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第２章 アメリカの飛行機医療 
 
 

シアトルの救急飛行 
 飛行機による救急搬送は、もとよりオーストラリアばかりではない。当然のこと、欧米

諸国でも盛んにおこなわれている。ただ、オーストラリアのそれが僻地医療を主目的とし

ているのに対し、ヨーロッパの飛行機は、国外で大けがをした人や急病になった患者を本

国へ連れ戻す帰還搬送（repatriation）が主な任務である。 
 またアメリカは、オーストラリアと同じく国土が広いだけに、僻地医療と帰還搬送の両

方がおこなわれているといえるかもしれない。 
 アメリカの国土面積は、オーストラリアの 1.23 倍である。そこに 2009 年夏現在、飛行

機の救急拠点は 155 ヵ所、機数は 309 機であった。面積の割にすればオーストラリアの３

～４倍にあたる。 
 同じ 2009 年夏の時点でアメリカのヘリコプター拠点は 714 ヵ所、ヘリコプターは 867
機で、飛行機よりもはるかに多いが、事業体としては飛行機から始まったというところも

少なくない。ちなみに 近のアメリカの救急専用の飛行機およびヘリコプターの機体数と

拠点数は下表のとおりである。 
 

アメリカの救急専用機 
年 2009 2008 2007 

機体数 309 292 282 
飛行機 

拠点数 155 154 148 

機体数 867 840 810 
ヘリコプター 

拠点数 714 699 664 

〔資料〕ADAMS データベース 
 
 シアトル・ハーバービュウ病院の航空医療体制も飛行機が出発点であった。1980 年のこ

と、アラスカのシトカで住宅火災が発生した。このとき偶然、シトカに救急医療の指導に

きていたのがハーバービュウ病院の救急部長コーパス教授である。 
 指導訓練の 中、その病院に大やけどをした子供たち５人が運びこまれる。直ちにコー

パス先生の指揮のもとで、研修中の医師やナースが手当にあたった。しかし子供たちは次々

と死んでゆく。 
 それを見たコーパス先生は、子供たちをシアトルへ運び、ハーバービュウ病院の熱傷セ

ンターへ送りこめば救えると考え、飛行機を探した。当時アメリカでは航空機による救急

医療が緒についたばかりで、さほど普及していなかった。 
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 ようやく探し当てた飛行機に、 後に生き残った子供を乗せるため飛行場へ搬送した。

しかし途中で死亡したことから、コーパス先生は「このようなことが二度とないような救

急システムをつくらねばならない」と心に誓う。 
 そしてシアトルに戻ると、ワシントン大学医療センターや小児病院と話し合い、早くも

翌 1981 年コンソシアムを結成する。これが、アラスカを含むアメリカ北西部の広範な地域

で航空医療を展開する NPO 法人エアリフト・ノースウェストの始まりである。HEM-Net
でも 2006 年秋、詳細調査のため、コーパス教授とエアリフトを訪ねたことがあり、そのも

ようは HEM-Net 調査報告書「アメリカのヘリコプター救急」にまとめてある。 
 エアリフトの運航は翌 82 年パイパー・シャイアン双発ターボプロップ機で始まった。ハ

ーバービュウ病院の屋上にヘリポートをつくって、ヘリコプターによる救急飛行が始まっ

たのは３年後の 85 年であった。 
 
ネイティブ・エア・サービス 
 アリゾナ州メサに本社を置くネイティブ・エア・サービスも、始まりは飛行機であった。 
 1995 年８月、創業者リチャード・ヒープが１機だけをもって救急事業に乗り出したので

ある。その企業理念は地域に密着し、地域のために役立ちたいという考え方であった。 
 ヒープは 1990 年代初め、フェニックスを本拠とするアメリカン・ウェスト航空の機長だ

った。しかし、いつまでも定期航空のパイロットをしているつもりはなかった。というの

も、彼の祖先はアメリカン・ネイティブ――かつてインディアンと呼ばれた先住民族で、

へき地の特別居留地に住んでいたことから、いつも急病や外傷の心配がつきまとっていた。 
 都会では何でもないような怪我や火傷が、そこでは重大な結果につながる。そのためヒ

ープは 1995 年、いろいろ研究の結果、なんとかやっていけそうだという目処（めど）がつ

いたところで、英国製ジェットストリーム 31 双発ターボプロップ機を１機手に入れ、ネイ

ティブ・アメリカン・エア・アンビュランスと呼ぶ会社を設立した。 
 そして政府の健康福祉省（Department of Health and Human Services）のインディア

ン健康サービス局（IHS)を窓口として連邦政府との契約に成功、先住民の居留地に航空医

療サービスの提供を始めたのである。 
 当初の本拠地はフェニックス近郊のウィリアムス・ゲートウェイ空港。そこからヒープ

自身が操縦して救急機を飛ばした。創業２年目の 1996 年には２機目のジェットストリーム

31 を買い入れ、発展への道を歩み始めた。ヘリコプターを飛ばすようになったのは 1997
年である。 
 現在では PC-12 単発ターボプロップ３機とユーロコプターAS350 単発ヘリコプター12
機を使って、アリゾナ州一帯に広く救急事業を展開している。この事業内容についても、

同じ報告書「アメリカのヘリコプター救急」にまとめてある。 
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天使の飛行 
 アメリカの飛行機による患者搬送は救急専用機ばかりでなく、企業の重役たちが使うビ

ジネス機でもおこなわれている。この慈善事業を組織しているのが「コーポレート・エン

ジェル・ネットワーク(CAN)」で、ガンに苦しむ人びとに無償で移動手段を提供するもので

ある。 
 これによって患者は治療のために遠くの病院へ容易に移動し、 良の治療を受けること

ができる。患者にとっては大きな光明といえよう。 
 病人の長距離・長時間の移動は、健康な人の旅行と異なり、費用がかかる上に苦痛を伴

う。それを、この「天使のネットワーク」は一挙に解消しようという事業である。 
 具体的に、CAN とはどのような仕組みであろうか。現状はビジネス機を保有するアメリ

カの企業 570 社ほどが参加し、1981 年の発足以来、 近までに３万回を超える慈善飛行を

してきた。年間飛行回数は 3,000 回ほどだが、 近は 300 回以上の月もある。 
 CAN の本部はニューヨーク州ホワイト・プレイン。そこのウェスト・チェスター空港に

事務所を置いて、有給の専従員５人とおよそ 50人の無給のボランティアが仕事をしている。 
 仕事の内容は患者、医師、企業などの間で連絡を取り、相互の調整をして、毎月およそ

250 回の飛行を実施する。それを利用できるのはガン患者と骨髄提供者などで、患者は歩行

可能かつ医師の付き添いが不要でなければならない。しかし経済的な貧富は問われないし、

必要に応じて何度でも利用することができる。 
 航空機を提供する企業は「フォーチュン 500」にランクされる上位 100 社のうち 56 社が

入っている。したがって有名企業が多く、提供される機材も 高級のビジネスジェットが

多い。それがまた提供者の社会に対する義務感でもあり、かつ誇りにもなっている。 
 
ガン経験者の発想 
 この天使のネットワークは、1981 年３人の発想から始まった。企業の使うビジネス機は

必ずしも常に満席で飛んでいるとは限らない。その空席をガン患者に提供してはどうかと

いうのである。 
３人とは飛行機の計器メーカーのレオナルド・グリーン社長、事業用操縦士のプリシー

ラ・ブラム機長、エイビス・レンタカーのマウントバーノン支社を所有するジェイ・ワイ

ンバーグ支社長である。 
 実は、この３人のうちブラム機長とワインバーグ支社長はガンの経験があった。またグ

リーン社長も、夫人をガンでなくしている。３人が苦しんだのは、ガンの特殊な治療を受

けるには、しばしば遠くの病院へ行く必要があり、経済的にも大きな負担になるという問

題だった。そこで彼らは、ビジネス機の保有企業に向かって、空席にガン患者をゲストと

して同乗させてもらえないかと働きかけを始めたのである。 
 グリーン社長は 1981 年 12 月 22 日、クリスマス休暇のためにわが家に帰りたいという１

人のガン患者を、自分の社用機に乗せてニューヨークからデトロイトまで送り届けた。こ
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れが事実上 CAN の 初の飛行であった。 
 それを知った他の企業も、少しずつ同じようなことをするようになり、徐々に天使のネ

ットワークの輪が全米に広がっていった。参加企業の中には「これは単なる善意ではない。

むしろ権利というべきかもしれない。というのは、どうせ空席のまま飛んでいる座席にち

ょっと坐ってもらうだけで、人道的な貢献をすることができ、患者さんに大きな喜びを提

供できるのだから」というトップもいる。 
 また、ある企業の元会長は「会社のビジネス機に乗るたびに、いつもすばらしい同乗者

が横にいた。自分はその人たちと話をすることが楽しみだったし、いつぞや一緒になった

小さな男の子は病気でありながら明るく、機知にあふれ、今も病気が治ったその子と、連

絡を取り合っている」と語る。 
 
合衆国大統領の表彰も 
 一方で、社用ビジネス機に乗せてもらった患者の方からも、CAN と企業に対する数々の

感謝状が寄せられている。 
「皆さま方にしていただいたことに心から感謝しております。飛行中もすばらしい人ばか

りでした。本来ならば苦痛に満ちた長旅が楽しい旅行になってしまいました。ただただ感

謝のほかはありません」 
「ガンは恐ろしい病気です。私たちの身体を痛めつけ、死の恐怖を植えつけるばかりでな

く、経済的にも病気以上の重い苦痛をもたらします。それらの恐怖を、CAN はこのうえな

く和らげてくれました」 
「私の幼い子供は２年前、恐ろしい白血病が進行しておりました。私どもは絶望のどん底

にいました。ところが CAN によってアメリカ大陸を越え、 良の治療を受けることができ

ました。おかげさまで、いま息子は快方に向かっております」 
「先月、私は夫に付き添われて貴社の飛行機に乗せていただきました。それまでも何度か

治療のために定期便を使っていましたが、そのたびに体調を崩し、機内で風邪をうつされ

るなど、ガンではなくて他の病気のために入院したことが２度もありました。しかし今回

の飛行は、まさに『神さまからの贈物』でした。私は VIP 待遇を受けてビジネスジェット

に乗り、快適な旅をして治療を受けることができました。皆さまの活動は私の魂に触れま

した。このご厚意を、私は生涯忘れることはありません」 
 このような数々の感謝状にまじって、CAN には合衆国大統領から授与された「奉仕活動

賞」もある。 
 
飛行回数は 3 万回以上 
 こうした社会奉仕への参加を希望する企業は、CAN にファクスを送るだけでよい。 
 あとは CAN の方から企業の航空部へ連絡を取り、向こう１週間の飛行予定を聞いて、移

動を希望している患者のリストの中から日取りや飛行区間のマッチするものを選び出し、
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それを企業の方へ知らせるだけである。そして企業の同意があったのちに患者と連絡を取

り、同乗飛行の調整を始める。 
 患者に対する万一の場合の賠償は、航空機にかかっている搭乗者保険でカバーされる。

さらに、何か問題があれば別の措置も取られる。 
 患者はビジネス旅行者として見苦しくない服装をして、出発の１時間前までに空港へ行

く。言い換えればジーンズやセーターなど、高級ビジネス機にふさわしくない服装は避け

て貰う。またタバコや酒も持ちこまないように、あらかじめ注意する。患者は自分の足で

飛行機に乗りこむ。介護者や医師の付き添いは不要で、そういう患者でなければ CAN の便

宜を受けることはできない。言い換えれば、患者は医師の飛行許可と企業トップの同乗承

諾書を持って飛ぶことになる。 
 しかしまた企業の社用機だから、それに乗る予定だった企業トップの日程が急に変わる

こともあろう。それもやむを得ないことで、あらかじめ患者側に納得しておいて貰う。 
 なおビジネス機内で会社の秘密事項が話合われることもある。そういう可能性のある飛

行は、CAN の方へ知らせる予定リストから外してもらう。 
 もうひとつ CAN のために患者を乗せて飛ぶときは、燃料が割引になる。その割引のため

に、CAN は石油会社に天使の飛行活動に対する理解と支援を求めている。さらに石油会社

の支援が得られないときも、CAN が別に集めた寄付金などによって実質的な割引きが企業

に提供される。 
 また CAN は空港のケータリング会社へも奉仕活動への参加を呼びかけている。ビジネス

機に同乗する患者の機内食の提供をして貰うためである。 
 こうして CAN のガン患者同乗飛行は 2008 年 10 月 15 日、ちょうど３万回に達した。 
 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


