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抄録：高齢者を対象とした脳卒中予防教室参加者の栄養素等摂取状況および２４時間蓄尿検査の結果を栄養
指導前後で比較し、改善効果を検討した。教室では、月１～２回のペースで個別指導を中心とした栄養指
導を実施した。高血圧を有する参加者の教室前および１年後の栄養素等摂取状況を比較した結果、有意な
変化はみられなかった。尿中Na排泄量から換算した１日の食塩摂取量は６９％の参加者で減少していたが、
有意な変化ではなかった。教室参加者および非参加者の食意識について調べた結果、食事バランスに関す
る項目に対する参加者の得点が、非参加者と比較して有意に高かった。
　脳卒中予防教室における栄養指導活動では、参加者の１日の食塩摂取量は減少していないものの、食生
活を改善する可能性が示唆された。
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Ⅰ．緒　　　言

　長野県下伊那郡泰阜村は、長野県の南部に位置する
人口約２，０００人の村である。近隣の他の市町村と同様
に６５歳以上の住民が占める割合の高い（３７．７%）地域
である（平成２０年４月１日現在）。
　 全国の年齢調整死亡率を１００とした標準化死亡比に
基づいて泰阜村の死亡の特徴をみると、泰阜村では平
成１０年から平成１４年の標準化死亡比が、男性１３０．０、
女性１２１．０と高い値を示している1)。また、この期間に
おける泰阜村の死亡原因の第１位は男女ともに脳血管
疾患であり、本疾患の標準化死亡比は、男性２４２．７（長
野県１位）、女性２５０．４（長野県３位）となっている。
　村では脳卒中予防対策として、年齢６０～７９歳で高血
圧を有する住民を対象に、平成１８年度から３年計画で
栄養指導と運動指導を中心とした「脳卒中予防教室」
を実施している。本研究では、教室実施前および実施
後の身体特性、栄養素等摂取状況等を比較し、特に高
齢者に対する栄養指導活動の効果について検討するこ
とを目的とした。

Ⅱ．方　　　法

A　解析対象

　本教室への参加条件は、高血圧を有する６０～７９歳の
泰阜村住民で、明らかな心臓疾患がないことであった。
平成１８年度から実施された泰阜村脳卒中予防教室参加
者２３名のうち、教室前および１年後にデータが得られ
た参加者１０～１４名（平均年齢７０歳）を身体特性および
食事調査の解析対象とした。
　食意識調査実施にあたり、６０～７９歳の泰阜村住民２７
名（教室非参加者）を抽出した。食意識得点は、教室
開始半年後の参加者２３名の平均得点を非参加者２６～２７
名（平均年齢６９歳）のものと比較した。
　参加者には、ヘルシンキ宣言に基づき、事前に教室
の目的、概要について説明を行い、調査に関して参加
者全員から同意を得た。
B　脳卒中予防対策教室の内容

　平成１８年８月より、泰阜村保健福祉支援センターに
おいて、月１回のペースで栄養および運動指導等が行
われた。教室開始前と１年後に血液検査が実施された。
血圧測定は教室開催時に毎回行われた。
　平成１８年１２月と平成１９年１２月に参加者の２４時間尿を
採取し、尿中ナトリウムおよびカリウム排泄量を調べ
た。食意識調査については、宮武らが報告している生

活習慣尺度（ライフスタイルチェック）を参考にし
た2)。それぞれの設問に対しての自身度を４件法（「い
つもしている」４点、「していることが多い」３点、「と
きどきしている」２点、「ほとんどしていない」１点）
で回答してもらった。
C－１　栄養指導

　教室開始時と１年後の食事摂取状況について、「エ
クセル栄養君・食物摂取状況調査（FFQg）Ver.２．０」
を用いて調べた3)。調査に先立ち、３日分の食事内容
を目安量とともに記録してもらった。
　栄養指導は血圧、血液検査データおよび食事調査結
果に基づいて、管理栄養士等が月１～２回のペースで
行った。まず、BMI、血清脂質、HbA1cなどの指標
をもとにグループ分けをし、担当の管理栄養士が疾患
別にグループ指導した（約２０分）。このグループ分け
は当初、指導担当者のために設定したものであったが、
参加者がグループ内で、自分の体験や食生活の注意点
を話し合うことができる良い機会となった。個別指導
は個人データをもとに２ヶ月に１回のペースで行った
（約２０分）。指導には厚生労働省・農林水産省の「食事
バランスガイド」4)のコマのイラストを用い、「主食・
主菜・副菜をそろえる」、「多種類の食品を摂取する」
「間食を控える」「減塩に努める」などを目標として参
加者に設定してもらった。その他、各家庭の味噌汁の
塩分濃度調査や減塩料理の試食会を実施した。
C－２　運動指導

　教室開始時に参加者の体力測定（３分間歩行距離、
握力、開眼片足立ち、長座位前屈、足指力）を行った。
データをもとに参加者個人別に作成したプログラムに
したがって、健康運動指導士等が体操、ウォーキング
を主体とした指導を行った。参加者は全員歩数計
（Digi-walker dig EM-290・ヤマサ）を携帯し、毎日
の歩数を記録した。
D　解析方法

　血圧、血液検査データおよび食事調査結果は教室開
始時および１年後の平均値の差について、対応のある
サンプルのT検定を行った。尿中ナトリウムおよび
カリウム排泄量も１年後の変化を同様に検定した。食
意識得点については、教室参加者および非参加者の平
均値をマンホイットニーのU検定にて調べた。
　解析には、統計解析ソフトSPSS１１．０Jを用いた。

Ⅲ．結　　　果

A　教室参加者の身体特性
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　教室開始時の参加者の身体特性を表１に示す。BMI
平均値は２３．５±４．３であり、肥満者（BMI ２５以上）の
割合は３３％であった。収縮期血圧１３７±１１ mmHg、拡
張期血圧８０±９ mmHgであり、８０％の参加者は血圧
降下剤を服用していた。
B　身体特性の教室前後の変化

　BMI、体脂肪率、LDL・HDLコレステロール、中
性脂肪、HbA1cなどすべての項目で有意な差は認め
られなかった（表１）。収縮期血圧は教室前後で変化
がみられなかったが、拡張期血圧は有意な減少が認め
られた。
C　教室参加者の栄養素等摂取状況

　教室開始時の参加者の栄養素等摂取状況を表２に示
す。各栄養素の摂取状況は良好で、極端に不足してい
る栄養素はみられなかった。食塩の摂取量は日本人の
食事摂取基準（２００５年版）5)を上回っていた。
D　栄養素等摂取状況の指導前後の変化

　各栄養素の摂取量は指導前後で有意な差がみられな
かった（表２）。
E　尿中塩分排泄量の指導前後の変化

　尿中Na排泄量から換算した食塩摂取量は、指導前
１３．０±５．７g、 指 導 後１１．８±４．２gだ っ た（n=１３、 
p=０．４４１）。多くの参加者（９名・６９%）で摂取量が
減少していたが、有意な変化ではなかった。
　尿 中 K 排 泄 量 は 指 導 前２．５±０．７g、 指 導 後
２．２±０．７g（n=１３、p=０．４１３）で、変化がみられな
かった。
F　教室参加者および非参加者の食意識得点

　教室参加者の食意識得点を非参加者と比較した結果
を表３に示す。「多種類の食品を組み合わせて食べて
いますか」「豆類や豆腐など豆加工品を食べるように
心がけていますか」「果物を食べようと心がけていま
すか」の項目で参加者の得点が有意に高かった。

Ⅳ．考　　　察

　脳血管疾患発症の原因となる動脈硬化の危険因子と
しては、現在注目されているメタボリックシンドロー

表１　教室参加者の身体特性の変化

p値3教室後2教室前1

０．２４２３．７±４．１２３．５±４．３ BMI4

０．４８２７．３±８．５２６．７±７．６ 体脂肪率（%）4

０．３１１１４±２８１１８±２８ LDL-C（mg/dl）5

０．１１５９±１２６２±１４ HDL-C（mg/dl）4

０．５５１４７±６６１３７±４７ TG（g）4

０．９５５．７±１．１５．７±１．０ HbA1c（%）4

０．８２１３６±１７１３７±１１ 収縮期血圧（mmHg）6

０．０１７５±１１８０±９ 拡張期血圧（mmHg）6
1平成１８年８月
2平成１９年８月
平均値±　 標準偏差（4 n=１５、5 n=１４、6 n=１０）
3対応のあるサンプルのT検定

表２　栄養素等摂取量の指導前後の変化

p値3指導後2指導前1

０．５７２０１４±５２２１９３６±５５４ エネルギー（kcal）
０．６４６７±１９６５±２０ タンパク質（g）
０．６６５９±２３５６±２７ 脂質（g）
０．６６２６±５２５±６ 脂質エネルギー比率（%）
０．５９２８７±６３２８７±６３ 糖質（g）
０．６８６１±５６２±６ 糖質エネルギー比率（%）
０．９１７２０±２６２７１２±２１９ カルシウム（mg）
０．１０２８０３±８２７３１５０±９２９ カリウム（mg）
０．７５９．８±４．７９．４±２．９ 鉄（mg）
０．１５７１１±２８２８２１±２２５ レチノール当量 （μg）
０．８００．９７±０．４８０．９３±０．３２ ビタミンB1（mg）
０．０８１２４±５１１５５±６２ ビタミンC（mg）
０．１１１７．５±５．２１９．８±６．１ 食物繊維 （g）
０．７８１１．４±３．６１１．７±４．５ 食塩（g）

1平成１８年８月
2平成１９年８月
平均値±　 標準偏差（n=１４）
3対応のあるサンプルのT検定
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ムがあげられ、中高年を対象とした健康増進事業の効
果に関する報告は、多くみられる6-8)。今回の脳卒中予
防教室では、対象者を６０～７９歳とし、生活習慣の改善
による高血圧予防対策を目的した。高血圧を治療する
ことは脳血管疾患の予防にきわめて有用であることが
示されているが、多くは降圧薬を用いた臨床研究であ
る9)。
　表１に示されるように、参加者の拡張期血圧が１年
後に有意に低下したことが、教室全体の効果としてあ
げられるが、服薬中の薬剤の影響や血圧の変動のこと
を考慮しなければならない。Takahashiらは、比較的
多人数の健康な一般住民を対象者として、長期間のゆ
るやかな食事指導による降圧効果について報告してい
る10)。本研究では、約１年間の脳卒中予防教室の効果
について示しているが、今後も継続して行う教室の効
果は、２年後または３年後に明らかになる可能性も考
えられる。
　表１に示される身体特性の平均値の変化には表れて
いないが、血清中性脂肪高値の参加者７名のうち、４
名は１年後に値が正常範囲に減少しており、食事や運
動の指導が血圧以外にも影響している可能性が示唆さ
れた。
　前述のように、長野県下伊那郡泰阜村は、脳血管疾
患による死亡率の高い地域といえるが、その理由はこ
れまで推測されていない。平成１７年に村で行われた生
活実態調査結果（未発表）によると、住民の食生活の
特徴として、「野菜類の摂取が少ない」「摂取エネル

ギー量が多い」「飲酒習慣のある人が多い」などがあ
げられている。本研究で行われた食物摂取状況調査に
よると、参加者の栄養素摂取量の平均値は食塩以外、
基準範囲内であるといえる（表２）。
　本教室での食事指導は、講演会、グループ指導、個
別指導等を通して行われた。全体としては、高血圧を
予防する食事因子として、ほぼエビデンスが確立して
いると考えられる、「減塩」、「野菜・果物の摂取量の
増加」または「減量」について指導が行われた。また、
個別指導は、食事調査および検査データをもとに、参
加者の食習慣や好みを考慮して行われた。表２に示さ
れるように、指導前後で食塩摂取量の変化はみられな
かった。今回、参加者の食塩摂取量をより定量的に把
握するため、２４時間蓄尿検査を実施した。食塩やカリ
ウムは大部分が尿中に排泄されることから11)、それら
の摂取量を正確に測定するためは、２４時間尿が用いら
れている。尿中Na排泄量から換算した１日の食塩摂
取量は６９％の参加者で減少していたが、有意な変化で
はなかった。今回の教室では、厳しい減塩指導による
食欲の低下や食事バランスの悪化をさけるために、減
塩が難しい場合には野菜・果物の摂取量の増加を奨め
た。しかしながら、カリウムの尿中排泄量は、指導後
に増加していなかった。この理由としては、本教室の
参加者はもともと野菜・果物類の摂取が高かった可能
性が考えられる。今後は漬物以外の野菜の摂り方につ
いて、指導する必要があるかもしれない。
　高血圧予防、治療のために重要な食塩とカリウム摂

表３　教室参加者および非参加者の食意識得点

p値3参加者2非参加者1質問項目（得点１～４点）

０．１５３．２±０．７３．０±０．６ １　あなたは自分の健康作りのために、栄
養や食事について考えますか？

０．１０２．８±０．６２．５±０．８ ２　主食、主菜、副菜を整えて食事をして
いますか？

０．０３２．９±０．７２．４±０．７ ３　多種類の食品を組み合わせて食べてい
ますか？

０．８０３．４±０．７３．５±０．６ ４　乳製品を食べるように心がけています
か？

０．０２３．８±０．５３．５±０．６ ５　豆類や豆腐など豆加工品を食べるよう
に心がけていますか？

０．０９４．０±０．０３．９±０．３ ６　野菜を食べようと心がけていますか？
０．０４３．８±０．４３．５±０．５ ７　果物を食べようと心がけていますか？
１．００３．７±０．５３．７±０．６ ８　塩分を控えようと心がけていますか？

平均値±　 標準偏差
1 n=２７（質問１、２のみn=２６）
2 n=２３
3マンホイットニーのU検定 
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取量を目標レベルにするには、各自が日々の摂取量を
把握する必要がある。しかしながら、日常生活におけ
る２４時間尿の採取は困難である。山松らは、夜間尿を
用いて、簡単に１日の尿中食塩排泄量を測定できる装
置の精度について報告している12)。本教室においても、
今後は、夜間尿やスポット尿を用いた塩分測定を取り
入れ、食塩やカリウムの摂取量を自己評価できるよう
にする予定である。
　本教室では、食事摂取内容の評価指標として食事バ
ランスガイドを用い、問題点を指導した。食事バラン
スガイドは、「従来からの栄養素レベルや食品レベル
に基づく定量的な食事評価と比べると、量的な精度は
落ちるが、よりシンプルで親しみやすい形で、１日の
食事の内容や量をとらえようとするものである」とさ
れている13)。教室参加者のほとんどは、食事バランス
ガイドに沿った食べ方ができていたが、一部の参加者
に、主菜食材摂取の偏りなどがみられた。教室参加者
および非参加者の食意識について調べた結果、食事バ
ランスに関する項目に対する参加者の得点が、非参加
者と比較して有意に高かった（表３）。DASH Study
は、野菜・果物の豊富な食事、低脂肪の乳製品や低飽
和脂肪酸・低脂肪の食品の利用は、収縮期および拡張

期血圧の低下に有効であることを示している14)。した
がって、本教室における栄養指導の効果として、食塩
やカリウム摂取量は変化していなかったものの、食意
識の改善が観察され、今後の血圧低下に影響する可能
性が示唆された。本教室で用いた食意識に関する尺度
は、今後、他の対象での縦断研究を通して、有効性や
信頼性を明らかにしていく必要がある。
　今回、高血圧を有する６０～７９歳の高齢者を対象とし
て、脳卒中予防教室における栄養指導活動の効果につ
いて検討したが、減塩やカリウム摂取については十分
な効果が得られなかったといえる。この理由としては、
高齢者に対する減塩指導の難しさなどがあげられるが、
今後は簡便な尿中塩分測定の装置を用いて、摂取量を
自己管理しやすいような体制を整え、指導を行いたい。

謝　　　辞

　本研究の遂行にあたり、多大なるご協力をいただき
ました泰阜村役場関係各位に深謝いたします。また、
本教室に参加いただきました泰阜村住民の皆様と調査
にご協力いただいた方々に心より感謝を申し上げます。
　なお、本研究の一部は第３１回長野県栄養改善学会に
て発表したものである。

文　　献

１）厚生労働省大臣官房統計情報部：平成１０～１４年人口動態保健所・市区町村町村別統計，pp４４９，厚生統計協会，２００４．
２）宮武伸行，東條光彦，黒瀬恵深，他：岡山県南部健康づくりセンターにおける生活習慣尺度（ライフスタイルチェッ
ク）の作成，保健の科学４６：６１９　６２２，２００４．

３）高橋啓子，吉村幸雄，関元多恵，他：栄養素および食品群別摂取量調査のための食品群をベースとした食物摂取頻度調
査票の作成および妥当性，栄養学雑誌５９：２２１　２３２，２００１．

４）武見ゆかり・吉池信男：「食事バランスガイドを活用した栄養教育・食育実践マニュアル」，pp３７　４４，第一出版，２００６．
５）第一出版編集部編：日本人の食事摂取基準（２００５年版），pp１９７，第一出版，２００５．
６）南里明子，早渕仁美，太田雅規，他：健康増進事業による受講者の栄養状態改善効果，日本食生活誌１７：１１１　１１６，
　　２００６．
７）広田直子，上條みどり，古谷和枝，他：地域住民に対する運動プログラムを中心とした健康増進事業（松本市熟年体育
大学）における栄養指導活動の効果に関する研究　集団指導（栄養講座）が生活習慣変容に及ぼす影響　，栄養日本４５
⑼：７３４　７３６，２００２．

８）田中晶子，宮武伸行，国橋由美子，他：岡山県南部健康づくりセンター肥満予防，改善教室参加者の体重と腹囲の変化
とその相互関係，臨床栄養１１２ ：３２９　３３３，２００８．

９）Pahor M, Pasaty BM, Alderman MH, et al. Health outcomes associated with calcium antagonists compared with other 
first line antihypertensive therapies: A meta-analysis of randomized controlled trials. Lancet 356: 1949　1954, 2000.

１０）Takahashi Y, Sasaki S, Okubo S, et al. Blood pressure change in a free-living population-based dietary modification 
study in Japan. J Hypertens 24: 451　458, 2006.

１１）橋本勉，西村薫子，宮本佳代子，他：２４時間蓄尿による食塩摂取量推定の妥当性に関する基礎的研究，日本公衛誌３３：
３５７　３６３，１９８６．

１２）山松耕太郎，河野英一，左近聖子，他：家庭での塩分，カリウム摂取量測定法の検討，日循予防誌３９ ：１　７，２００４．
１３）吉池信男：「食事バランスガイド」はなぜ誕生したのか，栄養日本４９：pp６０１，２００６．



友竹・岡島・南島ら

28 信州公衆衛生雑誌Vol. 3

１４）Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek E, et al.A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. DASH 
Collaborative Research Group. N Engl J Med 336: 1117　1124, 1997.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 1.00000
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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


