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はじめに 

 

本資料は、労働安全衛生法第 13 条第２項に定める労働者の健康管理等

を行うのに必要な医学に関する知識についての研修（産業医の資格取得の

ための基礎研修）がより充実したものとなるよう、当該研修の実施機関や

講師のための参考資料として作成したものです。 

 

本資料の作成に当たっては、厚生労働省の補助事業（平成 29－30 年度）

として産業医学振興財団が開催した「産業医の資質向上に向けた産業医研

修等に関する検討委員会」において、「産業医教育における適正な教育時

間の提供に関する調査研究」（研究代表者：森 晃爾 産業医科大学教授）

等の知見を基に検討を重ね、取りまとめられました。 

 

本資料が関係者に広く活用され、産業医の資質向上に寄与できれば幸い

です。 

 

平成 30 年７月 

 

産業医の資質向上に向けた産業医研修等に関する検討委員会 

委員長 清水 英佑 
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産業医の資質向上に向けた産業医研修等に関する検討委員会 

 

【委 員】※５０音順、敬称略 

大西 洋英  独立行政法人 労働者健康安全機構 理事 

清水 英佑  公益財団法人 産業医学振興財団 理事長 

  （櫻井 治彦  公益財団法人 産業医学振興財団 前 理事長 

         平成 29 年 9月～平成 30 年 6月） 

堀江 正知  学校法人 産業医科大学 産業生態科学研究所 
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           産業保健経営学研究室 助教 
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基礎研修カリキュラム 研修目標 

 

 

 

本資料の読み方 

 

本資料では、それぞれの研修項目に関して、産業医として最低限求めら

れる役割や職務を果たせるようにするための研修目標及び研修において

説明すべきポイントを示しています。 

 

研修目標について、「◎」印は、特に重要な項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

5 
 

１．前期研修 

（１）総論（２単位） 

【目標】 

◎ 事業活動としての産業保健や果たすべき産業医の基本的な役割、倫

理規範について理解する。 

・臨床医学と産業医学の視点の違い、産業医活動の目的について 

参考）ＩＬＯ／ＷＨＯ（国際労働機関／世界保健機関）の合同委員会が採択し

た定義（1995 年） 

・産業保健専門職の専門性とその立場、活動の実践、情報の管理に

ついて 

・産業医の役割と産業医に求められる倫理的な行動について 

参考）日本産業衛生学会「産業保健専門職の倫理指針」 

 

◎ 労働安全衛生法と関連規則の体系と概要、法令で求められる労働衛

生管理体制、産業医の立場について理解する。 

・労働安全衛生法の目的（労働者の安全と健康の確保、快適な職場

環境の形成の促進、労働災害防止計画）について 

参考）労働安全衛生法第１条、第６条 

・産業医と産業医活動の法的根拠（産業医の選任、産業医の職務、

産業医の定期巡視及び権限の付与等）について 

参考）労働安全衛生法第 13 条～第 13 条の３、第 101 条、労働安全衛生規則第

13 条～第 15 条の２、第 98 条の２ 

・総括安全衛生管理者、衛生管理者の職務、産業医との役割の違い

について 

参考）労働安全衛生法第 10 条、第 12 条、労働安全衛生規則第 12 条 

 

◎ 事業者が果たすべき安全配慮義務、適切な配慮をするために産業医

が事業者に適切に意見を述べる必要性について理解する。 

・事業者に求められる安全配慮義務について 

・安全配慮義務の履行には、医学的な知識や判断が必要な場合があ

ることについて 

参考）労働契約法第５条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身

体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする

ものとする。」 
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◎ 産業保健活動の対象となる疾病について理解する。 

・職業病、作業関連疾患、私傷病について 

・労災補償制度と業務上疾病 

参考）業務上の疾病の一覧 「労働基準法施行規則第 35 条及び別表第一の二」 

ILO 第 194 号勧告に付属する「職業病の一覧表」 

作業関連疾患の定義（WHO）「疾患の発症、増悪に関与する数多くの要因

の一つとして作業（作業態様、作業環境、作業条件等）に関連した要因

も考えられる疾患の総称」 

  

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 労働衛生行政、労働衛生関係法規・関係通達 

２） 労働衛生管理体制 

３） 産業医の在り方、職務と倫理 

４） 労働衛生活動の企画・評価、リスクアセスメント、労働安全衛生

マネジメントシステム 

５） 企業外労働衛生機関、外部諸機関 

６） 職場巡視 

７） 衛生委員会 

８） 労働衛生教育 

９） 危機管理 

10） 労働契約、安全配慮義務 

11） 労災補償、災害や疾病の原因調査 

12） これからの産業保健 
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（２）健康管理（２単位） 

【目標】 

◎ 労働者のプライバシーに配慮した上で、必要に応じて健康情報を開

示するプロセスについて理解する。 

・健康情報を事業者に開示すべき場合と必要なプロセスについて 

参考）「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たって

の留意事項」 

・労働安全衛生法第 104 条、第 105 条 

参考）「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講

ずべき措置に関する指針」 

 

◎ 一般健康診断の結果に基づいて労働者の健康を保持するために必

要な措置について理解する。 

・健康診断の事後措置について 

参考）労働安全衛生規則第 43 条～第 45 条、「健康診断結果に基づき事業者が

講ずべき措置に関する指針」、事業者に求められる安全配慮義務に関す

る判例 

 

◎ 過重労働による健康影響を防止するために事業者が講ずべき措置

と産業医の役割について理解する。 

・過重労働による健康影響と必要な健康管理について 

参考）過重労働による健康影響（循環器疾患、精神障害・自殺）について医学

的なエビデンス、労災認定基準の変遷、「過重労働による健康障害防止

のための総合対策」 

 

◎ 配慮を要する労働者（障害者、高年齢労働者、がんなどの疾病罹患

者）に対して事業者が実施すべき配慮と産業医の役割について理解す

る。 

・配慮を要する労働者の範囲、配慮実施のプロセス、実施すべき配

慮の具体例について 

参考）「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」、

障害者差別解消法、「障害者差別禁止指針」、「合理的配慮指針」 

がん対策基本法第 8 条（事業主の責務）及び第 20 条（がん患者の雇用の

継続等） 
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◎ 女性労働者、妊産婦に対して事業者が実施すべき配慮と産業医の役

割について理解する。 

・女性労働者、妊産婦に対して実施すべき配慮、健康管理の法的根

拠について 

参考）労働基準法、女性労働基準規則、電離放射線障害防止規則、男女雇用機

会均等法、育児・介護休業法及び「母性健康管理指導事項連絡カード」 

 

○ 海外派遣労働者の健康管理において事業者が実施すべき事項につ

いて理解する。 

・海外派遣労働者への派遣前教育、派遣中健康診断、渡航先医療情

報の収集、医療保険等について 

参考）労働安全衛生規則第 45 条の２ 

 

○ 受動喫煙対策として事業者が実施すべき事項について理解する。 

・事業者に求められる受動喫煙防止対策について 

参考）労働安全衛生法 68 条の２、「労働安全衛生法の一部を改正する法律に基

づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 労働者の健康情報の取扱い 

２） 健康診断と事後措置・保健指導 

３） 長時間労働者に対する面接指導 

４） 主治医との連携、健康管理の機能 

５） 就業適性、職場復帰 

６） 中高年齢労働者の健康管理 

７） 女性・年少労働者の健康管理 

８） 障害者の健康管理 

９） 海外勤務労働者・外国人労働者の健康管理 

10） 非正規雇用労働者・単身赴任者の健康管理 

11） 健康教育・健康相談の事例 

12） 職場における健康管理活動の企画・評価 

13） 職場における輸入感染症対策 

14） 職場における受動喫煙防止活動 

15） 治療と職業生活の両立支援 
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（３）メンタルヘルス対策（１単位） 

【目標】 

◎ メンタルヘルス対策の重要性について理解する。 

・メンタルヘルス対策の重要性について 

参考）精神障害の労災認定基準、労災認定件数や労働者の自殺者数 

 

◎ 事業者に求められるメンタルヘルス対策について理解する。 

・事業者に求められるメンタルヘルス対策、こころの健康づくり計

画の策定について 

参考）「労働者の心の健康の保持増進のための指針」 

 

◎ メンタルヘルス不調者の職場復帰支援のプロセス、事業者・上司・

主治医・産業医の役割について理解する。 

・職場復帰支援のために必要な規定、体制、産業医が果たすべき職

務について 

参考）「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」 

 

◎ ストレスチェック制度の概要を理解し、産業医の役割と留意すべき

事項について理解する。 

・ストレスチェック制度の目的、概要、義務化された事項と事業者

が判断する事項、労働者のプライバシーに配慮すべき事項、実施

者・実施事務従事者・事業者の役割について 

参考）「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに

面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 職場におけるストレス対策 

２） 労働者のメンタルヘルス不調への対応 

３） 産業医の職務としてのストレスチェック 
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（４）健康保持増進（１単位） 

【目標】 

○ 職域で実施される健康保持増進対策の必要性と推進に必要な計画、

体制、健康保持増進措置の内容について理解する。 

・健康保持増進対策の基本的な考え方、健康保持増進計画の策定、

推進体制の確立、健康保持増進措置の内容について 

参考）「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 健康測定、トータル・ヘルスプロモーション・プラン 

２） 職場における健康づくりスタッフ 

３） 職場における健康づくりの事例 
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（５）作業環境管理（２単位） 

【目標】 

◎ 代表的な職業性疾病とその原因となる化学物質と健康障害防止の

ために必要な対策について理解する。 

・職業性疾病の防止が依然として重要な課題であることについて 

参考）化学物質による職業性疾病（例：がん、じん肺、職業がん、間質性肺炎）

の発生数、原因となった化学物質及びその用途、一定の危険性・有害性

が確認されている化学物質のリスクアセスメントの義務化、新規化学物

質の有害性の調査 

 

◎ 作業環境測定の目的、概要、結果に基づき当該労働者の健康を保持

するために就業上の必要な措置について理解する。 

・有害業務管理の基本的な考え方（元から断つ、遮蔽する、距離を

置く、接触する時間を短くする）、化学物質の発散の防止、作業

環境測定を実施すべき場所、作業環境測定のデザイン、管理濃度

と許容濃度の定義について 

参考）日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告」 

 

◎ 特殊健康診断の目的、概要、結果に基づき当該労働者の健康を保持

するために就業上の必要な措置について理解する。 

・特殊健康診断の種類（法定健診・指導勧奨）、各特殊健康診断の

検査項目と生物学的モニタリング、健康管理手帳制度について 

 

○ 粉じん障害防止対策の重点課題について理解する。 

・粉じん障害防止対策の重点課題について 

参考）粉じん障害防止規則、粉じん障害防止総合対策 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 作業環境測定と評価 

２） 管理濃度と許容濃度 

３） 生物学的モニタリング 

４） 作業環境の改善 

５） 環境対策設備 

６） 一般環境の衛生管理 
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（６）作業管理（２単位） 

【目標】 

◎ 作業時間の管理と適切な作業姿勢及び適切な保護具の選定・使用・

管理方法について理解する。 

・適切な作業管理の基本的な考え方と負担の多い作業姿勢、ばく露

を減らすための作業時間の管理、労働衛生保護具の種類や適切な

保護具の選定と使用・管理方法について 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 労働生理 

２） 人間工学 

３） 作業時間、作業方法、作業姿勢の改善 

４） 労働衛生保護具 
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（７）有害業務管理（２単位） 

【目標】 

◎ 代表的な職業性疾病とその原因となる物理的因子、作業態様、健康

障害防止のために必要な対策について理解する。 

・職業性疾病の防止が依然として重要な課題であることについて 

参考）物理的因子、作業態様に起因する疾病（例：熱中症、腰痛、振動障害な

ど）の発生数、傾向 

 

◎ 代表的な職業性疾病とその原因となる化学物質、及び健康障害防止

のために必要な対策について理解する。 

・職業性疾病の防止が依然として重要な課題であることについて 

参考）化学物質による疾病（例：がん、じん肺、職業がん、間質性肺炎など）

の発生数、原因となる化学物質及びその用途 

 

◎ 健康障害の防止と健康障害の原因調査、再発防止対策の考え方につ

いて理解する。 

・有害業務管理の基本的な考え方（元から断つ、遮蔽する、距離を

置く、接触する時間を短くする）、化学物質の発散の防止、作業

環境測定を実施すべき場所、作業環境測定のデザイン、管理濃度

と許容濃度の定義について 

参考）日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告」 

・ひとつの有害要因を取り上げ、有害要因とばく露（作業時間・頻

度）を基にリスクを評価し、対策の要否の検討、必要な対策の実

施までの一連の流れを説明する。 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 物理的有害業務の管理（暑熱、騒音・振動、放射線、重量物、異

常気圧） 

２） 化学的有害業務の管理（粉じん、金属、有機溶剤、ガス、酸素欠

乏等） 

３） その他の有害業務の管理（病原体等生物学的因子、VDT 等） 
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（８）産業医活動の実際（２単位） 

【目標】 

◎ 取り組むべき課題の把握、優先順位付け、取組の計画から評価まで

の一連の流れを知ることにより、実際の産業医活動をイメージできる。 

・事例として紹介する事業場について、事業場における全ての健康

障害リスクとニーズに優先順位を付けて取り組み、活動の評価・

改善を行う一連の流れを紹介することが望ましい。 

・一連の流れの中で、職場巡視、衛生委員会への出席、従業員との

面談などの具体的活動が位置づけられて説明されることが望ま

しい。 

・事例として紹介する事業場は、次に示すものが含まれていること

が望ましい。 

① 中小企業 

② 医療・介護・サービス業など心理社会的健康障害要因がある事

業場 

③ 運輸業・製造業など化学的・物理的健康障害要因がある事業場 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 産業医活動の事例 

２） 作業環境・作業管理の実際 

３） 職場巡視と事後討論 

４） 健康診断結果の活用 

５） 作業関連疾患の管理 

６） 健康づくりの実際 

７） 救急処置 
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２．実地研修 

（１）健康管理 

【目標】 

◎ 一般健康診断の結果に基づいて労働者の健康を保持するために必

要な措置について意見を述べることができる。 

 一般健康診断の結果に基づく就業上の措置を実施するための体制

の構築や手順の策定について助言指導を行うことができる。 

・健康診断の事後措置について 

参考）労働安全衛生規則第 43 条～第 45 条、「健康診断結果に基づき事業者が

講ずべき措置に関する指針」、判例（事業者に求められる安全配慮義務） 

・事例を基にディスカッション形式で実施することが望ましい。 

 

◎ 長時間労働者に対する面接指導を行い、対象者の心身の健康状態や

疲労蓄積度、抑うつ等の評価を行い、必要に応じて医療機関への紹介

や労働者の健康を保持するために必要な措置について意見を述べる

ことができる。 

 過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置に

関して助言指導を行うことができる。 

・過重労働による健康影響と必要な健康管理について 

参考）労働安全衛生法第 66 条の８～第 66 条の９、労働安全衛生規則第 52 条の

２～第 52 条の８、過重労働による健康影響（循環器疾患、精神障害・自

殺）についての医学的なエビデンス、労災認定基準の変遷、「過重労働

による健康障害防止のための総合対策」 

「長時間労働者への面接指導マニュアル」 

・事例を基にディスカッション形式で実施することが望ましい。 
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◎ 配慮を要する労働者（障害者、高年齢労働者、がんなどの疾病罹患

者）の健康管理を目的とした面接指導を実施し、職務適性について評

価を行うことができる。 

配慮を実施するための体制の構築や手順の策定について助言指導

を行うことができる。 

・配慮を要する労働者の範囲、配慮実施のプロセス、実施すべき配

慮の具体例について 

参考）「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」、

障害者差別解消法、「障害者差別禁止指針」、「合理的配慮指針」 

がん対策基本法第 8 条（事業主の責務）及び第 20 条（がん患者の雇用の

継続等） 

・事例を基にディスカッション形式で実施することが望ましい。 

 

◎ 配慮を要する労働者（女性労働者、妊産婦）の健康管理を目的とし

た面接指導を実施し、職務適性について評価を行うことができる。 

配慮を実施するための体制の構築や手順の策定について助言指導

を行うことができる。 

・女性労働者、妊産婦に対して実施すべき配慮、健康管理の法的根

拠について 

参考）労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び「母性健康管

理指導事項連絡カード」 

・事例を基にディスカッション形式で実施することが望ましい。 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 健康診断結果の読み方 

２） 健康診断結果に基づく事後措置の事例 

３） 長時間労働者の面接指導の実際 

４） 健診データの解析 

５） 治療と職業生活の両立支援 
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（２）じん肺の胸部エックス線検査 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） フイルム読影 

２） 管理区分の決定 
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（３）メンタルヘルス対策 

【目標】 

◎ こころの健康づくり計画の策定について助言指導を行うことがで

きる。 

・事業者に求められるメンタルヘルス対策、こころの健康づくり計

画の策定について 

参考）「労働者の心の健康の保持増進のための指針」 

・事例を基にディスカッション形式で実施することが望ましい。 

 

◎ 復職支援プログラムの策定・実施に関する体制・規定の整備につい

て助言指導を行うことができる。 

メンタルヘルス不調者に面談を行い、面談結果や主治医の意見を基

に職場で必要な措置について意見を述べることができる。 

・職場復帰支援のために必要な規定、体制、産業医が果たすべき職

務について 

参考）「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」 

・事例を基にディスカッション形式で実施することが望ましい。 

 

◎ ストレスチェック制度で面接指導を申し出た労働者に面談を行い、

必要に応じて医療機関への紹介や労働者の健康保持するために必要

な措置について意見を述べることができる。 

ストレスチェックの企画と実施、結果の分析と改善策について助言

指導を行うことができる。 

・ストレスチェック制度における産業医の職務について 

参考）「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに

面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」 

「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成

マニュアル」 

・事例を基にディスカッション形式で実施することが望ましい。 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） メンタルヘルス不調の事例 

２） 疲労対策の事例 

３） カウンセリングの実際 

４） 産業医の職務としてのストレスチェック 
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（４）健康保持増進 

【目標】 

○ 健康保持増進対策への参画をすることができる。 

健康教育の計画と実施に関して助言指導を行うことができる。 

・健康保持増進対策及び保険者の義務である特定健康診査・特定保

健指導制度について 

参考）「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 健康測定 

２） 運動プログラム、運動指導の実際 

３） 栄養指導の実際 

４） 保健指導の実際 

５） 指導結果の事後措置 
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（５）救急処置 

【目標】 

○ 職場で発生し得る救急処置を想定し、適切に対応できるような体制

と必要な物品、必要な教育について助言指導を行うことができる。 

・酸欠等の業務上傷病の発生数と発生場所について 

・AED を設置すべき場所と設置に際して実施すべき教育について 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 酸素欠乏、急性中毒等 

２） AED（自動体外式除細動器）の活用 

 

  



 

21 
 

（６）作業環境管理・作業管理 

【目標】 

◎ 作業環境測定の企画と実施方法に関して助言指導を行うことがで

きる。 

作業環境測定の結果を評価し必要な対策について助言指導を行う

ことができる。 

・有害業務管理の基本的な考え方（元から断つ、遮蔽する、距離を

置く、接触する時間を短くする）、作業環境測定を実施すべき場

所、作業環境測定のデザイン、管理濃度と許容濃度の定義につい

て 

参考）日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告」 

・安全データシート（SDS）や作業環境測定結果報告書の実例など

を取り上げて、参加型の講義をすることが望ましい。 

 

◎ 作業時間の管理、作業姿勢、労働衛生保護具の選定、使用・管理方

法について助言指導を行うことができる。 

・職業性疾病の防止が依然として重要な課題であることについて 

参考）物理的因子による疾病と作業態様に起因する疾病（例：熱中症、腰痛、

振動障害など）の発生数、傾向 

・労働衛生保護具を手に取り示したり、測定器を実際に取り扱う機

会を設けるなど参加型の講義が望ましい。 

 

◎ 作業環境管理、作業時間の管理、作業姿勢、労働衛生保護具の選定、

使用・管理方法について助言指導を行うことができる。 

・ひとつの有害要因を取り上げ、有害要因とばく露（作業時間・頻

度）を基にリスクを評価し、対策の要否の検討、必要な対策の実

施までの一連の流れを説明する。 

・労働衛生保護具を手に取り示したり、測定器を実際に取り扱う機

会を設けるなど参加型の講義が望ましい。 
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◎ 特殊健康診断の問診及び診察ができる。 

特殊健康診断の結果に基づき当該労働者の健康を保持するために

就業上の必要な措置について意見を述べることができる。 

・特殊健康診断の種類（法定健診・指導勧奨）、各特殊健康診断の

検査項目と生物学的モニタリング、健康管理手帳の制度について 

・特殊健康診断結果などの実例を取り上げて、参加型の講義とする

ことが望ましい。 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 作業環境、生体影響の測定方法、測定器具、管理区分の決定 

① 一般環境（温度、湿度、風速、照度、その他） 

② 温熱環境（温度、輻射熱、WBGT） 

③ 騒音環境（騒音レベル、周波数分析、オージオグラフィー） 

④ 振動環境（振動レベル、振動覚検査） 

⑤ 粉じん（デジタル粉じん計、吸入性粉じん、肺機能検査） 

⑥ 化学物質（サンプリング、ガスクロマトグラフィー、原子吸光

分析、ガス検知管） 

⑦ 生物学的モニタリング（有機溶剤、鉛等） 

２） 作業管理の実際 

① 作業強度、作業姿勢などの評価 

② 労働衛生保護具の適正な選択と使用の方法 

３） 作業環境や作業の改善の事例 
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（７）職場巡視と討論 

【目標】 

◎ 職場巡視を適切に実施し、職場に存在する健康障害要因の同定・評

価をし、職場巡視報告書を作成し、改善が必要な要因の改善等につい

て助言指導を行うことができる。 

・職場巡視の方法、職場に存在する健康障害要因とその評価の方法、

職場巡視報告書の記載方法とその留意点について 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 職場巡視の方法、評価、記録 

２） 職場巡視マニュアルの利用 

３） 職場巡視と事後討論 

４） 事例の検討 
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３．後期研修 

（１）総論 

【目標】 

◎ 臨床医学と産業医学の視点の違いを理解し、産業医活動を実践でき

る。 

・臨床医学と産業医学の視点の違い、産業医活動の目的について 

参考）ＩＬＯ／ＷＨＯ（国際労働機関／世界保健機関）の合同委員会が採択し

た定義（1995 年） 

 

◎ 産業医の役割と産業医に求められる倫理的な行動を理解し、産業医

活動を実践できる。 

・産業保健専門職の専門性とその立場、活動の実践、情報の管理に

ついて 

・産業医の役割と産業医に求められる倫理的な行動について 

参考）日本産業衛生学会「産業保健専門職の倫理指針」 

 

◎ 産業医と事業者の役割の違いを理解し、産業医活動を実践できる。 

・産業医と産業医活動の法的根拠（産業医の選任、産業医の職務、

産業医の定期巡視及び権限の付与等）について 

参考）労働安全衛生法第 13 条～第 13 条の３、第 101 条、労働安全衛生規則第

13 条～第 15 条の２、第 98 条の２ 

・総括安全衛生管理者、衛生管理者の職務、産業医との役割の違い

について 

参考）労働安全衛生法第 10 条、第 12 条、労働安全衛生規則第 12 条 

 

◎ 事業者に求められている安全配慮義務を理解し、必要に応じ事業者

に助言指導できる。 

・事業者に求められる安全配慮義務について 

・安全配慮義務の履行には、医学的な知識や判断が必要な場合があ

ることについて 

参考）労働契約法第５条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身

体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする

ものとする。」 
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◎ 労働衛生行政の動きを理解し、産業医に求められている役割を理解

し実践できる。 

・最近の労働衛生行政の動きとして、労働災害防止計画を説明し、

また、産業保健に関する有用な情報源を紹介する 

参考）労働災害防止計画 

 

◎ 産業医活動で不明な点を自身で調べることができ、地域資源を活用

できる。 

・産業保健活動に利用可能な地域資源として、地域産業保健センタ

ーや産業保健総合支援センターの活動などを紹介する 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 産業医の在り方、職務と倫理の実際 

２） 事業者や労働組合等との連携協力の実際 

３） 衛生委員会の活性化 

４） リスクアセスメント・労働安全衛生マネジメントシステムの実際 

５） 産業保健における統計の活用 

６） 産業保健に関する情報源 

７） 産業保健活動の評価 

８） 労災補償・災害防止の実際 

９） 地域産業保健センターにおける活動 

10） 環境因子の健康影響に関する最近の話題 

11） 産業保健と地域保健の連携 

12） 産業保健の歴史・課題・将来の動向 

13） 職場別の労働衛生活動 

14） 産業医活動をめぐる法的な課題 

15） 最近の労働衛生行政 

16） 産業医の職務に関係する労働衛生関係法規の改正 
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（２）労働衛生管理体制（総括管理） 

【目標】 

○ 派遣労働者の健康管理において、派遣先事業者が実施すべき事項と

産業医の役割について理解する。 

・派遣労働者の安全衛生確保の基本的な考え方と重点事項について 

参考）「派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について」 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 産業保健活動の経済的評価 

２） 企業の社会的責任（CSR）としての産業保健 

３） 雇用形態の多様化と産業保健 

４） 産業構造の変化と産業保健 

５） 労働衛生管理に関する最近の話題 
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（３）健康管理 

【目標】 

◎ 一般健康診断の結果に基づいて労働者の健康を保持するために必

要な措置について意見を述べることができる。 

一般健康診断の結果に基づく就業上の措置を実施するための体制

の構築や手順の策定について助言指導を行うことができる。 

・健康診断の事後措置について 

参考）労働安全衛生規則第 43 条～第 45 条、「健康診断結果に基づき事業者が

講ずべき措置に関する指針」、事業者に求められる安全配慮義務に関す

る判例 

 

◎ 長時間労働者に対する面接指導を行い、対象者の心身の健康状態や

疲労蓄積度、抑うつ等の評価を行い、必要に応じて医療機関への紹介

や労働者の健康を保持するために必要な措置について意見を述べる

ことができる。 

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置に

関して助言指導を行うことができる。 

・過重労働による健康影響と必要な健康管理について 

参考）労働安全衛生法第 66 条の８～第 66 条の９、労働安全衛生規則第 52 条の

２～第 52 条の８、過重労働による健康影響（循環器疾患、精神障害・自

殺）について医学的なエビデンス、労災認定基準の変遷、「過重労働に

よる健康障害防止のための総合対策」 

 

◎ 配慮を要する労働者（障害者、高年齢労働者、がんなどの疾病罹患

者）の健康管理を目的とした面接指導を実施し、職務適性について評

価を行うことができる。 

配慮を実施するための体制の構築や手順の策定について助言指導

を行うことができる。 

・配慮を要する労働者の範囲、配慮実施のプロセス、実施すべき配

慮の具体例について 

参考）「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」、

障害者差別解消法、「障害者差別禁止指針」、「合理的配慮指針」 
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◎ 配慮を要する労働者（女性労働者、妊産婦）の健康管理を目的とし

た面接指導を実施し、職務適性について評価を行うことができる。 

配慮を実施するための体制の構築や手順の策定について助言指導

を行うことができる。 

・女性労働者、妊産婦に対して実施すべき配慮、健康管理の法的根

拠について 

参考）労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び「母性健康管

理指導事項連絡カード」 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 職業性疾病の予防 

２） 労働者の健康情報の保護と活用 

３） 健康診断と事後措置の事例 

４） 長時間労働者の面接指導の事例 

５） 職場復帰の事例 

６） 中高年齢労働者の健康管理の事例 

７） 女性労働者の健康管理、母性保護の事例 

８） 障害者の健康管理の事例 

９） 海外勤務労働者・外国人労働者の健康管理の事例 

10） 非正規雇用労働者・単身赴任者の健康管理の事例 

11） 健康教育・健康相談の事例 

12） 健康管理活動の評価の事例 

13） 健康診断・面接指導に関する新しい知見 

14） 健康管理に関する最近の話題 

15） 健康管理に関する省令改正 

16） 職場における輸入感染症対策 

17） 職場における受動喫煙防止活動 

18） 治療と職業生活の両立支援 
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（４）メンタルヘルス対策 

【目標】 

◎ こころの健康づくり計画の策定について助言指導を行うことがで

きる。 

・事業者に求められるメンタルヘルス対策、こころの健康づくり計

画の策定について 

参考）「労働者の心の健康の保持増進のための指針」 

 

◎ 復職支援プログラムの策定・実施に関する体制・規程の整備につい

て助言指導を行うことができる。 

メンタルヘルス不調者に面談を行い、面談結果や主治医の意見を基

に職場で必要な措置について意見を述べることができる。 

・職場復帰支援のために必要な規程、体制、産業医が果たすべき職

務について 

参考）「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」 

 

◎ ストレスチェック制度で面接指導を申し出た労働者に面談を行い、

必要に応じて医療機関への紹介や労働者の健康を保持するために必

要な措置について意見を述べることができる。 

ストレスチェックの企画と実施、結果の分析と改善策について助言

指導を行うことができる。 

・ストレスチェック制度における産業医の職務について 

参考）「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに

面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 職場におけるメンタルヘルス対策の事例 

２） 労働者のストレスマネジメント 

３） 労働者のメンタルヘルス不調への対応の事例 

４） 産業医の職務としてのストレスチェック 
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（５）健康保持増進 

【目標】 

○ 健康保持増進対策への参画をすることができる。 

健康教育の計画と実施に関して助言指導を行うことができる。 

・健康保持増進対策及び保険者の義務である特定健康診査・特定保

健指導制度について 

参考）「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 職場における健康づくりの事例 

２） 健康測定 

３） 特定健康診査・特定保健指導について 
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（６）作業環境管理 

【目標】 

◎ 作業環境測定の企画と実施方法に関して助言指導を行うことがで

きる。 

作業環境測定の結果を評価し必要な対策について助言指導を行う

ことができる。 

・有害業務管理の基本的な考え方（元から断つ、遮蔽する、距離を

置く、接触する時間を短くする）、作業環境測定を実施すべき場

所、作業環境測定のデザイン、管理濃度と許容濃度の定義につい

て 

・作業環境測定と作業環境改善の具体的実例について 

参考）日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告」 

・快適な職場環境を形成するための措置（作業環境、作業方法、疲

労回復のための施設・設備等）について 

参考）事務所衛生基準規則、「VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドラ

イン」 

 

◎ 特殊健康診断の問診及び診察ができる。 

特殊健康診断の結果に基づき当該労働者の健康を保持するために

就業上の必要な措置について意見を述べることができる。 

・特殊健康診断の種類（法定健診・指導勧奨）、各特殊健康診断の

検査項目と生物学的モニタリング、健康管理手帳制度について 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 作業環境測定と評価 

２） 生物学的モニタリング 

３） 作業環境改善と評価の事例 
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（７）作業管理 

【目標】 

◎ 作業時間の管理、作業姿勢、労働衛生保護具の選択、使用・管理方

法について助言指導を行うことができる。 

・職業性疾病の防止が依然として重要な課題であることについて 

参考）物理的因子による疾病と作業態様に起因する疾病（例：熱中症、腰痛、

振動障害など）の発生数、傾向 

・労働衛生保護具の種類や適切な保護具の選定と使用・管理方法に

ついて 

・作業管理の具体的事例について 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 作業管理の事例 

作業負荷の改善、標準作業の設定、ストレス管理、作業者の教育

訓練等 

２） 安全管理の事例 

ヒューマン・エラー対策、労働生理・人間工学からの改善 

３） 労働衛生保護具の選択と使用 
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（８）有害業務管理 

【目標】 

◎ 代表的な職業性疾病とその原因となる物理的因子、作業態様、健康

障害防止のために必要な対策について助言指導できる。 

・職業性疾病の防止が依然として重要な課題であることについて 

参考）物理的因子による疾病と作業態様に起因する疾病（例：熱中症、腰痛、

振動障害など）の発生数、傾向 

・有害業務の具体的実例について 

 

◎ 代表的な職業性疾病とその原因となる化学物質と健康障害防止の

ために必要な対策について助言指導できる。 

・職業性疾病の防止が依然として重要な課題であることについて 

参考）化学物質による疾病（例：がん、じん肺、職業がん、間質性肺炎など）

の発生数、原因となる化学物質及びその用途 

・有害業務の具体的実例について 

 

◎ 作業環境管理、作業時間の管理、作業姿勢、労働衛生保護具の選定、

使用・管理方法について助言指導を行うことができる。 

  健康障害の防止と健康障害の原因調査、再発防止対策について助言

指導できる。 

・ひとつの有害要因を取り上げ、有害要因とばく露（作業時間・頻

度）を基にリスクを評価し、対策の要否の検討、必要な対策の実

施までの一連の流れを説明する。 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 高温・低温環境下の業務の事例 

２） 騒音業務の事例 

３） 振動業務の事例 

４） 異常気圧下の業務の事例 

５） 電離放射線・非電離放射線取扱い業務の事例 

６） 重量物取扱い業務の事例 

７） 筋・骨格系の作業負荷のある業務の事例 

８） 粉じん業務の事例 
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９） 有機溶剤取扱い業務の事例 

10） 酸素欠乏危険業務の事例 

11） 化学物質取扱い業務の事例 

12） 生物学的要因の負荷の事例 

13） 過重労働・心理的負荷の事例 

14） 職場別の有害業務対策の事例 
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（９）労働衛生教育 

【目標】 

○ 労働衛生教育の企画と実施に関して助言指導をできる。 

・法令で求められる労働衛生教育と具体的実例について 

 

【研修内容】 

 以下の事項について説明する。 

１） 雇入時の労働衛生教育の事例 

２） 管理監督者の労働衛生教育の事例 

３） 有害業務の特別教育の事例 

 

 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




