
1

臨床病理レビュー 特集第 153 号

コンパニオン診断の進展 2014-2015
－ 個別化医療を進めるために －

目　　　次

はじめに ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････登　　　勉・・・・ 巻頭

I.  ゲノム情報を臨床へ (ゲノム指針改正と偶発的所見への対応 )
1.  がんを対象とした大規模ゲノム解析の実用化に向けて ･･････････････････････････････････････････････････････土原　一哉 ・・・・・・・ 1
  Ⅰ .    網羅的解析が明らかにしたがんゲノムの多様性 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････　 1
  Ⅱ .   ゲノムバイオマーカーに基づく新規抗がん剤開発 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････　 3
  Ⅲ .   大規模シークエンス技術を応用したがんゲノム診断開発 ･････････････････････････････････････････････････････････････　 6

2.  がんを対象としたエクソーム解析の実用化と倫理的課題 ･････････････････････････････････････････････････渡邉　　淳 ・・・・・・・ 8
  Ⅰ .   次世代シークエンサーの実用化 － 研究から診断へ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････　 8
  Ⅱ .   がん細胞に含まれている遺伝情報 － 倫理的課題も ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････　 9
  Ⅲ .   がん診療の対象の 1つである家族性腫瘍 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････　 9
  Ⅳ .   がんを対象とした解析に対する倫理的課題の対応に向けて ･････････････････････････････････････････････････････････  11

3.  NGS により明らかになる偶発的所見とは－ ゲノム情報を臨床へ － ････････････････････････････小崎健次郎 ・・・・・・ 12
  Ⅰ .   次世代シークエンサーの実用化と偶発的所見 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  12
  Ⅱ .    Actionable items ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  13
  Ⅲ .   オプトインかオプトアウトか ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  13

4.  「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の改正と卒業に向けて････････････････武藤  香織 ・・・・・・・ 16
  Ⅰ .   これまでの改正の経緯 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  16
  Ⅱ .  現在のゲノム指針の特徴  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  17
     A.   既存試料等の利用 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  17  
     B.   試料等の収集・分譲の在り方 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  17
     C.   インフォームド・コンセント････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  18
     D.   遺伝情報の開示原則 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  19
     E.   倫理審査委員会 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  19
  Ⅲ .    今後の課題 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  20



2

臨床病理レビュー　特集　第 153 号

II.  個別化医療の実現に向けて
1.  分子標的治療の実用化とコンパニオン診断 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････西尾  和人・他 ・・・ 23
  Ⅰ .   次世代シークエンサー ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  23
  Ⅱ .   次世代シークエンサーの特徴と医学的インパクト ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  24
  Ⅲ .   肺がんに対する分子標的治療とコンパニオン診断 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  25
  Ⅳ .   マルチ診断の現況と問題点 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  26

2.  製薬会社の取り組み　
　　－ 個別化医療に向けた新薬開発および CDx 開発の挑戦と展望 － ･････････････････････････････都賀  稚香 ・・・・・・・ 28
  Ⅰ .   分子標的薬開発からの学び ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  28
  Ⅱ .   バイオマーカーデータの信頼性 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  30
  Ⅲ .   分子標的薬およびコンパニオン診断薬との同時開発 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  31

3.  診断薬メーカーの取り組み
　　－コンパニオン診断薬 (CDx) の開発と適正運用に向けた取り組みと提言－ ･･････････田澤  義明 ・・・・・・・ 33
  Ⅰ .   本邦における CDx に関する通知およびガイダンスの概要 ････････････････････････････････････････････････････････････  33
  Ⅱ .   がん治療領域で求められる CDx の多様性と薬事承認審査要件・基準の課題 ･･･････････････････････････････  34
  Ⅲ .   Laboratory Developed Test（LDT）の必要性とレギュラトリー・サイエンス上の課題 ･････････････････  35
     A.   LDT の定義 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  35                               
     B.   米国における LDT の臨床使用の実態と規制 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  36
        1.   CLIA 法による臨床検査の運用規制 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  36
        2.   LDT の保険償還の実態と FDAの規制強化 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  37
     C.   本邦における LDT の臨床使用の現状と品質・性能上の課題 ･･･････････････････････････････････････････････････････  38                               
  Ⅳ .  シークエンシング検査の臨床運用に向けた取組み ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  38
     A.   米国 FDA の 510K クリアランスの意味と意義 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  38
     B.   本邦におけるレギュラトリー・サイエンスの改善に向けた展望 ･･････････････････････････････････････････････････  39
  Ⅴ .   今後の個別化医療を推進するための様々な考えと提言 ･････････････････････････････････････････････････････････････････  40

III.  バイオマーカーの臨床応用に向けた探索から開発までの課題
1.  医薬品開発におけるバイオマーカー探索から検証に至るまでの課題 ･･･････････････････････････末松  浩嗣・他 ・・・ 43
  Ⅰ .   医薬品評価とバイオマーカー評価の方法論の違い ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  44
  Ⅱ .   医薬品開発担当者の立場から考えるバイオマーカー評価 ･････････････････････････････････････････････････････････････  44
  Ⅲ .   複数のバイオマーカーの適切な応用をどう考えるか ････････････････････････････････････････････････････････････････････  45
  Ⅳ .   IOMレポート : Evolution of Translational Omics の概要 ･･････････････････････････････････････････････････････････････  46
     A.   Omics-based Clinical Discovery: Science, Technology and Applications の概要 ･･････････････････････････  47                               
     B.   Best Practices for Omics-based Test Validation prior to Use
           for Patient Management Decisions in a Clinical Setting の概要 ･･･････････････････････････････････････････････････  48
     C.   Evaluation of Omics based Tests for Clinical Utility and Use の概要 ････････････････････････････････････････････  49                               



3

臨床病理レビュー　特集　第 153 号

2.  バイオマーカーから診断薬の開発における
        Analytical validity，Clinical validity，Clinical utility ･･････････････････････････････････････････････米川　俊広・他 ・・ 54
  Ⅰ .   コンパニオン診断薬開発の現状と課題 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54
     A.   バイオマーカーとコンパニオン診断薬 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54                               
     B.   コンパニオン診断薬開発の現状 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  54
     C.   コンパニオン診断薬開発の課題 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  55                               
  Ⅱ .   CDx 開発における ACCE ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  56
     A.   分析的妥当性（Analytic validity） ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  56                               
     B.   臨床的妥当性（Clinical validity） ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  56                               
     C.   臨床的有用性（Clinical utility） ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  56
  Ⅲ .   各国の CDx 規制 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  57
     A.   日本におけるコンパニオン診断薬に関するガイダンス ････････････････････････････････････････････････････････････････  57                               
     B.   FDA ガイダンス ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  58                               
     C.   EMA 考察書 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  58
     D.   その他の規制 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  58
        1.   診断薬に関する規制（EC : 欧州委員会） ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  58
        2.   バイオマーカー適格性確認に関するガイダンス ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  58
  Ⅳ .  米国における臨床的有用性 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  59
  Ⅴ .  感染症と個別化医療 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  60
  Ⅵ .  まとめ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  60

3.  臨床検査としてのバイオマーカー検査
 a.  がんの個別化医療における分子病理診断とバイオマーカー検査 ･･･････････････････････････････････甲斐田信嗣 ・・・・・・ 62   
  Ⅰ .   分子病理診断とは ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  63
     A.   分子病理診断の流れ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  63                               
     B.   検査に用いる材料 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  63                               
     C.   主な検査技術 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  63
  Ⅱ .   分子病理診断に用いられるバイオマーカー検査の現状－検査技術の視点から－ ･････････････････････････  64
     A.   Immunohistochemistry（IHC） ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  64                               
     B.    in situ hybridization（ISH） ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  64                               
     C.   体細胞遺伝子検査･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  66
     D.   遺伝子発現プロファイルを用いた遺伝子検査 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  66                               
  Ⅲ .   分子病理診断のさらなる発展を目指して－課題と展望－ ･････････････････････････････････････････････････････････････  66
     A.   プレアナリシスの重要性 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  66                               
     B.   検査工程の自動化 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  67                               
     C.   検査精度と質的保証 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  67
     D.   検査のMultiplex 化と臨床応用 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  69                               



4

臨床病理レビュー　特集　第 153 号

 b.  アカデミアにおけるバイオマーカー検査 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････中谷　　中 ・・・・・・ 71
  Ⅰ .   アカデミアにおけるバイオマーカ検査の実施 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  71
  Ⅱ .   検査担当者の質の保証 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  73
  Ⅲ .   アカデミアにおけるバイオマーカーの開発 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  74
  Ⅳ .   個別化医療におけるバイオマーカーの今後 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  75

4.  ケーススタディ：バイオマーカー検査の開発事例 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････篠田　達也 ・・・・・・ 76
  Ⅰ .   「ポテリジオ ®」と「ポテリジオ ®テスト」 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  76
  Ⅱ .   コンパニオン診断薬の薬事承認申請 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  77
  Ⅲ .   コンパニオン診断薬の同等性試験 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  78
  Ⅳ .   コンパニオン診断薬の添付文書 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  79
     A.   使用目的 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  79                               
     B.   重要な基本的注意事項 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  80
     C.   臨床的意義 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  80                               
     D.   性　能 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  80                               
     E.   留意すべき情報 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  81                               
   Ⅴ .   コンパニオン診断薬の開発・申請において残された課題 ････････････････････････････････････････････････････････････  81
     A.   後発品の開発・申請における技術的要求事項の課題 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  81                               
     B.   コンパニオン診断薬と関連する医薬品の組み合わせに関連した課題 ･･････････････････････････････････････････  82

IV.  トピックス
1.  CDx としての BRCA1/2 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････中村　清吾 ・・・・・・ 85
  Ⅰ .   BRCA1 陽性乳がんを含む Triple Negative 乳がんに対する薬物療法 ････････････････････････････････････････････  85
  Ⅱ .   BRCA 変異陽性を対象とした PARP 阻害剤の治験 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  87

2.  遺伝子特許の現状と今後 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････隅藏　康一 ・・・・・・ 89
  Ⅰ .   米国における裁判例 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  90
     A.   ミリアド社の特許 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  90                               
     B.   米国におけるミリアド事件の判決 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  90
  Ⅱ .   米国特許庁における審査基準 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  91
  Ⅲ .   今後の展望 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  92
     A.   遺伝子や蛋白質の特許 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  92                               
     B.   遺伝子診断方法の特許 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  93

3.  認定制度ジェネティックエキスパートの立ち上げ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････中山　智祥 ・・・・・・ 95
  Ⅰ .   次世代シークエンサーが普及する時代で必要とされる資格 ･････････････････････････････････････････････････････････  95
  Ⅱ .   ジェネティックエキスパート認定制度の立ち上げ ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  96



5

臨床病理レビュー　特集　第 153 号

4.  無侵襲的出生前遺伝学的検査－NIPT の最近の動向－ ･･････････････････････････････････････････････････････平原  史樹 ・・・・・・・ 99
  Ⅰ .  出生前診断の種類 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  99
  Ⅱ .  近年における出生前診断法の発展 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････100
  Ⅲ .  新たに誕生した母体血による “ 無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）” ････････････････････････････････････････100
  Ⅳ .  出生前診断の適応疾患とは ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････101
  Ⅴ .  出生前診断と遺伝カウンセリング ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････101
  Ⅵ .  ゲノム分析法の進歩と新しい出生前遺伝学的検査 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････103

  おわりに ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 前川　真人 ・・・・・104

 参考資料
  1.  ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････    1
  2.  コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品の承認申請に係る留意事項について ････････････････････････････  44
  3.  コンパニオン診断薬等及び関連する医薬品に関する質疑応答集（Q＆ A）について ････････････････････････  49
  4.  コンパニオン診断薬及び関連する医薬品に関する技術的ガイダンス等について ････････････････････････････  53
  5.  コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認申請に際し
          留意すべき事項について ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  66
  6.  コンパニオン診断薬等に該当する体外診断用医薬品の製造販売承認に際し
          留意すべき事項についての質疑応答集 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  69
  7.  治験における臨床検査等の精度管理に関する基本的考え方について ･･････････････････････････････････････････････  73
  8.  遺伝子関連検査の質保証体制についての見解 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  77
  
 索　引 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････巻末



<<
  /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


