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１．はじめに 
 医療機器は、その接地端子付き 3P 電源プ
ラグを、接地端子付き 3P 電源コンセントに
差し込み、常に接地に接続された状態で診
断、治療に使用されるものとして、JIS 規
格[2]、[3]等に則り、その安全性、有効性
が維持されるものとして設計されている。 
 一方で、医療機器は、頻回な移動による
物理的衝撃に曝され、また、電源プラグの
電源コンセントへの頻回な抜き差しによる
劣化によって、電気回路の故障、接地線の
断線や接続不良などの発生頻度が高いこと
も周知の事実である。 
 しかしながら、これまで医療機器使用中
に接地への接続を点検、確認する方法がな
かったために、明らかな医療機器の不具合
でも発生しない限り、接地接続不良が発生
していたとしても、これを疑うことはなく、
見過ごされてきたのも事実である。 
 そこで、医療機器運転中であっても接地
への接続が点検できる方法として、接地の
接続がない場合に医療機器筐体から放射さ
れる電磁波に着目し、その電界強度を測定
することにより接地接続状態の良否を判定
する方法を検討し、これにより医療機器使
用中に接地接続のエビデンスを提供できる
技術を開発した。そこで試作品の作成と検
証結果を含め報告する。 

２．技術的背景 
 EMC 規格が 2004 年より義務化されたこと
により、医療機器は、JIS T0601-1「医用電
気機器の安全基準」[2]、及びその副通則
JIS T0601-1-2「EMC 規格」[3]に適合しな
い限り、製造も販売も認められない。 
接地の接続がない場合、二重安全対策が

とられている漏電防止対策に直ちに問題が
発生することはないが、電磁干渉防止対策
のひとつである電波障害防止対策のための
電磁波シールドはその機能が損なわれ、結
果として医療機器筐体より主として商用周
波の電磁波が放射されることとなる[4]。 

３．接地不良時の電磁波電界強度測定 

医療機器筐体から放射される電磁波の電
界強度を測定し、接地接続不良を点検でき
る器具を設計すべく、医療機器から放射さ
れる電磁波電界強度と接地接続状態との間
の法則性を調べる実験を行った。実験では、
臨床で現役使用されている医療機器を対象
として、接地抵抗上昇時または接地が接続
されていない状態での電磁波電界強度を測
定した。 
新たに埋設した C種接地を使用し、図 1

の試験用電源回路を作成、これから医療機
器に電源を供給しながら、接地抵抗を 0～
∞の範囲で切り替え、医療機器筐体から放
射される電磁波電界強度を測定した。電界
強度測定には、図 2示す平行平板アンテナ
を使用し、指向性を持たせた。測定は、医
療機器筐体とアンテナ間の静電結合により
発生する電圧信号を記録し、電界強度を算
出した。医療機器筐体表面とアンテナ間の
距離は 10 cm に固定した。 
 試験の結果、一部の磁気シールドを施し

た機器を除いてほぼ同様の結果を得ること
ができ、接地の接続が絶たれた場合は、測
定距離 10 cm で 100 V/m 以上の電界を測定
した。なお正しく接地接続されている場合、
測定電界強度は 0であった。なお詳細な結
果は、花田らの発表[4]のとおりである。 

図 1 試験用電源供給回路 

図 2 測定アンテナ概念図 
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４．接地接続点検用機器の試作 
 前述の結果に基づき、「保守点検用測定
器」と、「接地不良警報器」を試作した。 
 保守点検用には測定距離を指定するため
のスペーサ付き測定器（電界強度測定器）
を試作した。測定用アンテナは試験と同じ
平行平板アンテナとし、指向性を持たせる
ことで、周辺機器の影響を 小限に抑えた。 
 また人体は導電性であり測定に影響する
ため、絶縁材料を用いたハンドルを取り付
け、図 3に示すようにハンドルを支持して
使用することとした。 

 表示は見難い数値表示を避け、10 段階の
カラーLED バーグラフ表示とした。目盛は 
“1”から“10”であり、x10 または x100
の感度切換を設けた。接地接続状態の点検
時には x10 で使用する。正しく接地に接続
されているときには LED が点灯しないか、
または電界強度表示値 10 V/m および 20 V/m
を安全域として緑色 LED で、表示値 30 V/m
および 40 V/m を要点検として黄色 LED で、
表示値50 V/m以上を接地の接続がないとし
て赤色 LED で表示することとした。これに
より、観察が容易となり、教育的な用途に
も有効である。 
 次に、医療機器筐体に直接取り付けて、
接地接続不良を警告する機器として、図 4
に示す「接地不良警報器」を試作した。 
この警報器では測定距離を6 mm固定とし、

粘着テープにより医療機器筐体に直接固定
可能とした。断線時の接地接続不良警告閾
値を 100 V/m と 500V/m の何れかに切替え可
能としたが、通常は100 V/mにて使用する。
表示は、緑色 LED と警報用赤色 LED をクリ
アウィンドウ外周上60°毎に交互に配置し、
360°どこからでも観察可能とした。本装置

では、接地不良を検知すると赤色の LED が
明滅する。緑色 LED は、監視中であること
を示すとともに、消灯したときはバッテリ
切れを示すものとした。 
本装置電源にはボタン電池を採用、操作

ミス回避のために電源スイッチは設けず、1
年間以上連続運転可能とした。試作機には、
現在は警報ブザーや警告メッセージなどの
機能は持たせていないが、評価結果を見て、
機能を追加する予定である。 

５．性能検証 
 本装置の性能を検証する試験を行った。
試験では 3P テーブルタップを用い、バナナ
プラグを用いて簡単に接地接続切断可能な
電源を用意した。 
 臨床使用中の医療機器である、人工呼吸
器、患者情報監視装置、新生児モニタ、心
電計、脳波計、超音波診断装置、輸液ポン
プ、シリンジポンプ等の機器について、用
意した接地接続切断可能な 3P 電源コンセ
ントに医療機器電源プラグを差し込み、接
地接続「保守点検用測定器」と「接地不良
警報器」の性能検証を行った。一部の機器
については臨床現場にて検証した。 

５－１．保守点検用測定器性能検証 
一部機器を除き、接地接続のある状態で

は “0”（LED 点灯なし）、接地線断線時
には感度 X10 で 100 V/m の電界強度を示し、
有効に機能した。また、医療機器液晶パネ
ル表示部等でも同様の結果が得られた。 
測定は、測定器を概ね医療機器正面パネ

ルおよび側面の両方に向けて実施した。 
 
 

図 3 試作測定器 

図 4 接地不良警報機とその機能概念図

LED 
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表 1 測定感度(X10) 

 * S ポンプ=シリンジポンプ 

備考 

(1) 輸液ポンプ A：経腸栄養ポンプ 

接地接続の有無に関わらず60 V/m以上を示し、

EMC 規格不適合か、電気回路故障と思われた。 

終的な原因究明は行っていない。 

(2) 一部の輸液ポンプとシリンジポンプ 

接地接続状態で 10～20 V/m を示した。 

一部の輸液ポンプとシリンジポンプでは、
銅箔または銅板による磁気シールド方式を
採用し、かつ、電子回路全体を完全に覆う
ものではないことが判明した。この方式で
はシールド性能が 20 dB 程度のため、他の
医療機器と異なり、接地接続状態において
も測定電界強度は“0”とならないことが
判明した。内部電源機器ではあるが、着脱
可能な電源コードを使用して、外部電源で
運転可能な機器であるため、クラス１機器
同様の EMC 規格に適合させることが望まし
い。ちなみに、接地断線時には測定電界強
度は 200～400 V/m を示した。 
また、接地断線時の測定値は、筐体の大

きさにより 大値が異なることが判明した。
筐体サイズが大きい機器ほど接地断線時の
測定電界強度も大きいことが判明した。 

５－２．接地不良警報器性能検証 
接地不良警報器は、機器毎に色々な場所

に取り付けて検証し、不都合のある場所に
ついて下表に検証結果を示すが、多くの場
合、問題なく使用できることが判明した。 
 接地不良警報器を使用して行った検証結

果は表 2のとおりである。 
表 2 警告閾値 100 V/m 設定時の動作 

警報器表示  

被試験機 接地接続 接地断線 

 

備考

人工呼吸器 A 緑 赤 OK 

人工呼吸器 B 緑 赤 OK 

人工呼吸器 C 緑 赤 (1)

新生児モニタ 緑 赤 (2)

心電計 A 緑 赤 OK 

心電計 B 緑 赤 (3)

脳波計 A 緑 赤 OK 

超音波 A 緑 赤 OK 

輸液ポンプ B 赤 赤 (4)

輸液ポンプ C 赤 赤 (4)

輸液ポンプ D 緑 赤 OK 

S ポンプ A 赤 赤 (4)

S ポンプ B 緑 赤 OK 

S ポンプ C 緑 赤 OK 

＊輸液ポンプ Aは表 1に示す結果に基づき検証対象

から外した 

備考 

(1) 人工呼吸器 C：接地不良を警報できない場所

があった。 

呼吸器筐体がプラスチック製であり、トッ

プテーブル左奥では接地不良を検知できなか

った。筐体直下に電気回路がなく、空気回路

のみあるものと思われる。保守点検用測定器

で検証したところ、電界強度は60 V/mであり、

警告閾値に達しないことが判明した。他の部

分では問題なく作動した。 

(2) 新生児モニタ（NICU 内にて検証） 

接地が正しく接続されているのにもかかわ

らず、赤色 LED が明滅したモニタがあった。 

問題のあるモニタ周辺電磁環境を調査した

ところ、50 cm 程度離れたところに大型シャ

ーカステンが置かれ、2P 電源プラグがコンセ

ントに差し込まれていた。等電位化用接地線

の接続はなかった。保守点検用測定器で電磁

環境を測定したところ、シャーカステンから

距離 50 cm で 500 V/m を超える電界強度が計

測された。シャーカステンの電源プラグを引

き抜いて再検証したところ、正常に機能した。 

(3) 心電計プリンタ部で、接地接続があるにもか

かわらず、接地不良を示す赤色 LED が明滅す

る場所があった。強い電磁波発生を伴うドラ

イブユニット等の存在が疑われる。保守点検

用測定器で検証したところ、測定距離 10 cm

では 10 V/m 程度で問題はなかったが、距離 1 

cm で測定したところ 100 V/m を超える電界強

度が計測された。 

測定器表示  

被試験機 接地接続 接地断線 

 

備考

人工呼吸器 A 0 >100 OK 

人工呼吸器 B 0 >100 OK 

人工呼吸器 C 0 >100 OK 

新生児モニタ 0 >100 OK 

心電計 A 0 >100 OK 

心電計 B 0 >100 OK 

脳波計 A 0 >100 OK 

超音波 A 0 >100 OK 

輸液ポンプ A 60 70 (1)

輸液ポンプ B 20 >100 (2)

輸液ポンプ C 0 >100 OK 

輸液ポンプ D 20 >100 (2)

S ポンプ A* 20 >100 (2)

S ポンプ B 0 >100 OK 

S ポンプ C 0 >100 OK 
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(4) 前述のように、これらのポンプは磁気シール

ド型であるためである。感度切換スイッチで、

警告閾値を 500 V/m に切り替えて試験したと

ころ、表 3に示す通り正確に機能した。 

 

表 3 警告閾値 500 V/m 設定時の動作 

輸液ポンプ B 緑 赤 OK 

輸液ポンプ C 緑 赤 OK 

S ポンプ A 緑 赤 OK 

６．結果 
 今回試作した保守点検用測定器は、接地
の不良、断線や接続忘れ等に伴うシールド
機能の著しい低下や消失により、医療機器
筐体から放射される電磁波の電界強度を測
定するものであるが、同時に接地品質の劣
化や断線を簡単に点検できることものであ
ることが検証された。 
 また、接地不良警報器は医療機器筐体に
直接固定し、医療機器使用時に接地不良を
警告するものとして試作したが、接地接続
のない 3P 電源コンセントに医療機器の 3P
電源プラグを差し込むと同時に赤色 LED が
明滅し、接地接続のないことが警告された。
さらに、医療機器作動中に接地接続を絶つ
と同時に赤色 LED が明滅し、接地接続不良
を警告した。 
 今回の検証試験で、接地不良警報器は、
その固定場所を事前に確認する必要がある
ことと、医療機器周辺の電気機器や家具等
が等電位化されているかどうかを含めて、
電磁環境を調査、確認する必要のあること
が判明した。 
 試作の保守点検用測定器は、医用室内の
電磁環境調査、患者ベッドまたは医療機器
周辺の電磁環境調査にも有効であることが
判明した。また心電図や脳波等へのノイズ
混入対策にも有用であった。 

７．考察 
 実験室レベルでの性能検証終了後に、首
都圏の医療機関に臨床現場での性能検証を
依頼した。その結果、接地不良が観察され
た事例について、判明した原因件数の多い
順に示す。 
(1)3P–2P変換アダプタの誤使用による接

地線接続忘れ 
(2)3P 電源コード接地線の断線 

着脱式電源コードで比較的多数発見
された。 

(3)配線工事ミスと思われる事例 

患者ベッドサイド 3P 電源コンセント
モジュールに接地線が通線されてい
なかった。追加調査の結果、同一病棟
全ての医用室で接地線の通線がなか
った。 

(4)3P 電源プラグ接地ピンの欠損 
(5)機器の電気回路故障と思われる事例 

接地接続の有無に関わらず接地不良
を示す電界強度が計測された。 
電源プラグ接地刃と筐体金属部分の
間で導通がなかった（テスタにて確
認）ため、電源コード接地線の断線、
または電気回路の故障が考えられる
が、メーカへの修理依頼を要した。 

以上に示したように、医療機器使用中で
あるにもかかわらず、接地接続が絶たれて
いる事例が数多く発見された。 

８．まとめ 
 医療機器メーカの立場からは、医療機器
（医用電気機器）は、その使用中には接地
接続があることを前提に安全性と有効性を
保証しているのであり、安全基準に適合し
ないものは製造も販売もできない。 
 一方、JIS 規格の「病院電気設備の安全
基準」[1]では、全ての医用室に保護接地設
備を設けることとしており、医療機器使用
環境では 3P 電源コンセントを十分な口数
設備すべきである。にもかかわらず、そう
ではないことも事実である。さらに、接地
設備の定期点検も十分には行われていない
と思われる。 
 3P–2P 変換アダプタの誤使用などは、十
分な 3P 電源コンセントが設備されていな
いことも要因のひとつとなっている。 
 本研究における成果は、医療機器を診断、
治療に使用する上で、特に、医療機器使用
中不可欠といえる接地接続のエビデンスを
提供する手段として、有効であった。 
 
 参考文献 
[1] 日本規格協会 JIS T1022(2006)「病院電

気設備の安全基準」 
[2] 日本規格協会 JIS T0601-1(1999)「医用

電気機器の安全基準」 
[3] 日本規格協会 JIS T0601-1-2(2002)「EMC

規格」 
[4] 花田英輔、工藤孝人、加納 隆 不適

切接地がもたらす医療機器への電荷集
積による電磁界と起電力 第 37 回日
本医療福祉設備学会, No.39, 2008 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /EstrangeloEdessa
    /FootlightMTLight
    /FreestyleScript-Regular
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /InformalRoman-Regular
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KuenstlerScript-Black
    /KuenstlerScript-Medium
    /KuenstlerScript-TwoBold
    /KunstlerScript
    /LatinWide
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MediciScriptLTStd
    /MicrosoftSansSerif
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NuptialScript
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Parchment-Regular
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Ravie
    /ShowcardGothic-Reg
    /SimSun
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanMTStd
    /TimesNewRomanMTStd-Bold
    /TimesNewRomanMTStd-BoldCond
    /TimesNewRomanMTStd-BoldIt
    /TimesNewRomanMTStd-Cond
    /TimesNewRomanMTStd-CondIt
    /TimesNewRomanMTStd-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfChanceryStd-Demi
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDFs that match the "Suggested"  settings for PDF Specification 4.0)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


