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＜はじめに＞ 

 

 この度、東京都の助成金を活用して、イギリスのみならず世界的にも精神保健福祉の向

上に貢献されているジェフ・シェパード氏を三鷹にお招きして講演会を開催できたことを、

大変うれしく思います。 

 当日、会場の三鷹産業プラザには、ほぼ定員いっぱいの 200 名近い方がお集まり下さい

ました。参加者の皆様の熱気が講演会をより良いものにしたと思います。皆様にお礼を申

し上げると共に、この会を可能にして下さった東京都福祉保健局と、後援としてご支援を

頂いた三鷹市、とりわけ力強いご挨拶を頂いた三鷹市長の清原慶子様にも、この場をお借

りして御礼を申し上げます。 

講演会の挨拶でも申し上げましたが、日本でも「リカバリー」という言葉はかなり周知

されてきています。しかし、本質的な意味でリカバリーは何かということを考えた時に、

入り口としての早期支援の枠組みも一向に整備が進まず、出口としての社会的入院の問題

も解決できておらず、日本の精神保健医療福祉の中では、本当のリカバリーが実践できて

いるとは到底思えない現実があります。その大きな原因が、この講演の中で何度もご指摘

がありますが、いったいこの国の専門家はどちらの方向を向いて仕事をしているのかとい

うことです。専門家が当事者を見ずに、自分たちの論理の中で完結してそれを推し進めよ

うとすることが、あまりにも多く見受けられます。そうではなく、我々専門家は、もっと

時間をかけて当事者や家族の話に耳を傾けて、彼らのストーリーから学ばなくてはいけま

せん。その先にあるのが、新しいサービスの枠組みであり、アウトリーチや危機介入、早

期支援の専門チームという発想に繋がっていくのではないかと思います。 

この講演録を読んだ時に、「目からうろこが落ちた」と感じるのはおそらく専門家であり、

当事者や家族、そして大勢の市民の方にとっては、ごく当たり前のことを言っているよう

にお感じになった方も多いと思います。その「当たり前」を、病院ではなくこの三鷹地域

で実現させていくために、これからの精神保健医療福祉のあるべき姿を、もう一度ジェフ

先生のお話を振り返りながら皆さんと考えていきたいと思います。 

 

社会福祉法人巣立ち会 理事長 田 尾 有樹子 
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＜講師紹介＞  座長：伊勢田堯 氏（前東京都立多摩総合精神保健福祉センター所長） 

 

1970年 レッディング大学卒業 

1972年 ロンドン精神医学研究所臨床心理学修士号 

この研究所は、世界を引っ張るほど精神医学の研究をしている、

精神医学の様々な研究のメッカと呼んでもいいくらい、素晴らしい

業績を上げ続けている研究所です。 

その後、ケンブリッジにあるフルボーン病院で、精神科リハビリ

テーションサービス部門の臨床心理部長をしておられました。私が

フルボーン病院に留学した時にスーパーバイズを担当して頂いた

のがジェフ・シェパード教授でありました。それ以来、日本の精神

科サービスが非常に遅れていることを知ってくれていて、ずっと心

温まる積極的な支援を届けてくれておりますので、私としては23年のお付き合いになりま

す。 

それからロンドン大学に移り教授になりまして、教鞭をとるかたわら、ケインズベリー

精神保健センターの研究部長として活躍しておられます。 

2002年からは、ケンブリッジ州ピータバラ精神保健連携ＮＨＳトラストにおける連携・

サービス開発所長。職員数が2,500人という非常に大きな組織の責任者をされておりました。 

その後に定年を迎えられまして、現在は 

ケインズベリー精神保健センター政策相談役 2 日/週 

ケンブリッジ州ピータバラ精神保健財団トラスト 1 日/週 

これらの職務を通じて、精神保健サービスの発展に尽くすべく、精力的に活躍されてお

ります。 

先ほどの経歴からも皆さんお気づきだと思うんですが、大事なところは、臨床経験と研

究、行政、教育、こういうものは日本ではそれぞれバラバラにやっている。彼はこのよう

にイギリスの様々なところにタッチしながら、全体として精神保健サービスの発展に貢献

しておられる。ぜひここには注目して頂きたいと思います。 

現在は、これからお話があると思いますが、就労支援やリカバリー、また発病して間も

ない患者さんやその家族の皆さんを支えようという早期介入、これも国際的な活動を推進

している人たちの一人として活動されています。 
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＜講演＞ １．英国における精神保健サービスの変化 

ご紹介頂きまして「アリガトウゴザイマス」。「コンニチハ」。私が話せるのは今の 2 つの

日本語です（笑い）。 

ここからは英語で話させて頂きます。来日を果たすことができ、大変うれしく思ってお

ります。ご招待に感謝申し上げます。特に東京都が私の渡航を可能にして下さいましたこ

とを、心より感謝申し上げます。また、田尾有樹子様、またその同僚の皆様方に対しても

感謝申し上げます。またご紹介下さった伊勢田先生にも感謝申し上げます。 

まず最初に、歴史を振り返ってみたいと思います。過去 50 年にわたる精神保健サービス

の改革について、イギリスでどのような改革がなされてきたのかをお話しします。私たち

にとっては、マラソンのような長い道のりでした。ただ日本の皆さんと同じように、私た

ちはどの方向に進みたいのかという方向性は見えていました。開会の挨拶で話がありまし

たように、私たちも失敗をしました。学ぶためには過ちを犯す必要があるということです。

私からの助言ですが、このままこの旅を続けて頂きたい。途中でミスを犯すことがあるか

もしれません。しかし、間違いを犯したとしても、そこから学びさえすればいいわけです。

そして過ちから学んで、また方向性を修正していけばいいと思います。 
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 では、ここでイギリスにおける精神保健サービスの基本的な背景をご紹介します。そし

てそれが、全体の精神保健のサービス構造と方針とにどのように繋がってくるのかをお話

しします。 

国民保健サービス（ナショナル・ヘルス・サービス、NHS）は国でなされているサービ

スで、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドとで少しずつアレン

ジが異なっていますが、基本的には同じ形で展開されています。税金で賄われており、労

働者の税金が NHS の資金となるわけです。そのサービスは無償で、それを利用したい人は

いつでも無料で使うことができます。 

精神保健サービスですが、これは地方政府から資金が提供されるようになっています。

それぞれの地域において、どのようなサービスを提供するのかということなどを決めるの

が、地方の保健及び社会的ケアのマネジャーたちの役割です。こうした人たちが、どのサー

ビスを買うかを決めます。これが様々な保健サービスや治療等に関連しています。社会的

サービスというのが住宅・住居、さらには就職等に関わるものですが、最大の大きな変化

が、この保健並びに社会サービスが統合されたことです。サービスを使う場所とどのよう

に提供されるかという点で、この保健と社会サービスがより近い形で、一緒になって提供

されるようになったことです。 

さらにもう一つ、地域の社会サービスが直接地方自治体ではなく、独立した組織によっ

て賄われるようになったことです。 

そしてもう一つが、保健サービスに関して、ケアが 3 つに分かれるようになったことです。

一次医療、二次医療、三次医療という形になりました。まず一次医療ですが、これは開業

医によって提供されます。主に患者さんの診療を行い、必要があれば病院に紹介します。
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病院ではなく地域での治療を行うという意味で、大きな役割を担っています。ですから、

例えば皆さんが診療を受ける場合には、まずは一般開業医に診てもらうことになります。 

従って、精神保健の問題を抱える人たちの中でも、重篤または長期にわたる慢性疾患を

持つ人たちが、その次の段階（二次医療）で精神保健の専門家の元を訪れることになりま

す。この精神保健サービスには専門家を中心とした地域チームも編成されています（また

後で詳しくお話しします）。その後に病院のベッドがある（三次医療）ということです。入

院は、一次ないし二次医療でも良くならない患者さんをケアするのが役目となります。 

それではここで、精神保健サービスの歴史について話をします。特に精神科病棟におけ

るベッドの数（病床数）を示していきます。歴史については 4 つの時期に分けてお話しし

ます。 

まず年代で分けていきますと、1950 年代から 95 年まで。この期間に古い精神病院の閉

鎖が行われました。同時に、地域サービスが不十分だという状況が、相まって起きていま

した。ここでは、退院した人だけでなく、古い精神病院に入院している患者さんにもサー

ビスが不十分で、精神保健サービスにとって良い時代ではありませんでした。そこで、当

時の保健担当大臣は、「地域ケアは失敗した」と述べました。確かにその当時は、彼の言う

ことは正しかったと言えます。 

しかし 20 世紀も末になり、我々は犯した過ちに気が付き、新しいシステムを導入しまし

た。それが現在きちんと稼働している地域精神保健サービスに繋がっています。ちょうど

数週間前に、新しい政府の元で新たな政策プログラム「精神的健康なくして健康はありえ

ない」が展開されることになりました。 
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以上の通り、非常に長い道のりを経てきました。過ちも犯しました。しかし、そこから

学んだということです。ここに示している消防士たちは、人が飛び降りた時にどの辺に着

地するかということを見極められず、何度か失敗している（笑い）。彼らは学んでいないこ

とになります。 

このグラフが示しているのは、1955～1995 年までで古い精神病院におけるベッド数がど

れだけあったのか、その変化を示しています。1955 年当時、古い精神病院におけるベッド
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数は 15 万 5 千床でした。それが徐々に減少して、1995 年に 3 万 5 千に、そして現在は 5

千未満となっています。 

なぜ私たちはこのような動きをしようと思ったのか。3 つ重要な要素が挙げられます。 

まず専門家集団（特に医師たち）が 1950 年代の施設を見直し、その状況を恐ろしいと考

えました。当時、患者さんは古い建物の中に詰め込まれていて、大部屋に何人も一緒に寝

泊まりしプライバシーもほとんどなく、自主性も自由もありませんでした。そこで、そこ

にいる必要のない患者さんたちを退院させる動きが始まりました。 

2 つ目の要因は、1960 年代の半ばから後半にかけて、精神病に有効な薬が容認されたこ

とです。しかしこれは背景要因です。人々が施設の外へ出ていくのはあくまで「人道的な」

動きであり、何も新しい薬が出てきたためではありません。3 つ目の要因、これは後の段階

になって起きたことですが、それは政府が「病院で人々を診るよりも地域で治療を施した

方が、より安価になる」と考え始めたことです。実際にこのプロセス全体を動かす元になっ

たわけですが、これについても、何もこれが原因で患者さんの脱施設化が起きたわけでは

なく、一番大事なのは人道的な動きが多くあったことです。その中で、有効な薬剤の登場

が糧となり、そこに着目した政府が「ひょっとしたら安くケアを施すことができるかもし

れない」と関心を持つようになったということです。 

実際には様々な方法で脱施設化が展開されました。 

まず最初に、資金面に変化が生じました。それまでは病院に対して膨大な資金が提供さ

れていました。しかしそれが、それぞれの患者さんに対して分配されるようになりました。

それは実際の現金という形ではありませんが、ケアに関わる資金をそれぞれの患者さんが

自分のものとすることができたということです。政府がもはや、資金を病院に対してボン
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と与えることはしなくなったということです。一人一人がお金を持って動くことができる

ようになり、そのお金を集めて独立組織の支援、例えばグループホームなどの社会資源を

作るといった支援に使えるようになりました。患者さんが地域に出れば、様々な恩恵を受

けることができるということです。 

それから、もう一つ大きな要素が挙げられます。地域の住居・住宅といったものが次々

とできてきたわけですが、その中にこれまで病院で働いていたスタッフたちも、患者さん

と共に移動してきたことです。これは患者さんにとって良いことでした。それまで病院の

中で培われた人間関係や得てきたサポートを、そのまま継続することができたからです。

また、スタッフにとってもそれは良いことでした。病院で失業してその後の仕事がなくな

ることを心配する必要がなかったからです。 

さらに私たちは家族支援にも力を注ぎました。誰か一人患者さんが退院し、病院から地

域へ出ていく時に、家族の人に会って様々な説明をして、今後どうなるのかについて話をし

ました。患者さんが地域に出てもただ単に住む場所や暮らし方が変わるだけで、サービスも

病院との連携も、これまでとは変わらず引き続き保つことができると説明するわけです。 

そして最後に、地域の近隣の人たちに対しても、今度新しく入ってくる人たちが危険で

も脅威でもないことを説明しました。一軒一軒地域住民の家を訪ねたこともありますし、

地域のホールを借りて近隣の方たちとのミーティングを行ったこともあります。しばしば

地域住民の人たちは、我々が説明をしても信じてくれないことがありましたが、患者さん

と実際に会い、「私がここに引っ越してきます」と声を聴いて実際に当人を目の当たりにし、

加えて家族の人から「これが私の息子です。長い間病院にいました。でも今はこうして退

院したいという希望を持っています。適切にケアを受けたいと思っています。彼にチャン

スを下さい」という話を聞けば、地域住民も初めて信じてくれるようになります。実際に、

患者さんの家族の声が最も強力で、専門家よりも家族の声を地域住民は信じてくれること

がわかりました。 
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しかし、こうしたプロセスを通じて、それでもまだ専門家や家族、患者団体から様々な

意見が出ました。「今やろうとしていることが本当に正しいのか」という疑問の声が出たわ

けです。当時の私たちには、裏付けとなる良い研究はありませんでした。そこで 1980 年代

の前半に、人々の懸念に応えるべく研究が始まりました。その研究が TAPS と略されてお

ります。それは精神科サービスの評価のためのチームで、ロンドンの精神病院にいる患者

さんとそこから退院した患者さんとで、様々な条件を揃えて比較するものでした。1 年目、

3 年目、5 年目と追跡していき、とても興味深いことが分かりました。 

まず最初に症状という観点からは、退院した患者さんと入院して残っている患者さんと

の間には、症状の改善には差はありませんでした。退院した患者さんは、入院を続けてい

る患者さんと比べて必ずしも症状が改善したわけではないですが、しかし悪化したわけで

もありませんでした。その理由は単純です。陽性症状に影響を与える重要な要因が服薬で

すが、それは病院にいようが地域にいようが同じことで、そのために症状の改善において

差はなかったということです。 

しかし、1 つ大きな違いが認められました。地域でケアを受けた患者さんの方が、社会機

能がより著しく、またより早くに改善が認められたことです。病院に残っている人たちに

比べて地域に行った患者さんたちは、地元のショップに行ったり、食事に行ったり、食べ

物を買ったり、バスに乗ったり、地域での活動に参加できたりということが可能になった

わけです。 

さらに、地域に移った患者さんに尋ねてみますと、以前よりもずっと幸せだと訴えてい

ます。実は退院前の患者さんたちは、自分が本当に退院して大丈夫なのか、ひょっとした

ら怖い目に合うんじゃないかとやきもきしていたわけですが、実際に地域に出てみると、

病院に居た頃よりもずっと満足度が高まったと答えています。この研究で興味深いのが、

いったい何が満足度を上げることに繋がったのかを知ることです。その一つの要因は、「自

由度が増したから」ということです。それは、例えば月曜の夜 9 時に台所に行って、一杯

の紅茶を飲むことができるという、そういった自由を得ることができたことです。それは

取るに足らない自由かもしれませんが、もしそれがなかったとしたら、とても大きな自由

が今まで失われていたことになります。また、もし患者さんが満足していれば、家族も満

足しているということです。患者さんがいかに恩恵を受けているのかを家族が見れば、家

族も幸せを感じられます。 

それから、専門家も事前には「自殺や犯罪が増えるのではないか」という懸念を強く持っ

ておりましたが、実際にはそうなりませんでした。 

経費の面でも、実際には地域で治療を受ける方がわずかではありますが、10％程度コス

トを下げることができました。ここでは、最も重篤で障害度の高い患者さんは恩恵を受け

るのが一番最後となってしまい、費用は地域でも病院でも変わりませんでした。重症の患

者さんの場合にはコストの面は変わらない状況であったということですが、そうした重症の

患者さんというのはだいたい全体の 10％で、残りの 90％の患者さんは、地域へ移ることに
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よってより満足度が増し、機能も高まり、またコストの面での削減もできたというわけです。 

ということで、この TAPS 研究の結果が非常に多くの重要な疑問に答えることができま

した。長年病院に入院していた患者さんを地域に移行することが本当に良いのかどうか、

そういった疑問に答える研究として、その答えが「良かった」と示されたわけです。 

しかし、時間が経過するにつれて新たな問題が勃発してきました。その問題は退院して

いった人たちではなく、次の世代の人たちに降りかかってきました。特に若い患者さんで

すが、重症であれば必要な期間の入院をすることになっていたはずが、入院施設が閉鎖さ

れてしまい、入退院を繰り返す患者さんとなってしまいました。短期間の入院しかできず、

地域サービスを受けようと思っても入院に代わる効果的な対応策が無かったからです。こ

うした人々を集中的に地域でフォローアップしていく仕組みがなかったため、サービスか

ら落ちこぼれてしまった重症の人達は、自傷他害のリスクを背負うことになりました。短

期間閉鎖病棟に入院する患者さんもいて、より重症の患者さんが多く、そのために入院で

患者さんたちを看ているスタッフたちにとっては大変な状況となったわけです。 

また同時に、患者さんたち（特に若い人たち）が様々な違法薬を手に入れることができ

るようになってしまいました。若い人たちで精神病の症状があり、ヘロインやコカインな

どをやる人たちが増えていきました。また、特に医師や看護師など、スタッフ不足にも悩

まされました。加えて患者さんが地域において事件・事故を起こした場合に、大々的に報

道されるようになってしまい、患者さんもサービスを受けることができなくなってそこか

ら抜け出てしまうことが起こるようになりました。 

こうした状況の中で、当時のドブソン保健担当大臣が「地域ケアは失敗した」と述べた

わけです。その当時であれば、確かに彼の言ったことは正しかったかもしれません。それ

は 1990 年代のことでした。 
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そこで多くの精神医療保健従事者たちが、他国の状況に目を向け始めました。同じよう

な問題を抱えながらも地域で対応できるような、そういう特別な地域チームが他国で展開

されていることに気が付いたわけです。特にアメリカやオーストラリアにおいては、医師

や精神保健スタッフたちが、地域において入院に代わるサービスを提供するという試みが

始まっていました。 

1997 年に新しい政権が誕生し、イギリスにある全てのものを世界 1 位にしようという熱

意を持った人が、その座につきました。当時の精神保健大臣に「他国でどのような精神保

健サービスが展開されているのか、どこが一番新しいのか」を調査するように命じられ、

それに対してオーストラリアのシドニーがそうだということになりました。確かに距離的

には遠いところでしたが、大臣は「自分を連れて行ってくれ」と言い、シドニーに行って

新しいチームを見学しました。私はその 3 年前にすでに見学に行っていたわけですが、私

もその大臣も両方とも感激しました。そこで、ロンドンに戻った大臣は、精神保健の関係

者たちをホテルに集め、「我々はこの国の精神保健サービスのための政策改革を行おう」と

提唱したわけです。 

このナショナル・サービス・フレームワーク（国の精神保健政策）は、3 つの専門家チー

ムが地域においてプログラムを展開するものでした。 

まず、専門家による「危機解決と家庭治療チーム」が編成されました。彼らが患者さん

を診て、病院に行くべきか、それとも地域で治療できるのかを評価します。このチームは

必要に応じて毎日患者さんの自宅を訪問するなど、年中無休の体制で動きます。 

さらに「積極的訪問チーム（AO）」を編成しました。これは、特にリスクの高い人たち、

サービスから脱落する危険のある人たちをフォローして、継続的にサービスを受けられる 
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ようにするチームです。家庭訪問をすることによって、患者さんがそのサービスを継続的

に受けられることを実現するためのチームです。このチームがきちんと確立されており、

患者さんとの関係を構築し実際の支援を受けられるようになっています。この AO チーム

は、患者さん宅の掃除や洗濯、食事の用意など実際的な支援がきちんと受けられるように

助けて、それから薬についての話をすることになっています。 

3 つ目のチームは、早期支援チームです。これは AO チームのようなもので、地域で稼働

しています。特に初回エピソード（症状）の若者を対象としています。 

このナショナル・サービス・フレームワークでは、すべてのレベルで利用者や家族の参

加を促進しています。さらに職員について、賃金を上げることもなされました。このよう

な変革がイギリス全体で強力に推し進められました。 

ナショナル・サービス・フレームワークは、2004 年にアップルビー教授によって評価さ

れました。この時点で 500 の新しいチームが編成されていましたが、私が 2010 年にチェッ

クした時は、全部で 700 以上になっていました。これは国の政策ですので、イギリスのど

こに行ったとしても、それぞれの地域において危機解決チームや AO チーム、早期介入チー

ムに出合うことができます。このプロセスが非常に積極的に、力強く促進されていきまし

た。  

当時の保健サービスの責任者が私の上司だったのですが、彼は私に「とにかくやれ」と。

「疑問を差し挟む余地はないからやれ」という命令を受けました。そこで私は「まだ財源

を確保していません」と言いましたら、「じゃあ財源は確保するが、それでも足りなかった

ら、さらに精神病院のベッド数を減らして捻出しろ」と言われました。 



－14－ 
 

 この戦略は功を奏し、最も目を見張るような数字の変化がそこに示されています。それ

は、今まで資金の提供は病院になされていたのが地域へとつぎ込まれるようになったわけ

です。今や精神保健サービスの支出の中で、40％未満だけが病院にかけられるようになり、

60％以上の資金が地域に提供されるようになったわけです。25 年前は逆でした。私は、今

の日本ではその比率が少なくとも 75％が病院にかけられていて、地域ケアにかけられる割

合は 25％くらいだと聞いております。精神保健サービスでお金をいかに使うかについて、

重点が大きく変化したように思います。 
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 初期に抱えていたほとんどの問題が、この政策の中で対応されるようになりました。急

性期病棟に対するプレッシャーも緩和されました。確かにまだ若者の間での違法薬剤の乱

用の問題はありますが、それでも急性期病棟が「そこには絶対に入りたくない」と思われ

るような悲惨な状況ではなくなったわけです。ＡＯチームも、特に難しい患者さんたち、「自

分は誰とも関わりを持ちたくない」と思っているような患者さんたちともコンタクトを維

持し続けることができています。 
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ここで、早期介入チームが新しい方法として明確に示したものがあります。それは、患

者さんたちがきちんと治療を受けるだけにとどまらず、人生をそのまま継続することがで

きる、教育もきちんと受けて就職する、そこまでの支援をすることです。患者さんたちを

助けるだけでなく、家族の人たちも前に進むことができるように支援することです。 

若い人たちが初回のエピソード（症状）で精神疾患になるということには、若者特有の

部分があります。私は家に 18 歳の息子がいます。息子は「きちんと教育を終えて、就職を

して、お金をちゃんと稼いで、財産を蓄えて、ガールフレンドも見つけて、自分の人生を

親から邪魔されたくない」といったことを自分の願望としているようです。精神疾患を抱

えている若者は、うちの息子と同じようになかなか手に負えないものです。私たちは多く

のことを若者から学んでいかなくてはなりません。専門家として彼らのために何を重点的

になすべきかも知っておかなくてはいけません。 
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２．英国でのリカバリー支援 

こうした新しいサービスを実際にどのように可能にさせていくのか、サービスの利用者

たちのニーズや希望などの最優先事項に応える形でどうやって実現させていくのかを考え

ていこうと思います。それがちょうどこの「リカバリー」と関連してきます。 

リカバリーというのは、人によって様々な意味を持っています。この言葉は、地域社会

に住んで、専門的なサービスやその他の人たちからの様々な支援を受けて生活している患

者さんたちから聞いた話が基になっています。患者さんや家族の人たちと話をするたびに、

彼ら独自のストーリーがあることがわかります。その中には幸せなストーリーも悲しいス

トーリーもあります。リカバリーという考え方は特に「サービスの中で最も役に立ったも

のは何か」ということに耳を傾けて出てきたものです。これは専門家として襟を正すよう

な経験となるわけですが、患者さんの話を聞きますと、「専門家がいかにして自分たちを助

けてくれたか」という話はめったに聞きません。友人や家族、教会とか、様々なことにつ

いて話してはくれますが、「薬がこれだけ役に立った」あるいは「心理士がこれだけ助けて

くれた」、そういったことはめったに口にしてはくれません。とりわけ、患者さんは自分の

ことを語ります。自分がいかにして、自分を助けるためにどういうことをしたのか、とい

うことを話してくれます。 

レパー先生とパーキンス先生、それぞれ看護師と心理士で、有名な精神保健のプロフェッ

ショナルとして一目置かれている方ですが、彼ら自身が実は患者さん、重篤な精神疾患を

抱える人たちだったのです。彼らがとても影響力を持って、医療従事者に対して患者さん

の声に耳を傾けるように訴えたわけです。彼らは著書の中で、3 つの重要な要因について挙

げています。地域に生活する精神疾患を抱えている人たちにとって何が最も役に立ったの



－18－ 
 

か、共通する因子がありました。 

第一が「希望」です。これは明らかです。朝自分が起きて、希望があるからこそ様々な

ことをしようとするわけです。ですから希望を持つことは大切です。皆それぞれ希望には

違いがあるかもしれません。しかし精神疾患を持つ人であっても、自分の希望を持つこと

は重要です。 

二つ目は、自分の人生に対して「主体性」を持つことです。私たちも場合によって主体

性を失ってしまうことがあるかもしれませんが、精神疾患を持ってしまうと常に主体性が

ない状態が生じてきます。精神疾患があって精神保健サービスを受けている患者さんと話

をしますと、むしろこうしたサービスを受ければ受けるほど、自分自身の主体性が失われ

ていくと感じているようです。 

最後に「機会」ということですが、自分自身が患者で疾患を持っている、そのことを越

えた人生が、実はあるということです。多くの患者さん、とりわけ若い人たちは、自分が

生涯にわたって患者であり続けるという考えは、受け付け難いわけです。そのような「病

人であり続けるという仕事」は決して良い仕事ではない。彼らは普通の仕事をしたいわけ

です。お金を稼いで、自分が決めたことにお金を使えるという人生を送りたいわけです。 

つまり私たちがやろうとしたことは、患者さんが一体何を大事と考えているのかを患者

さんから学ぶことでした。つまり専門家として患者さんに教えを乞うことです。さらに家

族の人たちからも教わらなくてはなりません。家族の人たちが何を大事だと考えているの

かを見極める必要があります。そして、その望みを叶えるために私たちは何ができるのか

を考えていくことです。精神保健サービスを見直し、現在行われている全てのプロセスや

介入、それら一つ一つを見直して、一体どれがどの程度希望を持たせることに繋がってい
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るのか、もしくは希望を挫くことになってしまっているのか、あるいは主体性を上げたり

下げたりするものは何なのか、また機会を奪っている原因は何なのか。自分が病気を越え

た人生を送る上で、何がさらに必要なのかを聞いているわけです。 

次に挙げるものは、これは真の意味でのリカバリーではないことを示しています。リカ

バリーという言葉には混乱がありますので、言葉の意味を定義する上で、「これは定義とし

ては違っていますよ」という悪い例を示します。 

まず、リカバリーはアメリカ人の馬鹿げた考えではないということです。リカバリーの

原則は、例えばいくつかのヨーロッパの国々、オーストラリア、ニュージーランド、アメ

リカ合衆国のいくつかの州、そういったところの精神保健サービスの発展の基礎として、

また精神保健が将来どうあるべきかについて定義したものです。 

さらにもう一つ、重要な点を理解しておいて頂かなくてはいけません。リカバリーは、

ただ単に症状が良くなるというだけの意味ではないということです。人生を回復（リカバ

リー）するというのは、自分が疾患から回復することとは異なります。リカバリーは自分

が望む人生を歩むことであって、ただ単に症状が無いことではないのです。全く病気が無

い状態になることではありません。 

それから、私の業績を先ほど紹介して頂いたわけですが、私自身、刑務所にいる精神疾

患を持つ犯罪人の研究を行いました。刑務所は非常に極限の環境にあるといえます。多く

の服役囚はほとんど自由を持っておらず、主体性も持っておりません。また精神疾患を持っ

て服役を終えて、刑務所から出た後の人生を考える可能性もほとんどありません。刑務所

は極限の状況であるために、私たちがリカバリーという考え方を用いて服役囚にあてはめ

たのです。つまり、どこであってもリカバリーは可能だということです。 
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また、リカバリーは専門家に対する攻撃ではないということです。確かに専門家は専門

家として、専門知識を駆使して患者さんやその家族と協力していきます。ただ違うのは、

これまでの患者さんや家族と専門家との間の力関係を変えることです。このバランスの中

心をなすもの、それは専門家が「サービス利用者や家族は、実は専門家でもあるのだ」と

認識することです。それは、その人たちが彼ら自身の疾患の専門家であり、自分の愛する

家族について一番良く知っているのだという意味です。こうした全ての知識を集めて、そ

の様々な知識やスキルを、精神疾患を持って地域で生きている人たちの問題解決のために

当てることが大事です。 
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リカバリーのアプローチに対しては、非常に強力なエビデンス（訳注；「科学的な根拠」

質疑応答も参照）があります。臨床的な症状の回復（リカバリー）について、長期に渡る

追跡研究が行われていますが、その結果、精神病があったとしてもほとんどの場合は症状

から回復する、また社会的機能を取り戻すことができるということです。症状によって悩

まされている（障害を持ち続ける）人たちの割合は少数であるといえます。 

さらにまた、様々な介入を行うことによって、患者さんが自分の持つ主体性をさらに強

めることができます。例えば服薬に関して、患者さんに情報を提供することで、一緒に意

思決定して選んでいくことができます。また、スタッフと患者さんが協力し合いながら治

療計画を進めていく、新しい方法もあります。 
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今日はあと二つの点について申し上げたいと思います。一つは、どうやって仕事を探す

かについて、もう一つは患者さんの視点についてお話しします。 

ここに示しましたのが、精神疾患の人たちにどうやって本当の仕事を探し、その仕事を

続けられるように手助けしたら良いかを示す原則が書かれています。これはとてもワクワ

クすることで、とても素晴らしいことです。アメリカの精神科医ドレイクらが報告したも

のですが、個別就労支援（Individual Placement and Support、IPS）モデルと呼ばれてい

るものです。これは、これまでにどうやって就労支援をしたら良いのかという我々の固定

概念を覆すことになった、大変興味深いものです。 

この考えでは、時間をかけて精神疾患を持つ人たちをトレーニングしたり、準備をした

り、ワークショップに通わせたり、そういったことをしなくて良いのだと言っています。

まず最初に患者さんが一体何をしたいのかを見極め、その上で仕事を探して、その仕事を

するのに必要なスキルを学べるように患者さんを手助けし、トレーニングをすることです。

すなわち、まず仕事を見つけて、それからトレーニングをするということです。トレーニ

ングをしてから仕事を見つけるのではなく、その逆です。そのやり方は、就職専門のスタッ

フ（患者さんがそうしたスタッフになることもあります）と臨床チームとの親密な協力関

係によって可能になります。就職のためのリハビリと臨床的な治療というのは、順次行う

ものではなく並行して行うものだということです。 

実際の話ですが、最近、ロンドンの早期介入チームを訪れました。そこでは、若い男性

が就職するのを支援しようとしていました。チームのスタッフが男性に対して「どのよう

な仕事を望んでいますか？」と尋ねたところ、「自分はミュージックショップで働きたい」

と答えていました。「ミュージックショップで働いた経験はありますか？」と尋ねると「い

いえ」と。 

そこでスタッフが「それだったら、最初からミュージックショップで販売員として仕事

はできないかもしれないけど、裏方で音楽の CD や DVD を仕分けることはできるでしょ

う？最初はそんな感じでいいかしら？」と訊いたところ、患者さんが「それでいいです」

と答えたため、スタッフが様々なミュージックショップに電話をかけまくり、空きがある

かを尋ねました。 

彼女は雇用主に「今、若い男性がいて、ミュージックショップでとても働きたがってい

る。ミュージックについてとても良く知っている」と話した上で、「彼はちょっとナーヴァ

スになってしまって、ここ数ヶ月ストレスによってお休みしていた。でも、今はまた社会

復帰したがっている。もし彼が仕事中に何らかの問題があった場合には、私たちが精神保

健チームとコンタクトを持っているので、彼に対してすぐに支援が提供されるようになっ

ている。問題があったら、私たちに電話をして下さればすぐ対応します」と説明しました。 

そう言ったところ、雇用主が「それでもいいよ。実は自分の兄弟もストレスでうつ病に

なっている」と言い、「じゃあその若者にチャンスを与えてあげよう。ただ、今はフルタイ

ムの仕事はなくて、週に 2 回のアルバイト的な仕事しかないけど、彼もそれでいいと思う
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かな？」と訊いてきました。スタッフは患者さんに尋ねて、患者さんもそれで OK と答え

ました。 

それで、彼はどうやってそのショップに行くのかを訊いてきたため、仕事初日の朝に、

そのスタッフは患者さんのアパートへ迎えに行き、バスに乗って彼を職場まで連れて行き

ました。そして初日は昼間にも彼の様子を見に行き、最初の数週間はそのように彼のサポー

トをして、いつでも何かあったら対応できるようにしていたということです。彼には、自

分の仕事についてたくさん学ばなければいけないことがありました。ほとんどの仕事が音

楽とは無関係のことで、CD 等を分けるという作業でもなく、むしろ人とのやり取りが主な

仕事でした。例えば、お茶を買うのは一体どのようにするのかを学ばなければなりません

でした。また、上司は一人優しい人がいるけれども、もう一人気難しい人もいることを学

ばなければいけませんでした。そのスタッフが、彼が新しい状況を学んで慣れることがで

きるように支えていきました。 

これはまさに「仕事を見つけてトレーニングをする（プレイス・ゼン・トレイン）」とい

うことで、トレーニングをしてから仕事を見つけるのとは違います。 

このようなアプローチが、研究試験の中で有効であることが示されました。このグラフ

になります。1 か所の研究につき 2 本のグラフが並んでいます。すなわち、15 の研究で、

アメリカやオーストラリアでの研究もあります。丸で囲われた部分は、ヨーロッパ 6 か国

で行われた研究です。長い棒は、IPS を使って仕事を見つけ、継続できている人々の割合を

示しています。国によって違いはありますが、従来の各地域のやり方をとるよりも、IPS

での就労支援をした方が、そのまま仕事を継続できる割合が 2～3 倍高くなっています。こ

れまでの地域のやり方ですと、仕事を探してその仕事を継続できる割合は約 20％程度です
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が、それに対して IPS を使った場合は、就職して仕事を継続できる割合は 55～60％になり

ました。 

もちろん、IPS がすべての人に上手くいくわけではありませんが、どの国であったとして

も IPS の有効性が示されました。この研究が示しているのは、介入は適切に行うべきだと

いうことです。単なる考えだけではなく、それをきちんと実行に移す必要があります。特

に、こうした試みを早期に行うことです。それを後回しにすればするほど結果は悪くなり

ます。もちろん症状があまりにも悪いために仕事ができないということであれば別ですけ

れども、たとえ症状があったとしても、こうした就労支援はしたほうが良いということで

す。就職をして仕事を継続することによって、症状は悪化するよりも、むしろ症状の改善

を助けることがわかっています。ただ大事なことは、こうした就職支援と臨床的な治療を

同時並行で進めていくことです。そして、臨床チームの中に就職の専門家をきちんと組み

込み参画してもらい、両方の介入を同時に行うということが大事です。 
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このスライドですが、リカバリーについて話をする場合に研究によるエビデンスは必要

で、大事なことだと思います。ただ、最も重要なエビデンスは、患者さん個人がどう考え

るかということです。この T シャツは「私自身がエビデンスなのだ」と書いてあります。

サービスの利用者が自分たちの経験をどう思っているのかが大事です。 
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利用者の体験を紹介します。「2、3 年前にあなたが本当にリカバリーしたと分かった。あ

なたがひとたび病気になったら、それで終わりと思った。しかし、あなたはリカバリーで

きる。驚くべき事実だ」。別のサービス利用者は「私は自分の病気の主人なんだ。私がやる

こと、またはやらないことに対して責任を負う。病気が自分をコントロールするのではな

い。病気が自分の生活の全てではなく、今や、病気は自分の生活の一部にしか過ぎない」「精

神の疾患を持つことで最も辛いのは、常に人々が自分に与えるばかりの側にいること。い

つも自分は受け手に回っている。リカバリーは、私が人々に恩返しをする方法を実際に考

えること」。 
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 この後のスライドです。新しいプロジェクトに取り組んでいるところですが、それにつ

いての説明する時間が充分にないと思いますので、一応この冊子をご紹介しておきます。

これはリカバリーをサポートするための組織変革の方法、リカバリーを主体において支援

できる組織を立ち上げるのにはどのようにすれば良いかについて、現在取り組み中のプロ

ジェクトです。インターネットでダウンロードできますので、もし組織の改革について興

味があれば、そちらからご覧頂きたいと思います。（訳注；「リカバリーを促進する組織変

革の方法」の説明スライドついては、巻末資料を参照） 
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３．結論とその先の展望 

 



－29－ 
 

 私にとって、リカバリーで最も大事なのは、専門家とサービス利用者・家族との新しい

関係性が生み出されたことです。この国では、4 人に 1 人が心のバランスを崩していること

が、研究の結果に示されているわけです。もしも自分の近い友人 3 人を見て、彼らは正常

だと思ったならば、4 人目が自分に当たると考えてもいいかもしれません。 

リカバリーが、我々に共通した人間性の認識と個人に対する尊敬に基づくものであると

いうことです。新しい専門知識をお互いに学び、共有していこうとするものです。私たち

一人一人が貢献でき、それを大切にして尊重することです。そうすれば、将来に向かって

より有効なケアを、お互いに協力して考えていくことができます。 
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皆様、ご清聴ありがとうございました。（拍手） 
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４．質疑応答 

Q：「エビデンス」とはどういうことなんですか？ 

A：とても重要な質問をありがとうございます。 

精神保健サービスに関しては 2 種類のエビデンス、情報があり、それを基にして、ある

精神保健サービスがどの程度うまく機能しているのかを評価します。 

まず最初が、正式な研究や試験を行うことによって得られる情報です。それは、ある薬

剤や治療法の比較をする、そういった試験を行って得られた結果、それがエビデンスにな

るわけです。 

もう一つ重要なエビデンスが、より主観的な研究です。人々があるサービスについてど

う考えるか、どう感じるか、どう評価しているかを見るものです。例えば、先ほど T シャ

ツを示しましたけれども、この T シャツを着た若い人が、例えばある患者にとってエビデ

ンスだったと。でもそのエビデンスは、自分の基になったものでなければ意味がない。私

こそがエビデンスを作る者なのだ、といった考えがあります。その考えは正しいと思いま

す。 

ただ、彼が「自分自身がエビデンスである」という場合には、自分だけに当てはめるこ

とができる。それに対して、大規模な比較試験で得られる情報は、集団を通して比較した

場合にどう違うかを示しています。その場合には、個人個人がどういう結果を経験するか

については、予測は難しいことになります。彼自身のことについては、彼の見解は正しい

かもしれませんが、例えば彼の考えを 50 人の人に当てはめることはできないかもしれませ

ん。平均的に 50 人がどのように反応するかを知る上では、彼だけの経験はあまり手がかり

にはなりません。つまり、個々の実証・結果とグループ全体での結果との、両方が重要だ

ということです。 

 

Q：先生が対象とされているのはどのような方々なのか？発達障害や人格障害からくる二次

障害にも適応できるのか？  

A：イギリスでは NHS の中で、小児と若者とで異なるサービスが提供されています。また、

精神疾患がある人たちと、精神疾患に関連して身体疾患を抱えている人たちとで分かれて

います。NHS には 3 種類のサービスがあります。一つは小児向けのサービスで、その中に

は発達障害を持つ小児のためのサービスがあります。もう一つは青年向けで、三つ目が高

齢者向けのサービスとなっています。 

ここで小児のサービスですが、学校や家族の問題に対する社会サービスや、あとは身体

疾患がある場合には病院などとの関わりが出てくることになります。サービスとしては成

人や高齢者と同じですが、関わる先がちょっと違うということです。また、身体疾患の有

無にかかわらず、小児の精神疾患を持つ人のためのサービスが別個に設定されています。 
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Q：真のパートナーシップを作っていくことにおいて、どのようなことが重要でしょうか？ 

A：リカバリーの中心がパートナーシップです。問題はいかにしてこのパートナーシップを

作り出すことができるのかということです。とても困難な問題に思われるかもしれません。

でも実際は簡単な問題です。それは、人々がお互いに話をすることです。さらにもっと大

事なのが、人の話に耳を傾けることです。スタッフが、患者さんや家族の人たちに耳を傾

けなければなりません。そして、その患者さんにとってのリカバリーが何なのかを学ぶこ

とが必要です。 

これまで患者さんや家族は、常に専門家の話を聞くという立場にありました。これが今

までのやり方です。それに対してリカバリーは、専門家が患者さんや家族の人たちに耳を

傾けることで、専門家にそうした態度を取ってもらうことが大事です。それは何も、患者

さんや家族が常に正しいから聞いてもらうわけではありません。ただ、専門家が常に正し

いわけではない。患者さんや家族、専門家がパートナーシップを形成する上で、それぞれ

が貴重な貢献をすることになります。 

そうした話し合い自体が難しいかもしれません。そのためには、お互いに耳を傾けるた

めの時間を作る努力をして、お互いにどのように合意できるのかを見極めていかなければ

なりません。 

実際に、最近ロンドンで作成されている新たなアプローチがあるので、ここでそれを説

明します。それは共同危機計画（joint crisis planning）というものです。イギリスで病院

を退院する際は、どのような形でアフターケアをするのかを、計画として出さなくてはい

けないことになっています。通常は、こうした危機計画、例えば再発した場合どうするの

かを専門家が考えてミーティングをして進んでいくわけです。専門家同士で話し合って、

じゃあこういう計画にしようということを決めて、その計画を患者さんや家族に伝えるこ

とになります。それに対して共同危機計画というのは、専門家と患者さん・家族がお互い

に話し合って、危機に対してどう臨むかを決めていくことです。もし家族がその計画に対

して将来的に携わるということであれば、すぐにでも計画づくりに参加できます。専門家

だけで決めるのではなく、三者が共同で決めていくことになります。 

これについて最近、研究のための試験が行われました。それは通常に退院した場合と共

同で危機計画を立てた患者さんと、2 つのグループでどう違うのかを比較しました。この研

究で興味深い結果が得られています。共同危機計画を持って退院した患者さんは、必ずし

も再入院自体が減ったわけではないのですが、しかし強制入院（措置入院）の数が減った

ということです。非常にシンプルな結果です。なお聞いた話ですが、元々患者さんの話を

聞くことに慣れていない専門家は、もう無理やりにでも患者さんや家族の話を聞かなけれ

ばならず、とても大変だったと言っていたそうです。 

 

Q：先生が行っている事業は、すべて公的な資金で賄われているのでしょうか？とても日本

の現状では実現が不可能に思えるので。 
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A：専門家を中心とした、例えば危機解決チームですとか、AO チーム、早期介入チーム、

これらは全て NHS を通じて政府が資金供給しています。しかし、サービスのうち 20～25％

くらいの割合は、地方の行政や、慈善団体や NGO など非営利団体から提供されています。 

ここで、イギリスでこのようにして使われているお金の合計金額と、日本で精神保健に

使われている合計金額を比べたら、イギリスの方が巨額ではないかと思われるかもしれま

せん。その答えは今の私には分かりません。しかし 1 つ言えることは、日本の精神保健サー

ビスで使われているお金は、すごく「使われていない」と言えると思います。ほとんどの

お金が病院で使われているからです。確かに病院がある一定の時期において必要であり、

人によっては有用なことがあります。しかし精神疾患を持った人にとっては、病院は行き

たくもないところなわけです。「病院に行くよりも外にいたい。しかしまた病院を探さなく

てはいけない」というこの作業自体がリカバリーの妨げになります。例えば 3 ヵ月ごとに

入院しなくてはいけない、また 2 年間に渡って病院に通わなければいけないとなりますと、

疾患を乗り越えた後の人生を決定しにくくなります。入院している患者さんに対して精神

保健サービスの予算の 75％を使ってしまうのであれば、将来への明るい見通しはないと言

えます。 

（講演会終了） 
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＜巻末資料＞ 「リカバリーを促進する組織変革の方法」 



－35－ 
 

 



－36－ 
 

 



－37－ 
 

 



－38－ 
 



－39－ 
 



－40－ 
 



－41－ 
 

 

 
平成 22 年度 東京都地域の拠点機能支援事業 

 

英国でのリカバリー支援 

～精神保健福祉先進国からの提言～ 

 

平成 23 年 3 月発行 

編集・発行  社会福祉法人巣立ち会 

       巣立ち風 

     東京都三鷹市野崎 2-6-6 

     TEL.FAX 0422-34-2761 

     http://sudachikai.eco.to/ 

印刷・製本  株式会社 文伸 



平成22年度　東京都地域の拠点機能支援事業講演会

英国での
リカバリー支援
精神保健福祉先進国からの提言
講 師  ジェフ・シェパード氏
（英国セインズベリー精神保健センター）

平成23年３月

社会福祉法人巣立ち会　巣立ち風



<<
  /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




