
the FAQs direct applicants not to send a duplicate request to transfer 
the underlying basis of their petition. Doing so could further delay the 
adjudication of the applicant’s AOS application.

ABOUT THE AUTHORS

Paxton D. Endres is an Associate in Dickinson Wright’s 
Phoenix office. He can be reached at 602.285.5090 or 
pendres@dickinsonwright.com.

August 31, 2022

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/fiscal-year-2022-employment-based-adjustment-of-status-faqs
https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/fiscal-year-2022-employment-based-adjustment-of-status-faqs
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

	1. AOS（I-485）と同時にForm I-693 (Medical Exam)を提出しなかった申請者は、移民局から提出を要請されるまで提出を待つこと。
	2. 移民局が、審査中のAOSの申請カテゴリを、申請者からの移行申請なくして移行することはありません。
	3. 既にカテゴリーの移行申請を提出した申請者は、同じ移行申請を複数重複して提出しないで下さい。

