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要約 

病院で働く医療従事者の子どもを預かる院内保育所では、感染症が流行しやすいことがこれまでに指

摘されている。本稿では、その原因を明らかにすることを目的として院内保育所の実地調査および院内

保育所保育士に対する質問紙調査を実施した。院内保育所では既存の施設を改修して、保育所として利

用している院内保育所と保育所として建物を新設した保育所がある。既存の施設を保育所として利用し

ている保育所に勤務する保育士の多くが、感染症が流行しやすい環境であることを強く認識しているこ

とが確かめられた。また、実地調査からは保育所内の設備が不十分であるために、感染症が発生しやす

い状況が生じている保育所があることが確かめられた。 
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1．はじめに 

院内保育所とは、病院で働く医療従事者のために設置された保育所である。病院で働く医療従事者は

夜間、休日などの勤務、患者の容態に合わせた勤務を行っている。しかし、夜間や休日に利用すること

ができる保育所や急な延長保育に対応しているといった保育所は少ない。そこで、医療従事者の勤務に

対応した保育を行う保育所として院内保育所が設置、整備されている。 

院内保育所についてはこれまで保育のための設備の不十分さ、運営費の不足、保育内容の不十分さな

どが問題点として指摘されてきた （西村・徳田，2009）。そのなかの一つとして、感染症が発生、流行

しやすい環境であることが挙げられる（西村，2012）。院内保育所に限らず、保育所では感染症が流行

しやすい。全国の認可保育所を対象とした調査においては、保育所における感染症発生に関する設備面

の課題として、感染症を発症した子どもを個別保育する部屋がないこと、保健室がないことなどが指摘

されている（松原・村山・並木・上別府，2014）。院内保育所はその多くが認可外保育所であり、設備

が不十分であるため、認可保育所以上に感染症の発生しやすい環境が生じていることが推測される。し

かし院内保育所の感染症発生状況や環境面の課題についての研究はこれまでに行われておらず、その実

態は明らかではない。そこで、本稿では院内保育所における実地調査（調査 1）および院内保育所保育

士を対象とした質問紙調査 （調査2）を通じて院内保育所における感染症発生の背景を明らかにするこ

とを目的とする。 

原著 
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2．調査1 院内保育所における実地調査 

調査1では、院内保育所において保育者が抱えている環境面の課題を明らかにすることを目的とする。 

（1）方法  

①調査対象 

院内保育所のなかには、1 年のうち利用者が希望する期間のみ開所し、それ以外の期間は一時的に休

園している状態の保育所がある。これらの園は調査対象から除外し、継続して1年以上保育を行ってい

る院内保育所6ヶ所を対象とした。 

②手続き 

院内保育所6ヶ所に対して調査依頼を行い、調査への同意の得られた院内保育所に訪問し、保育者に

対して保育所の環境面の課題について、半構造化面接を行った。調査結果を利用児数、保育者数、院内

保育所の施設の状況、利用可能年齢、保育室数、部屋の構造、24時間保育の実施状況、途中入園児数に

分けて整理した。 

③調査期間 

2013年6月～2014年1月であった。 

④倫理的配慮 

調査依頼時および訪問時に調査により得られた情報は厳重に管理されること、対象施設が特定されな

いこと、調査への参加・不参加は自由であり、調査に参加しない場合であっても不利益を被らないこと

を説明し、同意を得たうえで調査を実施した。 

 

（2）結果と考察 

調査対象となった院内保育所の概要を表1に示す。院内保育所の利用可能年齢を尋ねたところ、すべ

ての保育所において乳児の保育が可能であった。院内保育所は医療従事者の早期の職場復帰を目的とし

て設置されていることが多く、産休明けすぐから保育を行うことが多い。全国の院内保育所を対象とし

た院内保育所実態調査をみても、院内保育所の在園児は年齢の低い乳児の割合が高いことがわかる（日

本医療労働組合連合会，2015）。乳児は免疫力が弱く、感染症に罹患しやすい。さらに、小学生以上の

子どもの預かりを行っている保育所があった（保育所 A、C、F）。院内保育所では夜間や休日に保護者

が出勤になる場合、小学生以上の子どもを預かるケースがある。小学生が院内保育所を利用する場合に

は、小学生の周囲で流行している感染症が保育所内に持ち込まれる可能性があると考えられる。 

次に、院内保育所の設置場所について尋ねた。院内保育所は、病院の病棟や看護師寮、倉庫など既存

の施設を改修して保育所として使用する場合（以下、既存施設利用型とする）と、保育所として建物を

新たに造る場合（以下、新設型とする）に分けられる。今回の調査対象となった院内保育所は既存施設

利用型が3園、新設型が3園であった。また、今回の調査では、回答の得られたすべての園が病院から

離れた場所に設置されていた。 
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表1．院内保育所の概要 

保育所名 A B C D E F 
利用児数 30名 7名 51名 65名 98名 88名 
保育者数 9名 9名 12名 14名 28名 22名 
既存/新設 既存 新設 新設 既存 既存 新設 
利用可能年齢 0～制限なし 0～2歳まで 0~12歳 0~6歳 0~6歳 0~12歳 
保育室数 3 4 4 5 8 5 
部屋の構造 固定 固定 可動 固定 可動 可動 
24時間保育 あり なし あり あり あり あり 
途中入園児数 約10名／年 約10名／年 約10名／年 約15名／年 約20名／年 約20名／年 

 

院内保育所の保育環境を観察したところ、クラスによって大人用の手洗い場のみが設置されており、

保育者の付き添いなしでは手洗いをすることができない施設があった（保育所 D、E、F）。これらの保

育所では、保育者が子どもを抱き上げて手洗いをさせる、食事前には濡らしたタオルで手を拭くといっ

たことで対応していた。保育所における感染予防を行う際には流水とせっけんでの手洗いが推奨されて

いる（厚生労働省，2012）。しかし、院内保育所のなかには手洗い場がなく、流水やせっけんでの手洗

いができない保育所があることが確かめられた。さらに、この環境は身辺自立の観点からみても問題が

ある。乳児のように自分で手洗いやうがいをすることが難しい年齢の子どもであれば、濡らしたタオル

で手を拭くといった対応でもよい。しかし、生活習慣を身につける年齢になれば手洗いやうがいなど身

辺自立の方法を教え、練習していく必要がある。保育所には身辺自立を促すために、自分で身の回りの

始末ができる環境を整えることが求められる。院内保育所では、これらの環境が整っていないことによ

り、感染予防ができないだけでなく、身辺自立を妨げることにもつながってしまう。 

また、保育所Eでは子どもの人数に比してトイレの数が少ないため、年長児が保育者用のトイレを使

用することで数の少なさを補っていた。排泄物が感染源となる感染症は多く、トイレは強力な感染経路

のひとつである。少数のトイレを多くの子どもや保育者で共用することは、子どもから保育者もしくは

保育者から子どもへと感染症が拡大することにつながりかねない。 

また、表1からは院内保育所では途中入園児数が多いことがわかる。これは、医師や看護師が産休明

けに職場に復帰する際にすぐに受け入れられるようにするためである。年度途中に在園児数が増加した

場合、年度の途中でクラスを変えたり部屋を子どもの数に合わせて分ける必要が生じる。入園による人

数の増加に対応するため、また保育室の数の少なさに対応するためという2つの理由から、広い部屋を

ロッカーや可動式のパーテーション、カーテンなどで区切り、部屋を分けていた。部屋数が不足してい

る保育所では、広い部屋で複数のクラスが活動したり（保育所C）、部屋を使用する時間をずらしていた

（保育所F）。複数のクラスで保育室を共用している場合には、感染した子どもや感染症が疑われる子ど

もと他のクラスの子どもが接触したり、ものを共有する機会が生じるため、感染症が他のクラスの子ど

もにまで拡大してしまう可能性がある。さらに、パーテーションやカーテンの区切りを使用していては、
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空気感染を防ぐことはできない。加えて、調査対象としたすべての保育所において保健室は設置されて

いなかった。通常の保育をするための保育室の確保すら困難な状況のなかで、保健室の設置は難しいこ

とがうかがえる。感染症に罹患した子どもを別室に移すといった措置が取れない場合には、健康な子ど

もまでもが感染源に常に接触している状態になり、これも感染拡大につながると考えられる。 

 

3. 調査2 院内保育所保育者に対する質問紙調査 

（1）方法 

①調査対象 

関西地方、関東地方において実施された研修会に参加した院内保育所に勤務する保育者165名を対象

とした。 

②手続き 

関西地方、関東地方において実施された院内保育所保育者を対象とした研修会において、質問紙を配

布した。その場で質問紙調査への協力依頼を行い、回収した（165 部配布し 88 部回収、有効回答数 86

部）。 

③調査項目 

調査項目は回答者の性別、勤務年数、勤務形態、クラスの担当状況、勤務する院内保育所の運営形態、

勤務する院内保育所の設置場所、勤務する院内保育所の設置形態、子どもの受入れ年齢、院内保育所に

おける感染症に対する考えであった。 

④調査期間 

2014年5月から6月であった。 

⑤倫理的配慮 

東京未来大学研究推進委員会研究倫理不正防止部会の承認を得て調査を実施した（受付番号19）。 

 

（2）結果と考察 

回答者の属性を表 2 に示す。回答者は女性が 98%（84 名）を占め、男性は 2 名のみであった。また

勤務形態を尋ねたところ、常勤の者が77%（65名）、非常勤の者が23%（19名）であった。さらに97%

（83名）とほとんどの回答者の勤務する院内保育所は認可外保育所であったが、認可保育所に併設され

た院内保育所に勤務する者が3%（3名）いた。 

保育時間について尋ねたところ、24時間保育（泊まりの保育）を実施している園に勤務する者は53%

（47 名）であり、夜勤を行っている者が 45%（37 名）であった。クラスの担当状況を尋ねたところ、

クラスの担任をしている者が半数を超える63%（50名）であったが、担任を持っていない者が35%（28

名）、年度途中から担任を持つ予定であるという者も 3%（ 2 名）いた。院内保育所では、調査 1 から

もわかるように年度途中で入所する子どもが多い。そのため今は担任を持っていないが、年度途中で担
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任をすることが決まっている者がいるのである。 

また、勤務する院内保育所の運営形態を尋ねたところ、病院が運営している病院直営の保育所に勤務

する者が29%（25名）、業者に運営を委託している保育所に勤務する者が66%（57名）、認可保育所に

併設された保育所に勤務する者が 6%（5 名）であった。2004 年にすべての国立病院機構の院内保育所

の運営が企業に委託された。これ以降、企業に運営を委託する院内保育所が増加しており、今回の調査

でも企業に運営を委託している保育所に勤務する者が多かったと考えられる。次に、勤務する院内保育

所の設置場所について尋ねたところ、勤務先の保育所が病院敷地内の別の建物に設置されていると回答

した者が 79%（66 名）とほとんどを占め、病院敷地外の建物に設置されている院内保育所に勤務する

者が 17%（14 名）、病院の病棟内に設置されている院内保育所に勤務する者が 5%（4 名）と続いてい

た。勤務する院内保育所の設置形態を尋ねたところ、保育所として建てられた建物が 66%（57 名）と

最も多く、次いで病棟以外の既存の施設を保育所として使用している28%（24名）、病棟の一部を保育

所として使用している6%（5名）の順に多かった。 

保護者を介して病院から院内保育所に感染症が広まった事例を経験したことがあるかどうかを尋ね

たところ、46%（33名）があると回答していた。また、院内保育所の子どもから保護者に感染症が感染

し、病院に感染症が広まった事例を経験したことがあるかどうかを尋ねたところ、30％（21名）がある

と回答していた。病院で勤務する保護者は感染源に接触する機会が多く、感染症罹患のリスクが高い。

そのため保護者を介して保育所に感染源が持ち込まれる事態が生じていた。さらに、院内保育所から保

護者を介して病院にまで感染が拡大する二次感染のケースを経験している保育者も少なからずいること

が確かめられた。そもそも保育所には感染症が流行しやすい条件がそろっている。子ども自身の免疫力

が低いこと、子ども同士がくっつくなど接触する機会が多いこと、自分で手洗いやうがいをすることが

難しい年齢の子どもがいることなどである。この状況において感染症の流行を防ぐことは難しいが、免

疫力が低下した患者が多く入院している病院において院内保育所から保護者を介した二次感染が発生す

ると、患者の生命に係わる重大な問題となる。二次感染防止のためには病院の感染管理委員会など感染

症対策に関わる者が院内保育所において感染予防を行うことが病院における感染症予防につながること

認識し、院内保育所における感染症対策を早急に進める必要がある。 

保育者の感染症に関する考えを「非常にあてはまる」（5点）から「まったくあてはまらない」（1点）

の 5 件法により尋ね、平均値を算出した。「院内保育所では子ども同士で感染症が広がりやすい」2.82

（SD=1.22）、「保育所内の環境が感染症が発生しやすい環境であり、不安を感じる」2.79（SD=1.02）、

「子ども用の手洗い場の数が不足しているため、手洗いが十分にできない」2.74（SD=1.26）、「院内保

育所では子どもと保育者の間で感染症が広がりやすい」2.39（SD=1.10）の順に平均値が高かった。全

体的に平均値が中央値を下回っており、院内保育所保育士全体では、感染症について問題を感じている

者が少ないことがうかがえた。最も平均値が高かった「子ども同士で感染症が広がりやすい」という点

については、保育所の利用の仕方に問題があることが考えられる。 
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表2．回答者の属性 

回答者の勤務形態   
常勤 77% （65名） 
非常勤 23% （19名） 

院内保育所での勤務年数  16.25±10.78年 
クラスの担当状況  （n= 80） 
クラスの担任をしている 63% （50名） 
担任を持っていない 35% （28名） 
年度途中から担任を持つ予定である 3% （ 2名） 

勤務する院内保育所の運営形態  （n=87） 
病院直営 29% （25名） 
業者に運営を委託 66% （57名） 
認可保育所に併設 6% （ 5名） 

勤務する院内保育所の設置場所  （n=84） 
病院敷地内の別の建物 79% （66名） 
病院敷地外の建物 17% （14名） 
病院の病棟内 5% （ 4名） 

勤務する院内保育所の設置形態  （n= 86） 
保育所として建てられた建物 66% （57名） 
病棟以外の既存の施設を保育所として使用 28% （24名） 
病棟の一部を保育所として使用 6% （ 5名） 

 

一般に、保育所を利用する保護者の多くは子どもが病気になったからといってすぐに仕事を休めるわ

けではない。そのため、感染症が疑われる場合であっても登園させるケースがある。院内保育所ではさ

らにその傾向が強いと考えられる。院内保育所を利用する保護者のほとんどは医療従事者である。医師

や看護師は慢性的に人手不足であり、他の職業に比べてさらに休みがとりづらい状況にある。院内保育

所側も医療従事者が休めないことを理解しているため、多少熱があっても登園させる、子どもが感染症

にかかっても完全に治りきらないうちに保育所に登園させるといったことが生じている（藤岡，1998）。 

さらに、院内保育所を利用する子どもは一般の保育所を利用する子どもに比べて、保育所に滞在する

時間が長い（西村，2012）。感染が起こりやすい環境のなかで長時間過ごすことにより、子ども同士の

なかで感染症が拡大しやすくなってしまうと考えられる。 

病棟の一部や看護師寮など病院内の既存の建物を使用している保育所に勤務する保育者（既設群）と

保育所として設置された保育所に勤務する保育者（新設群）では、保育を行う環境が異なるため、感染

症に関する考えが異なると考えられる。そこで、回答を既設群と新設群の 2 群に分け、t 検定を用いて

既設群と新設群の平均値を比較した（表 3）。「院内保育所では子どもと保育者の間で感染症が広がりや

すい」（既設：3.56、新設：2.44）（t（75）=4.20、p<0.01）、「子ども用の手洗い場の数が不足しており、

手洗いが十分にできない」（既設：3.48、新設：2.32） （t（75）=4.26、p<0.01）、「保育所内の環境が

感染症が発生しやすい環境であり、不安を感じる」（既設：3.11、新設：2.62） （t（75）=2.61、p<0.05）、

「院内保育所では子ども同士で感染症が広がりやすい」（既設：3.11、新設：2.63） （t（73）=2.01、
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p<0.05）の4項目すべてにおいて既設群の平均値が高かった。つまり、既設群の保育者の方が、勤務す

る院内保育所が感染症が発生しやすい環境であると強く感じているのである。既設の施設を院内保育所

として使用している保育所では、環境面が整っていないために物理的に感染症が発生しやすい状況が生

じていることがこの原因となっていると考えられる。 

 

4．まとめ 

調査1から、院内保育所では手洗い場等の設備が未整備であるために感染症が広まりやすい環境にな

っているケースがあることが確かめられた。また、調査2において感染症に関する考えについて尋ねた

ところ、院内保育所と病院間で感染症を広めてしまうケースが生じていることが明らかになった。さら

に、調査2では、新設の保育所に勤務する保育者よりも既設型の保育所に勤務する保育者の方が感染症

発生のリスクがあることを強く認識していることが確かめられた。 

調査 1、2 より、院内保育所において感染症が発生しやすくなる要因として、手洗い場やトイレなど

の環境が整えられていないこと、保育室数が少なく複数の子どもが一つの保育室を共有する環境になっ

ていることが挙げられる。 

院内保育所のなかでも特に既設型の院内保育所で感染症が広まりやすい環境になっているのは、水回

りの設備の整備が困難なためである。病棟のなかや看護師寮など既存の施設に保育所を設置する場合、

排水管などの位置を変えることができず、トイレや手洗い場の設置場所が限られてしまうといったこと

が起こる。加えて院内保育所では運営や設置の費用が限られていることが多く（西村，2012）、子ども

の身体の大きさや子どもの数に合わせた設備を設けられなくなってしまうのである。 

また、手洗いのための環境が整っていないといった点からは、物理的に感染予防ができない状況にあ

ることがわかる。トイレの数が少なく、多くの人数でトイレを共用していると、感染症が拡大しやすく

なってしまう。さらに、保育室の少なさも感染症の流行に影響していることが考えられる。感染症発生

時には、罹患している子どもをその場から離すことが重要である。しかし、保育室のスペースが限られ

表3．保育所の設置形態別にみた感染症に関する保育者の考え 

  平均値（SD） t 値 自由度 
院内保育所では子どもと保育者の間で 
感染症が広がりやすい 

既設 3.56（1.49） 
4.20** 75 

新設 2.44（1.10） 
子ども用の手洗い場の数が不足しており、 
手洗いが十分にできない 

既設 3.48（1.49） 
4.26** 75 

新設 2.32（1.02） 
保育所内の環境が感染症が発生しやすい環境であり、 
不安を感じる 

既設 3.11（1.03） 
2.06* 75 

新設 2.62（0.98） 

院内保育所では子ども同士で感染症が広がりやすい 
既設 3.11（1.03） 

2.01* 73 
新設 2.63（1.01） 

**：p＜0.01、*：p＜0.05 
「非常にあてはまる」（5点）から「まったくあてはまらない」（1点）として平均値を算出した。 
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ており、隔離をすることが難しい状況では、感染拡大を防ぐことはできない。このように、院内保育所

では物理的な面からも利用者の利用の仕方の面からも感染症が起こりやすい状況になっているのである。 

さらに、調査2の結果およびこれまでの先行研究より、院内保育所の利用の仕方に問題があることが

感染症拡大に影響していると考えられる。具体的には、保育時間が長く、子どもが園に滞在する時間が

長いこと（西村，2012）、感染症が治りきらない状態で保育所を利用せざるをえない状況があること（藤

岡，1998）が挙げられる。 

院内保育所では、看護師が勤務を休めないために完全に感染症が治りきらない状態であっても保育所

に子どもを連れてくることがある。看護師の職場は慢性的に人手不足であり、休みをとることが難しい。

子どもが体調不良の状態であっても勤務を休めない状況の場合には、看護師は発熱している子どもを保

育所に連れていく、解熱剤を飲ませて登所させるということが起こってしまう。感染症のなかには、症

状が治まっても体内に感染源となる物質が残っているものがある。加えて、乳幼児の場合には身体の免

疫機能が未熟であるために、病原体を体内で分解しきれず、病原体を便として排泄することがある。体

内に残った病原体や感染症に罹患した子どもの排泄物を介して感染が拡大することがあり、感染症の症

状が治まっても集団生活を避けたほうがよいとされている。 

院内保育所のなかには、感染症の拡大を防ぐために、感染症の回復を待って登園できるように、病院

独自の登園基準を設けて登園の可否を決定している院内保育所がある（高橋・鈴木・篠長・野口，2013）。

このように「仕事を休めないから子どもを預けたい」という保護者のニーズをそのまま受け入れるので

はなく、院内保育所側が制限をすることが感染予防につながるのである。 

子どもの数に応じた手洗い場やトイレを設置する、感染症に罹患した子どもを個別に保育する部屋を

設けるといった保育所内の物理的な環境の整備が喫緊の課題である。しかし、物理的な環境の整備のみ

では感染症拡大を防ぐことは難しい。子どもの体調が回復するまで看護師が看護休暇を取れるような勤

務体制を整えるといった利用の仕方について検討していくことも必要である。 

 



東京未来大学研究紀要 2016 vol.9 

－ 165 － 

参考・引用文献 

秋田喜代美・箕輪潤子・高櫻綾子（2008）保育の質研究の展望と課題， 

東京大学大学院教育学研究科紀要，47，289-305． 

藤岡和美（1998）『看護婦たちの子育て』，さいろ社，197-199． 

松原由季・村山志保・並木由美江・上別府圭子（2014）保育所感染症対策における看護職の専門性と 

看護職が認識する課題，小児保健研究，73（6），826-835． 

西村実穂（2012）子ども支援の視点からみた院内保育所のあり方に関する研究，子ども支援研究所． 

西村実穂・徳田克己（2009） 保育士からみた院内保育所の問題点，乳幼児教育学研究，18，101-110． 

西村実穂・小野聡子・大越和美（2014） 院内保育所の保育に関する研究―保育環境の特徴―， 

日本保育学会第67回大会論文集903． 

西村実穂・安心院朗子・大越和美・西館有沙・水野智美・徳田克己（2014）院内保育所保育士の勤務に

伴う疲労に関する研究，日本教育心理学会総会発表論文集56． 

日本医療労働組合連合会（2015）保育所実態調査結果について，医療労働，581，10-13． 

相馬敏克（2009）院内保育所の設置と就労支援状況，病院経営，19（401），11‐20． 

高橋峰子・鈴木高弘・篠長正道・野口雅久（2013）院内託児室における感染防止対策の実践， 

日本環境感染学会誌，28（5），295-300． 

 

（本研究はJSPS科研費 研究課題番号24792417の助成を受け実施した） 

 



<<
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /JPN <FEFF65e25b9a306e300c30d730ec30b954c18cea300d304b3089753b50cf306e57277e2e3092304b3051306a30448a2d5b9a306b590966f43057305f306e307f306730593002>
  >>
  /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


