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目的　2013年の改正予防接種法において，子宮頸がんワクチン（HPVワクチン）が新たに定期の予
防接種の対象とされたが，同年 6月，厚生労働省による積極的な接種勧奨を行わない旨の通知
がなされた。本研究では，この積極的接種勧奨中止後の，女子看護学生の子宮頸がん予防に関
する意識を調査することにより，今後の効果的な子宮頸がん予防対策の探索への活用を目的とした。

方法　子宮頸がん予防に関する意識を把握するため，がんの予防や治療に関する医学的知識の習得
状況を踏まえ，女子看護学生に対する無記名自記式質問紙によるアンケート調査を行った。内
容はヒトパピローマウイルス（HPV）の知識，予防可能性，検診受診，HPVワクチン接種に対
する意識について，自由記述を含む計 5問の調査を2013年10月に行った。

結果　対象女子看護学生174名中，回答者136名（回答率78.2％）。このうち，有効回答130名（有効
回答率95.6%， 3年生62名， 4年生68名）を得た。χ2検定で各問の回答の学年間比較を行った
ところ，HPVの知識に関する質問を除き，学年間の回答の有意差（ｐ＜0.05）は認められな
かった。「子宮頸がんの発生にはHPVが関わっている」ことを「良く知っている」「聞いたこ
とはある」と回答した者は97%を占め，子宮頸がんの原因としてのHPVの高い認知が認められ
た。「子宮頸がんが予防可能である」との回答は70%，子宮頸がん検診について「受診したこ
とがある」または「受診したい」との回答は92%であり，検診の受診意思が高い傾向が認めら
れた。一方で，HPVワクチンを接種したいと思うかの設問に対し，「接種したことがある」「接
種したい」が68%，「接種したくない」「わからない」が32%であり，先行研究に比べて低率で
あった。HPVワクチンを「接種したくない」「わからない」理由として，「メディアで副作用
の問題を知って」など，副反応に対する懸念の記述が 7割を占めた。

結論　子宮頸がん検診については，引き続き，普及啓発，費用助成および受診しやすい機会を設け
ることが求められる。一方，HPVワクチンによる予防については副反応への懸念が示された。
今後，副反応への検証結果に対応した説明を行うことが求められる。

キーワード　子宮頸がん，ワクチン，検診，女子看護学生，HPV 

Ⅰ　緒　　　言

　子宮頸がんはわが国において，年間約21,000
人が罹患し1），約2,700人が死亡すると推計2）さ
れており，世界の主な先進国とほぼ同程度の数

値となっているものの3），罹患，死亡ともにこ
こ数年，わずかに増加傾向となっている2） 3）。
特に近年，20～30代の若年層や妊娠出産世代の
罹患が増加1）してきている傾向にある。
　子宮頸がんの予防は，1950年代より二次予防

　投稿

女子看護学生の子宮頸がん予防に関する意識調査
－ワクチンの副反応報告を受けて－

村
ムラ

澤
サワ

　秀
ヒデ

樹
キ
＊ 1　大

オオ

久
ク

保
ボ

　一
イチ

郎
ロウ
＊ 2　今

コン

野
ノ

　良
リョウ
＊ 3　荒

アラカワ

川　一
イチロウ

郎＊ 4

＊ 1筑波大学大学院人間総合科学研究科博士課程兼帝京平成大学大学院特別研究学生　＊ 2同医学医療系教授

＊ 3自治医科大学附属さいたま医療センター産婦人科教授　＊ 4帝京平成大学大学院薬学研究科准教授



―　 ―14

第62巻第 1号「厚生の指標」2015年 1 月

として細胞診を用いるがん検診が行われ，1982
年の老人保健法において，厚生労働省の保健事
業として実施されてきた。この検診が，わが国
の子宮頸がんの死亡率の低下に寄与してきたと
いわれている4）。さらに，近年の分子生物学的
研究の進展により，子宮頸がんおよびその前駆
病変はヒト乳頭腫ウイルス（Human Papilloma-
virus；HPV）により引き起こされることが明
らかにされ5），子宮頸がんワクチン（以下，
HPVワクチン）の開発により一次予防の可能
ながんとなった。
　2009年末に日本でもHPVワクチンが承認さ
れ，2011年に厚生労働省は「子宮頸がん等ワク
チン接種緊急促進特別対策事業」として地方公
共団体に対し，助成を開始した。さらに2013年
4 月 1 日施行の改正予防接種法において，新た
にA類疾病（元一類疾病）に収載され，定期の
予防接種の対象とされた。しかし，同年 6月，
HPVワクチンの接種と因果関係が否定できな
い持続的な疼痛の副反応が報告されたことから，
厚生労働省による積極的な接種勧奨を行わない
旨の通知がなされ，今後のHPVワクチンの取
り扱いに係る調査検討が行われている6）。
　本研究では，この積極的接種勧奨中止後の女
子看護学生の子宮頸がん予防に関する意識につ
いて調査し，今後の効果的な子宮頸がん予防対
策の探索への活用を目的とした。

Ⅱ　方　　　法

　20歳以上の女子看護学生（帝京平成大学
ヒューマンケア学部看護学科所属）を対象とし，
2013年10月に無記名自記式質問紙によるアン
ケート調査を行った。なお，当該施設では母性
看護に関する知識を修得し，助産師を目指す学
生も含まれていることから，がんの予防や治療
に関する医学的知識の習得状況を踏まえ， 3，
4年生を対象とした。質問内容は子宮頸がん予
防に関する意識に係る自由記述を含む，計 5問
とした（表 1）。
　回収した回答用紙のうち，年齢および選択問
（問 1～ 4，自由記述部は除く）に無回答項目

のあるものを除外して有効回答とした。自由記
述部分においては，検診についての問いに対し
て明らかにワクチンについて回答しているもの，
およびその逆の回答を除外した。解析は
Microsoft Excel 2010およびystat2008を用い，
χ2検定で学年間の群間比較を行った。
　調査を実施するに当たり，「無記名であるこ
と」「任意協力であること」「協力しないことに
よる不利益がないこと」「いつでも撤回・途中
放棄可能である」旨を説明し，回答の提出を
もって協力に同意したとの倫理的配慮を行った。
　なお，本調査にあたっては帝京平成大学倫理
委員会（No.25-027），筑波大学医の倫理委員
会（データ解析について，平成25年第808号）
の承認を得た。

Ⅲ　結　　　果

　対象の女子看護学生174名中，回答者は136名
であり，全体の回答率は78.2％であった。この
うち，有効回答は130名（ 3年生62名， 4年生
68名）であった（有効回答率は95.6%）。有効
回答者の平均年齢は全体で21.3（±1.2）歳で，
その内訳は表 2に示した。χ2検定で各問の回
答の学年間比較を行ったところ，問 1で学年間
の回答の有意差が認められた（ｐ＜0.01）が，問
2～ 4では学年間の回答の有意差（ｐ＜0.05）

問 1  　子宮頸がんの発生にはヒトパピローマウイルス　
（HPV）が関わっていることを知っていますか

　 1．良く知っている
　 2．聞いたことはある
　 3．知らない
問 2　子宮頸がんは予防が可能だと思いますか
　 1．そう思う
　 2．そうは思わない
　 3．わからない
問 3　機会があれば子宮頸がん検診を受けたいと思いますか
　 1．受診したことがある
　 2．受診したい
　 3．受診したくない 理由を書いてください（自由記載）　 4．わからない
問 4　子宮頸がんワクチンを接種したいと思いますか
　 1．接種したことがある
　 2．接種したい
　 3．接種したくない 理由を書いてください（自由記載）　 4．わからない
問 5  　どうしたらより検診が受けやすくなると思いますか
（自由記載）

表 1　質問の内容
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は認められなかった。

（ 1）　HPVに対する知識〔問 1〕
　「良く知っている」「聞いたことはある」の合
計で97%を占め，子宮頸がんの原因としての
HPVについての高い認知が認められた（図 1）。

（ 2）　子宮頸がん予防に対する意識〔問 2〕
　「子宮頸がんが予防可能である」との回答が
7割を占めた（図 1）。

（ 3）　子宮頸がん検診に対する意識〔問 3，5〕
　92%の対象者が子宮頸がん検診を「受診した
ことがある」または「受診したい」と回答した
（図 1）。「受診したことがある」の18名を除い
た112名における接種希望「受診したい」者は，
91％であった。「受診したくない」「わからな
い」理由（自由記述 4件）は，産婦人科など医
療機関へ行く抵抗感や，検診を受けることの恥
ずかしさがあるとの回答であった。

　「どうしたらより検診が受けやすくなると思
うか」の自由記述においては，学校やメディア
を通じた普及啓発をとの意見が多く，次に検診
自己負担の助成，土日や大学で行うといった検
診実施方法に関する意見が続いた（表 3）。特
に 4年生では，検診実施方法や，実際に検診に
行く際に，女性医師の方が良いといった具体的
な意見が挙げられた。「その他」として，友人
と一緒だと受けやすい，受診した時に特典があ
ると良いとの記述があった。

（ 4）　HPVワクチン接種に対する意識〔問 4〕
　「HPVワクチンを接種したいと思うか」の設
問に対し，「接種したことがある」「接種した
い」が68%，「接種したくない」「わからない」
が32%であった（図 1）。HPVワクチンを「接
種したくない」「わからない」理由（自由記
述）として，「メディアで副作用の問題を知っ
て」「副作用がこわい」「もっと安全と知ったう
えで接種したい」など，副反応に対する懸念の

効果への疑問13%

費用の高さ9 %
その他
6 %

副反応に対する懸念
72%

図 2　HPVワクチンを「接種したくない」「わからない」理由

注　自由記述，回答数46（複数回答）
0 20 40 60 80 100%

問 4

問 3

問 2

問 1 良く知っている72名（55%）

聞いたことはある54名
（42%）

受診したことがある18名
（14%）

接種したことがある20名
（15%）

接種したい69名（53%）

接種したくない19名
（15%）

わからない22名
（17％）

受診したい102名（78%）

受診したくない 3名
（ 2％）

わからない 7名（ 5％）

そう思う91名（70%）

そうは思わない15名
（12％）

わからない24名（18%）

知らない 4名
（ 3 %）

図 1　問 1～問 4の回答結果（ｎ＝130）

注　端数により合計が100％にならない場合がある。

表 2　回答者の学年別年齢分布
（単位　名）

総数 3年生 4年生

総数 130 62 68
20歳 40 40 -
21 33 18 15
22 49 3 46
23 4 - 4
24 1 - 1
25歳以上 3 1 2

平均年齢（歳）
標準偏差

21.3 20.5 22.0
1.24 1.01 0.97

表 3　どうしたらより検診が受けやすくなるか
（単位　件）

総数 3年生 4年生

総数 132 69 63
教育・啓発の強化 62 40 22
助成など料金について 29 12 17
検診方式改善 16 4 12
受診の恥ずかしさ 12 4 8
検診を義務化する 7 5 2
検診の安全性 3 3 -
その他 3 1 2

注　自由記述，複数回答
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記述が 7割を占めた（図 2）。

Ⅳ　考　　　察

　本研究における女子看護学生の結果では，子
宮頸がんの発生にHPVが関わっていることに
ついての知識や，子宮頸がん検診の受診歴・受
診意思が，先行研究における看護（保健医療）
系女子大学生の調査に比べて高率もしくは同程
度であった（HPV関与の知識について，野口
ら54.8％7），梅澤ら47.7％8），田中ら58.8％9）。
受診歴について，野口ら9.6％7），梅澤ら5.0％8），
田中ら2.6％9），和泉ら13.9%10）。受診意志につ
いて，和泉ら84.4%10））。一方で，HPVワクチ
ンの接種意思（「接種したことがある」および
「接種したい」の計68%）については，積極的
接種勧奨中止以前に実施された調査に比べ低率
であった（和泉らの医療系学生に対する調査
「接種意思あり」76.3％10），大見らの看護学科
女子学生の調査96.1％（費用・労力を考えない
場合）11））。このことから，本研究の対象者にお
いては子宮頸がんの知識や検診に対する意識が
高いものの，HPVワクチン接種については否
定的な傾向であることが示された。この理由に
ついての自由記述回答者の 7割が副反応への懸
念に関する記述であった。これは，野口ら7）の
調査で接種経験のない看護学生の理由が「高額
な費用（48.3%）」「接種しようと思うが機会が
ない（47.8%）」であり，副反応に関しては，回
答者（180名）のうち 1名のみが「副作用につ
いてよくわかっていない」と回答したことや，
和泉ら10）（調査時期2011年12月～2012年 6 月）
の医療系女子大学生でHPVワクチン接種を希
望しない理由が「費用が高い（66.1%）」「副作
用が怖い（35.7%）」であったこととは大きく
異なっていた。HPVワクチンは，2013年 4 月
より定期の予防接種の対象とされたが，HPV
ワクチンの接種と因果関係が否定できない持続
的な疼痛の副反応が報告され，その後のメディ
アでの報道による影響や，厚生労働省の積極勧
奨中止6）が本研究の結果に大きく影響している
ものと考えられる。

　検診については，受診しやすくする方法とし
て，普及啓発，費用の軽減，土日や大学での受
診機会を設ける，女性医師の関与が必要である
といった意見は先行研究8）10）12）と同様であった。
　本研究の限界として，非看護系学生との比較，
HPVワクチン副反応報道前の意識との直接比
較は行っていない。このため本研究はあくまで
調査時点の学生の意識調査に基づいた考察にと
どまる。今後，積極勧奨中止前後での比較研究
による詳細な分析が待たれる。
　子宮頸がんの予防において，その発生を抑制
するためには検診受診率の向上だけでは不十分
である13）ことが示唆されている。このことから
も， HPVワクチン接種について，副反応の検証
が行われて勧奨が再開となった場合には，その
費用や接種機会といったこれまでの調査研究で
明らかになった事柄への対策に加え，本研究で
明らかとなった副反応への懸念について，その
適切な検証および検証結果に対応した接種対象
者や保護者への説明を行い，子宮頸がんの一次
予防を進めることが求められる。

謝辞
　研究にご協力くださった女子学生に感謝申し
上げます。また，筆頭著者は人事院の行政官国
内研究員（博士課程コース）制度による支援を
受けており，本制度および関係者に深謝いたし
ます。

文　　　献
1 ）Matsuda A, Matsuda T, Shibata A, et al. Cancer 

Incidence and Incidence Rates in Japan in 2007：

A Study of 21 Population-based Cancer Registries 

for the Monitoring of Cancer Incidence in Japan 

（MCIJ）Project. Jap J of Clinic Onc 2013；43

（ 3 ）：328-36．がん対策情報センターホームペー

ジ（http://ganjoho.jp/professional/statistics/sta 

tistics.html）2013.11.26．

2 ）厚生労働省大臣官房統計情報部編．人口動態統計．

人口動態統計によるがん死亡データ（1958年～

2012年）．がん対策情報センターホームページ

（http://ganjoho.jp/professional/statistics/statis 



―　 ―17

第62巻第 1号「厚生の指標」2015年 1 月

tics.html）2013.11.26．

3 ）若尾文彦，西本寛，片野田耕太，他．部位別がん

生存率の国際比較．がん統計編集委員会編．：がん

の統計'09．東京：がん研究振興財団，2009；46．

4 ）今野良．子宮頸癌の一次予防と二次予防の効率的

な組み合わせ．産婦人科の実際　2010；59（ 4 ）：

553-8．

5 ）Zur Hauzen H. Human papillomaviruses in the 

pathogenesis of anogenital cancer. Virol 1991；

184：9-13．

6 ）厚生労働省健康局長通知．ヒトパピローマウイル

ス感染症の定期接種の対応について（勧告），

2013；平成25年 6 月14日健発0614第 1 号．厚生労

働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/bunya/

kenkou/kekkaku-kansenshou28/pdf/kankoku_

h25_6_01.pdf）2013.11.26．

7 ）野口真由，杉浦絹子．看護系大学の女子大学生が

もつ子宮頸がん予防に関する知識と意識の現状．

三重看護学誌　2011；13：131-9．

8 ）梅澤敬，星山佳治，落合和徳，他．30歳未満女性

の子宮頸がんに対する意識とがん検診受診要因に

関する研究．厚生の指標　2012；59（ 2 ）：17-22．

9 ）田中千春，国府浩子．若年者の子宮頸がん検診に

関する知識と思い．日がん看会誌　2012；26（ 2 ）：

35-44．

10）和泉美枝，眞鍋えみ子，吉岡友香子．女子大学生

の子宮がん検診受診とHPVワクチン接種行動の関

連要因に関する研究．母性衛生　2013；54（ 1 ）：

120-9．

11）大見広規，石川弘枝，高橋奈緒子，他．大学生の

ヒトパピローマウイルスと子宮頸がん予防ワクチ

ンについての認知度と態度．CAMPUS HEALTH 

2011：48（ 2 ）：163-8．

12）永井真由美，中静康子，加藤渉子，他．子宮頸がん

についてのアンケート調査．CAMPUS HEALTH 

2013：50（ 2 ）：119-24．

13）荒川一郎，新野由子．若年女性の健康を考える子

宮頸がん予防ワクチン接種の意義と課題．厚生の

指標　2009；56（10）：1-5．



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /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 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 <<
    /JPN <FEFF005B0027005B67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D00270020306B57FA3065304F005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /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 [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


