
入院・通院・手術等治療証明書（診断書）

名　前 性別
生年

月日

全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済 coop）

カルテ番号

１．傷病名　※該当する各項目の記入と該当するものにレ印を付けてください。

４．治療期間、入院期間　※該当する項目の記入と該当するものにレ印を付けてください。

□男・□女

□西暦

□大正

□昭和

□平成

□令和

年　　　 月 　　　日

年　　　 月 　　　日

年　　　 月 　　　日

ア.
入院・通院・手術等の

原因となった傷病名

ＩＣＤ-10コード

ＩＣＤ-10コード

ＩＣＤ-10コード

傷病発生年月日

    (□医師推定・□本人申告・□不詳)

本人への病名告知日

年　　　 月 　　　日

傷病発生年月日または事故発生日

年　　　 月 　　　日

傷病発生年月日または事故発生日

ア.が「疾病」の場合、

初診のきっかけ

ア.の原因

合併症

イ.

ウ.

エ.

[合併症について、入院の必要の有無 ： □有・□無]　→ 「有」の場合、必要な期間
①　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

②　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

□症状が出現したため本人の自己判断で受診

□他医療機関または他診療科からの紹介､転医 ･転科

□健康診断等の結果 (要精密検査等）に基づく受診

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(上記｢ア．｣傷病の）自覚症状出現時期：   　年 　月（頃）

初　診：　　　 年 　　　月 　　　日　 ～ 　　　年 　　　月 　　　日　　　　　[転帰：□終診・□治療中・□経過観察・□転医、転科]

□有

　・

□無

□有

　・

□無

医療機関の名称

および診療科

所在地

（都道府県・市町村）

治療期間 初診：　　　 年 　　　月　 　　日（頃） ～ 　　　年 　　　月 　　　日（頃）　 ・　 □不詳

治療期間・治療状況

※前記以外の既往症や持病がある場合は、本欄に「傷病名」･「治療期間」･「転帰」･「医療機関の名称」を記入ください。

医療機関の名称傷病名

手術名

放射線または温熱療法の名称（区分）診療報酬点数表区分コード

厚生労働大臣が定める「先進医療」の技術名

手術日 部位 手術種類

年　 月(頃)～ 　年 　月(頃)[□治療中･□治癒･□不詳]

□有

　・

□無入院

□有

　・

□無

□有

　・

□無

□有

　・

□無

※「日帰り入院」は入院日と退院日について同一の日を記入ください。なお、この診断書において「日帰り入院」とは、入院料（ＤＰＣ、短期滞在手術等基本料２・３
を含む。） の支払いが必要となる入院日と退院日が同一の入院をいいます。

ア．開頭術、イ．穿頭術、ウ．開頸術、エ．開胸術、オ．胸腔鏡、カ．開腹術、

キ．腹腔鏡、ク．内視鏡またはカテーテル、ケ．経皮的、コ．経尿道的、

サ．経腟的、シ．レーザー、ス．眼科レーザー、セ．その他（　　　　　　 ）

３回目以降の入院がある場合は、本欄または別紙に「入院期間」･「退院日時点の状況（退院 ･入院中）」を記入ください。

３回目以降の手術がある場合は、本欄または別紙に「手術名」･「診療報酬点数表区分コード（保険診療点数を含む）」･「手術日」･「部
位」を記入ください。

①　　　年　　　月　　　日 ～　　　年　　　月　　　日（□退院・□入院中）

②　　　年　　　月　　　日 ～　　　年　　　月　　　日（□退院・□入院中）

入院加療が必要と

本人(または家族)

へ説明した日

年　 月 　日

年　 月 　日

診療報酬点数表
区分コード

①

②

ア～セから選択 手術の内容

筋骨手

術の場

合

植皮術 ･筋皮

弁術の場合

口腔内
手術の
場合 :
顎骨へ
の操作

悪性腫

瘍(組

織)の

摘出

部　位 実　施　期　間 総線量 50Gyに達した日

先進医療技術料にかかる自己負担額実施期間・実施回数

□体外照射・□定位照射
□温熱療法・□内用療法
□その他（　　  　　　）

Ⅿ
・　 　 －
Ｌ

Ｋ
・　 　 －
Ｊ

Ｋ
・　 　 －
Ｊ

年　 月　 日

年　 月　 日

右
・
左
・
両側

観血

・

非観血

25㎠以上

・

25㎠未満

25㎠以上

・

25㎠未満

有

・

無

有

・

無

有

・

無

有

・

無

観血

・

非観血

右
・
左
・
両側

開始： 　　年 　月 　日

終了： 　　年 　月 　日

※裏面にもご記入をお願いいたします。

開始： 　　年 　月 　日

終了： 　　年 　月 　日

実施回数

（　　回）
万 円

２．前医・紹介医

※「有」の場合には、各項

　目の記入と該当するも

　のにレ印を付けてくだ

　さい。

３．既往症・持病

※「有」の場合には、各項

　目の記入と該当するも

　のにレ印を付けてくだ

　さい。

５．手　術

※「有」の場合には、各項

　目の記入と該当するも

　のに〇印を付けてくだ

　さい。

６．放射線治療・
　　温熱療法
※「有」の場合には、各項目の
　記入と該当するものにレ印
　を付けてください。

７．先進医療

※「有」の場合には、各項

　目に記入ください。

（　　　　 ）点

（　　　　 ）点



８．「悪性新生物」、

　　「上皮内新生物」、

　　「子宮頸部等の

　　異形成」の場合

※上記のいずれかに該当

　する場合には、該当す

　る項目の記入と該当す

　るものにレ印を付けて

　ください。

９．「肝硬変」の場合

※該当する場合には、各項目

　の記入と該当するものにレ

　印を付けてください。

10．「慢性膵炎」の場合

※該当する場合には、各項目

　の記入と該当するものにレ

　印を付けてください。

11．特定の治療が行わ

　　れている場合

※右記のいずれかに該当

　する治療が行われてい

　る場合には、該当する

　項目の記入と該当する

　ものにレ印を付けてく

　ださい。

12．通院期間

※「入院」･「通院」･「手術」

　の原因傷病名および合

　併症に関する実通院日

　に○印を付けてくださ

　い。また、該当年月と

　各月の計日数（実通院

　日数の合計）を記入く

　ださい。

※実通院日には、「医師ま

　たは歯科医師による往

　診日」、「医師または歯

　科医師による電話また

　はオンライン診療日」

　を含みます。

13．体外固定用の

　　固定具使用期間

※「有」の場合には、各項

　目の記入と該当するも

　のにレ印を付けてくだ

　さい。

診断確定日

国際疾病分類、腫瘍学コード（ＩＣＤ-０-３） 子宮頸部異形成の場合 大腸癌の場合、壁深度 皮膚癌の場合、悪性黒色腫ですか？

検査方法

検査結果

年 　月 　日 □原発・□転移・□再発区分 （p）ＴＮＭ分類 種類

Ｔ Ｎ Ｍ □浸潤癌
□非浸潤癌(Tis、Ta)
　または上皮内癌
□皮膚癌

病理組織診断の有無

□有【病理組織診断名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 】

□無【診断確定方法： □細胞診・□ＣＴ・□ＭＲＩ・□内視鏡・□その他検査（       ）】

右記いずれかに該

当する場合、該当

するものにレ印を

付けてください。

今回の悪性新生物に罹患する以前

の悪性新生物の既往の有無
□無

□有
（治療時期 :　  　  年頃 ･□不詳）

性状コード

（五桁目）
/□０･□１･□２･□３･□６･□９

病名

告知

□有

　・

□無

診断確定日 診断確定に至る迄に施行された検査  

診断確定に至る迄に施行された検査  

原　因

診断確定日

原　因

心臓

腎臓

直腸

膀胱

心臓ペースメーカーまたは

除細動器（ＩＣＤ）の植込み

人工弁(生体弁を含む)の置換

人工透析療法 導入日

置換日

植込日

移植日

造設日

造設日

人工肛門の造設

人工膀胱の造設

腎 臓 移 植

植め込んだもの

区　分　Ⅰ

区　分　Ⅱ

区　分

区　分

区　分

区　分

　　年 　　　　月 　　　　日

　　年 　　　　月 　　　　日

ＣＩＮ：□1・□2・□3 □m・□sm 以深 □はい・□いいえ

本人への悪性告知 ： □有・□無

家族への悪性告知 ： □有・□無

（本人との続柄：□配偶者・□子・□その他）

□血液生化学検査・□超音波検査・□ＣＴ・□ＭＲＩ・□腹腔鏡検査

□肝生検・□内視鏡検査

□その他（             　　　　　　　                  　　）

□超音波検査・□ＣＴ・□ＭＲＣＰ・□ＥＲＣＰ (内視鏡的膵胆管造影法)

□膵外分泌機能検査 (セクチレン試験)・□膵組織所見

□その他（　　　　　                  　 　　　　　　　　　）

□ウイルス性 ・ □アルコール性

□胆汁性     ・ □その他 (　　　　)

□アルコール性・□その他 (　　　　)

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日 □膀胱を全摘出した・□膀胱を全摘出していない

□心臓ペースメーカー・□除細動器（ＩＣＤ） 

□初回植込み・□再植込み・□付属品交換

□恒久的植込み・□一時的植込み

□初回置換・□再置換

□恒久的なもの・□一時的なもの

□初回移植・□再移植

□恒久的なもの・□一時的なもの

年　　月 １･２･３･４･５･６･７･８･９･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･20･21･22･23･24･25･26･27･28･29･30･31

１･２･３･４･５･６･７･８･９･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･20･21･22･23･24･25･26･27･28･29･30･31

計：　 日

計：　 日

計：　 日

計：　 日

計：　 日

計：　 日

計：　 日

計：　 日

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

固定具の種類（名称） 固定具の使用期間

① 年 　  月   　日～　 　年　   月   　日 (□使用終了・□継続使用中）

年 　  月   　日～　 　年　   月   　日 (□使用終了・□継続使用中）②

上記の通り証明します。

お願い　① 訂正された場合には、必ず証明印による訂正印をお願いいたします。

　　　　② 原本を複写またはコピーする場合には、それぞれに捺印をお願いいたします。

証明日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日

印

医療機関の所在地：

医療機関の名称および診療科：

電話番号： 医師氏名：

□ギプス・□シーネ・□装具

□その他（　　　　　　　 　　）

□ギプス・□シーネ・□装具

□その他（　　　　　　　 　　）

１･２･３･４･５･６･７･８･９･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･20･21･22･23･24･25･26･27･28･29･30･31

１･２･３･４･５･６･７･８･９･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･20･21･22･23･24･25･26･27･28･29･30･31

１･２･３･４･５･６･７･８･９･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･20･21･22･23･24･25･26･27･28･29･30･31

１･２･３･４･５･６･７･８･９･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･20･21･22･23･24･25･26･27･28･29･30･31

１･２･３･４･５･６･７･８･９･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･20･21･22･23･24･25･26･27･28･29･30･31

１･２･３･４･５･６･７･８･９･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･20･21･22･23･24･25･26･27･28･29･30･31


	オモテ面_入院・通院・手術等治療証明書（診断書）
	ウラ面_入院・通院・手術等治療証明書（診断書）


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027301000430054005075283011004e0069006b006b00650069005f005000440046005800310061005f004300530033005f00760031002b002b002b002b00270020306b57fa3065304f005d0020005b0027301000430054005075283011004e0069006b006b00650069005f005000440046005800310061005f004300530033005f00760031002b002b002b002b00270020306b57fa3065304f005d0020005b0027301030c830f330dc590966f43011004e0069006b006b00650069005f005000440046005800310061005f004300530033005f0076003100270020306b57fa3065304f005d0020005b0027004e0069006b006b00650069005f005000440046005800310061005f004300530033005f0076003100270020306b57fa3065304f005d0020004e0069006b006b006500690020005000720069006e00740069006e006700200049006e0063002e0020004f00750074007000750074002000470072006f00750070002000280076003100290020000d005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f00500044004630924f5c62103057307e30593002000d203b00520047004230ab30e930fc306f300230ab30e930fc30d730ed30d530a130a430eb8a2d5b9a306b5f93306330660043004d0059004b30ab30e930fc306b590963db3055308c308b304b30013042308b3044306f30a830e930fc306b3088308a51e67406304c4e2d65ad3055308c307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027301000430054005075283011004e0069006b006b00650069005f005000440046005800310061005f004300530033005f00760031002b002b002b002b00270020306b57fa3065304f005d0020005b0027301000430054005075283011004e0069006b006b00650069005f005000440046005800310061005f004300530033005f00760031002b002b002b002b00270020306b57fa3065304f005d0020005b0027301030c830f330dc590966f43011004e0069006b006b00650069005f005000440046005800310061005f004300530033005f0076003100270020306b57fa3065304f005d0020005b0027004e0069006b006b00650069005f005000440046005800310061005f004300530033005f0076003100270020306b57fa3065304f005d0020004e0069006b006b006500690020005000720069006e00740069006e006700200049006e0063002e0020004f00750074007000750074002000470072006f00750070002000280076003100290020000d005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f00500044004630924f5c62103057307e30593002000d203b00520047004230ab30e930fc306f300230ab30e930fc30d730ed30d530a130a430eb8a2d5b9a306b5f93306330660043004d0059004b30ab30e930fc306b590963db3055308c308b304b30013042308b3044306f30a830e930fc306b3088308a51e67406304c4e2d65ad3055308c307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


