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経皮吸収型・心疾患治療剤

貯 法：室温保存

使用期限：外箱及びアルミ袋包装に記載

注 意：【取扱い上の注意】の項参照

劇薬 処方箋医薬品注）

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

日本標準商品分類番号

872171

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】「＊＊」

重篤な低血圧又は心原性ショックのある患者１．

[血管拡張作用により更に血圧を低下させ、症状を悪化

させるおそれがある。]

閉塞隅角緑内障の患者２．

[眼圧を上昇させるおそれがある。]

頭部外傷又は脳出血のある患者３．

[頭蓋内圧を上昇させるおそれがある。]

高度な貧血のある患者４．

[血圧低下により貧血症状（めまい、立ちくらみ等）を悪

化させるおそれがある。]

硝酸・亜硝酸エステル系薬剤に対し、過敏症の既往歴の

ある患者

５．

ホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シルデ

ナフィルクエン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物、タ

ダラフィル）又はグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有す

る薬剤（リオシグアト）を投与中の患者

６．＊＊

[本剤とこれらの薬剤との併用により降圧作用が増強さ

れ、過度に血圧を低下させることがある。「重要な基本

的注意」、「相互作用」の項参照]

【組成・性状】

成分・含量 １枚(14cm2)中にニトログリセリン27mg含有

添加物

アクリル酸2-エチルヘキシル・メタクリル酸2-

エチルヘキシル・メタクリル酸ドデシル共重合

体、酢酸エチル、セタノール

色・剤形

本剤は白色のテープ剤(14cm2)で、においはな

い。支持体には、不織布とポリエチレンフィル

ムを積層した白色のシートを使用し、粘着面は

透明フィルムで保護している。

外形・大きさ

本剤はアルミ袋包装品である。

識別コード等

（包装材料に表示）

（テープ本体に表示）

【効能・効果】

狭心症

＜効能・効果に関連する使用上の注意＞

本剤は狭心症の発作緩解を目的とした治療には不適であるの

で、この目的のためには速効性の硝酸・亜硝酸エステル系薬

剤を使用すること。

【用法・用量】

通常、成人に対し1日1回1枚（ニトログリセリンとして

27mg含有）を胸部、腰部、上腕部のいずれかに貼付する。

なお、効果不十分の場合は2枚に増量する。

【使用上の注意】「＊＊」

慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）１．

低血圧の患者(1)

[血管拡張作用により更に血圧を低下させるおそれがあ

る。]

原発性肺高血圧症の患者(2)

[心拍出量が低下し、ショックを起こすおそれがある。]

肥大型閉塞性心筋症の患者(3)

[心室内圧較差の増強をもたらし、症状を悪化させるおそ

れがある。]

重要な基本的注意２．

本剤の投与に際しては、症状及び経過を十分に観察し、

狭心症発作が増悪するなど効果が認められない場合には

他の療法に切り替えること。

(1)

硝酸・亜硝酸エステル系薬剤を使用中の患者で、急に投

与を中止したとき症状が悪化した症例が報告されている

ので、休薬を要する場合には他剤との併用下で徐々に投

与量を減じること。また、患者に医師の指示なしに使用

を中止しないよう注意すること。

(2)

過度の血圧低下が起こった場合には、本剤を除去し、下

肢の挙上あるいは昇圧剤の投与等適切な処置を行うこと。

(3)

起立性低血圧を起こすことがあるので注意すること。(4)

本剤投与開始時には他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤と

同様に血管拡張作用による頭痛等の副作用を起こすこと

がある。このような場合には鎮痛剤を投与するか、減量

又は投与中止するなど適切な処置を行うこと。また、こ

れらの副作用のために注意力、集中力、反射運動能力等

の低下が起こることがあるので、このような場合には、

自動車の運転等の危険を伴う機械の操作に従事させない

よう注意すること。

(5)

本剤とホスホジエステラーゼ５阻害作用を有する薬剤（シ

ルデナフィルクエン酸塩、バルデナフィル塩酸塩水和物、

タダラフィル）又はグアニル酸シクラーゼ刺激作用を有す

る薬剤（リオシグアト）との併用により降圧作用が増強し、

過度に血圧を低下させることがあるので、本剤投与前に

これらの薬剤を服用していないことを十分確認すること。

また、本剤投与中及び投与後においてこれらの薬剤を服

用しないよう十分注意すること。

(6)＊＊

本剤の貼付により皮膚症状を起こすことがある。このよ

うな場合には貼付部位を変更し、非ステロイド性抗炎症

剤軟膏又はステロイド軟膏等を投与するか、投与中止す

るなど適切な処置を行うこと。

(7)
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相互作用３．

[併用禁忌]（併用しないこと）(1)

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

＊＊ ホスホジエステラー

ゼ５阻害作用を有す

る薬剤

シルデナフィルク

エン酸塩（バイア

グラ、レバチオ）

バルデナフィル塩

酸塩水和物（レビ

トラ）

タダラフィル（シ

アリス、アドシル

カ、ザルティア）

本剤はcGMPの産生

を促進し、一方、ホ

スホジエステラーゼ

５阻害作用を有する

薬剤はcGMPの分解

を 抑 制 す る こ と か

ら、両剤の併用によ

り、cGMPの増大を

介する本剤の降圧作

用が増強する。

＊＊ グアニル酸シクラー

ゼ刺激作用を有する

薬剤

リオシグアト（ア

デムパス）

本剤とグアニル酸シ

クラーゼ刺激作用を

有する薬剤は、とも

にcGMPの産生を促

進することから、両

剤 の 併 用 に よ り

cGMPの増大を介す

る本剤の降圧作用が

増強する。

併用により、降圧作

用を増強することが

ある。

[併用注意]（併用に注意すること）(2)

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

降圧作用及び血管拡

張作用を有する薬物

Ca拮抗剤

ACE阻害剤

β遮断剤

利尿降圧剤

三環系抗うつ剤

メジャートランキ

ライザー

血圧低下作用が増強

されるおそれがあ

る。めまい、虚脱感

等の自覚症状の発現

に注意し、定期的に

血圧の測定を行うこ

とが望ましい。

両剤ともに血圧低下

作用を有するため、

併用した場合、相加

的に血圧が低下する

可能性がある。

他の硝酸・亜硝酸エ

ステル系薬剤

頭痛、血圧低下等の

副作用が増強される

ことがある。

相加的に血管拡張作

用が増強される可能

性がある。

非ステロイド性抗炎

症剤

アスピリン等

本剤の血管拡張作用

が減弱するおそれが

ある。

プロスタグランジン

Ⅰ2等の合成が阻害

され、本剤の作用を

減弱する可能性があ

る。

アルコール摂取 血圧低下作用が増強

されることがある。

飲酒により血管拡張

作用が増強され相加

的に血圧低下作用が

増強される可能性が

ある。

副作用４．

総症例363例中、報告された副作用は95例(26.2％)

152件であった。主なものは、全身性副作用では、頭痛

39件(10.7％)、頭重9件(2.5％)であり、貼付部位の局

所性副作用では、発赤49件(13 .5％)、発疹10件

(2.8％)、ぅ痒感31件(8.5％)等であった。[剤形サイズ

変更前製剤の承認時]

その他の副作用

5％以上 0.1～5％未満 頻度不明

循環器 血圧低下、めま

い

心拍出量低下、

顔 面 潮 紅 、 熱

感、動悸

精神神経系 頭痛 頭重

消化器 嘔気 嘔吐

皮膚（貼付部位） 接 触 性 皮 膚

炎（発赤、発

疹 、 ぅ 痒 感

等）

高齢者への投与５．

本剤は、主として肝臓で代謝されるが、高齢者では一般

に肝機能が低下していることが多いため高い血中濃度が

持続し、頭痛、頭重、血圧低下等が発現するおそれがあ

るので、少量（例えばテープを半分に切断して半量とす

る）から投与を開始するか、投与間隔を延長するなど、患

者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

妊婦、産婦、授乳婦等への投与６．

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の

有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与す

ること。

(1)

[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]

授乳中の婦人に投与する場合には授乳を中止させること。(2)

[動物実験（ラット）で、乳汁中への移行が報告されてい

る。1)]

小児等への投与７．

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安

全性は確立していない。

（使用経験がない。）

適用上の注意８．

貼付部位：(1)皮膚の損傷又は湿疹・皮膚炎等がみられる

部位には貼付しないこと。

(2)貼付部位に発汗、湿潤、汚染等がみられる

ときには、清潔なタオル等でよくふき取っ

てから本剤を貼付すること。

(3)皮膚刺激を避けるため、毎回貼付部位を変

えることが望ましい。

(4)自動体外式除細動器(AED)の妨げにならな

いように貼付部位を考慮するなど、患者、

その家族等に指導することが望ましい。

その他の注意９．

本剤使用中に本剤又は他の硝酸・亜硝酸エステル系薬剤

に対し耐薬性を生じ、作用が減弱することがある。なお、

労作狭心症に対するコントロールされた外国の臨床試験

成績によると、休薬時間を置くことにより、耐薬性が軽

減できたとの報告がある。

(1)

肺疾患、虚血性心疾患、脳虚血の患者で低酸素血症があ

る場合には、本剤の投与により低酸素状態が悪化するこ

とがある。

(2)

硝酸・亜硝酸エステル系薬剤の投与によって、メトヘモ

グロビン血症があらわれたとの報告がある。

(3)
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【薬物動態】
健常成人男子20名の胸部に本剤１枚を24時間貼付した場合、ニトロ

グリセリンの最高血漿中濃度(Cmax)は0.44ng/mL、最高血漿中濃度

到達時間(Tmax)は約3.6時間であった。24時間後の血漿中ニトログ

リセリン濃度は約0.16ng/mLであり、ぇ離30分後（24.5時間後）には

測定限界(0.05ng/mL)以下であった。2)

●薬物速度論的パラメータ

Cmax(ng/mL) Tmax(hr) AUC0→24(ng･hr/mL)

0.441±0.253 3.6±0.8 5.220±2.524

Mean±S.D.

【臨床成績】
本剤の狭心症患者160例を対象とした臨床試験における有効率は

63.1％（101例/160例）であり、発作回数、速効性硝酸薬消費量、自

覚的運動能力、心電図所見等に改善がみられた。

また、運動耐容能を指標とした試験において、本剤による運動耐容

時間の延長及び心電図ST偏位の改善が認められた。

更に二重盲検比較試験において本剤の有用性が認められた。3)～9)

[剤形サイズ変更前製剤の承認時]

【薬効薬理】
ニトログリセリンの心臓、血管系に対する作用10)１．

健常成人男子で、ニトログリセリンの心臓、血管系に対する作

用を、Mモード心エコー図及び下大静脈内腔の変化を超音波断

層法により検討した。静脈還流量を示す下大静脈Indexは、静

脈のコンプライアンスの増大による血液の末梢への再配分が示

され、下大静脈内腔は縮小した。

また、左房径、左室拡張終期径等が減少し、前負荷軽減作用が

認められた。

これら血行動態諸指標は血漿中ニトログリセリン濃度とよく相

関した。

脈圧低下作用11)２．

剤形サイズ変更前製剤2,4及び8枚/イヌ経皮投与（ニトログリセ

リンとして54,108及び216mg/イヌ経皮投与）により、用量依存

的な脈圧低下作用が認められたが、心拍数に対しては影響はな

かった。脈圧低下作用は投与後1～24時間持続し、プラセボ投

与群に比較し有意な低下であった。同時に測定した血漿中ニト

ログリセリン濃度も24時間持続した。投与24時間後に本剤をぇ

離すると血中からニトログリセリンは速やかに消失し、また、

脈圧低下作用はプラセボ投与群とほぼ同程度まで回復した。

心循環機能に対する作用12)３．

麻酔開胸犬にニトログリセリンとして5,10及び20mg/kgを経皮

投与し検討したところ、左心内圧及び大動脈圧を低下し心臓に

対する後負荷を軽減させるとともに、肺動脈楔入圧を低下し前

負荷をも軽減させることによる心機能改善作用が認められた。

虚血心における心筋内血流分布に対する作用13)４．

麻酔開胸犬の左冠状動脈前下行枝起始部に狭窄を加えることに

より作製した実験的虚血心に対し、ニトログリセリンの5mg/kg

の経皮投与では、虚血の著しい心筋内層側の血流に対して増加

作用を示し、心筋内血流分布を改善した。

実験的に誘発したST・T偏位に対する作用14)15)５．

イヌにおける冠動脈結紮、高コレステロール食飼育ウサギにお

ける心臓ペーシング負荷、ラットにおけるバソプレシン若しく

はアドレナリン投与等により惹起した心電図上のST・T偏位に

対し、ニトログリセリンは著明な抑制作用を示し、心筋におけ

る酸素需要バランスの改善作用を示した。また、2週間の連用

によっても効果には変化はみられなかった。

【有効成分に関する理化学的知見】
一般名：ニトログリセリン (Nitroglycerin)

化学名：Glyceryl trinitrate又は1,2,3-Propanetriol trinitrate

分子式：C3H5N3O9

分子量：227.09

構造式：

性状 ：常温で無色透明の粘稠性液体で、味は甘く灼熱感がある。

【取扱い上の注意】
患者には本剤を内袋（アルミ袋包装）のまま渡し、本剤を使用すると

きに内袋から取り出すように指示すること。

【包装】
35枚(1枚×35)、140枚(1枚×140)、350枚(1枚×350)［貼付剤]
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〒920-0017 金沢市諸江町下丁287番地1

TEL 0120-960189

FAX 0120-189099

－３－



3_1

－４－

1408B



<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /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.)
  >>
  /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


