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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定範囲のピーク強度を有する光によって活性化し、該所定範囲外のピーク強度の光に
は略活性化しない光感受性物質を用いて、病変部を治療する光線力学的治療装置であって
、
　前記光感受性物質を活性化可能な波長の光を、生体にパルス照射する照射手段と、
　前記照射手段により照射する光のピーク強度を制御する制御手段と、
　を有し、
　前記制御手段は、生体深部にある病変部の深度よりも浅い範囲である温存距離が入力さ
れ、前記温存距離に基づいて、前記病変部に到達する前記光が前記所定範囲のピーク強度
となるように、当該所定範囲のピーク強度よりも前記温存距離における減衰分だけ強い高
ピーク強度の光を前記照射手段に照射させることにより、前記光感受性物質が活性化する
生体内の深度を前記病変部近傍に制御し、前記病変部より前記光照射手段に近い生体浅部
では前記光感受性物質が活性化しないように制御する光線力学的治療装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、さらに、前記照射手段により照射される光の繰り返し周波数を制御す
ることを特徴とする請求の範囲第１項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項３】
　前記高ピーク強度の光は、
　ピーク強度が、１０ｋＷ／ｃｍ２以上で、前記光のパルス照射によって生体表面にプラ
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ズマが発生し始める閾値以下であり、
　繰り返し周波数が１Ｈｚ～１ｋＨｚであることを特徴とする請求の範囲第１項または第
２項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項４】
　前記病変部に集積された前記光感受性物質の量および前記病変部の酸素濃度の少なくと
も一方を検出する検出手段をさらに有することを特徴とする請求の範囲第１項から第３項
のいずれか１項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項５】
　前記光は、オプティカルパラメトリックオッシレーター（ＯＰＯ）により発生する光、
半導体レーザ光、色素レーザ光、可変波長近赤外レーザ光の二逓倍波からなる群から選択
される、請求の範囲第１項から第４項のいずれか１項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項６】
　前記病変部近傍まで生体内に挿入されるカテーテルをさらに有し、該カテーテルによっ
て前記光照射手段を前記病変部近傍まで導くことを特徴とする請求の範囲第１項から第５
項のいずれか１項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項７】
　前記カテーテルは、血管用バルーンカテーテルであることを特徴とする請求の範囲第６
項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項８】
　前記カテーテルは、尿道用カテーテルであることを特徴とする請求の範囲第６項に記載
の光線力学的治療装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記光照射手段により照射する前記光の総照射パルス数を一定に維持
し、前記光のピーク強度を制御することにより、前記光感受性物質が活性化する生体内の
深度を制御することを特徴とする請求の範囲第１項から第８項のいずれか１項に記載の光
線力学的治療装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記光照射手段により照射する前記光の総照射エネルギーを一定に維
持し、前記光のピーク強度を制御することにより、前記光感受性物質が活性化する生体内
の深度を制御することを特徴とする請求の範囲第１項から第８項のいずれか１項に記載の
光線力学的治療装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記光照射手段により照射する前記光のピーク強度を連続または断続
的に変更することにより、前記光感受性物質が活性化する生体内の範囲を制御することを
特徴とする請求の範囲第１項から第８項のいずれか１項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項１２】
　所定範囲のピーク強度を有する光によって活性化し、該所定範囲外のピーク強度の光に
は活性化しない光感受性物質を活性化可能な波長の光を、生体にパルス照射する照射手段
と、前記照射手段による光のピーク強度を制御する制御手段と、を有する光線力学的治療
装置の制御方法であって、
　生体深部にある病変部の深度よりも浅い範囲である温存距離が入力される工程と、
　前記温存距離に基づいて、前記病変部に到達する前記光が前記所定範囲のピーク強度と
なるように、当該所定範囲のピーク強度よりも前記温存距離における減衰分だけ強い高ピ
ーク強度の光を前記照射手段に照射させることにより、前記光感受性物質が活性化する生
体内の深度を前記病変部近傍に制御し、前記病変部より前記光照射手段に近い生体浅部で
は前記光感受性物質が活性化しないように制御する工程と、
　を含む光線力学的治療装置の制御方法。
【請求項１３】
　前記制御手段により、さらに、前記照射手段が照射する光の繰り返し周波数を制御する
ことを特徴とする請求の範囲第１２項に記載の光線力学的治療装置の制御方法。
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【請求項１４】
　前記病変部近傍の前記光感受性物質の量および前記病変部の酸素濃度の少なくとも一方
を検出し、検出結果に基づいて、前記制御手段により前記照射手段が照射する光のピーク
強度を制御することを特徴とする請求の範囲第１２項または第１３項に記載の光線力学的
治療装置の制御方法。
【請求項１５】
　所定範囲のピーク強度を有する光によって活性化し、該所定範囲外のピーク強度の光に
は略活性化しない光感受性物質を活性化可能な波長の光を、生体にパルス照射する照射手
段と、
　前記照射手段により照射する光の照射条件を制御する制御手段と、
　を有し、
　前記制御手段は、
　生体深部にある病変部の深度よりも浅い範囲である温存距離が入力され、
　前記温存距離に基づいて、前記光感受性物質が前記病変部において活性化するように、
前記所定範囲のピーク強度よりも前記温存距離における減衰分だけ強い高ピーク強度を光
の照射条件として設定し、
　設定された前記光の照射条件で前記照射手段に照射させることによって、前記活性化し
た光感受性物質の作用により傷害される死細胞率が前記病変部で高く、前記温存距離で低
く分布されるように、前記死細胞率を生体の深さ方向で制御する光線力学的治療装置。
【請求項１６】
　前記照射条件は、前記光のピーク強度、波長、総照射時間、総照射エネルギー、パルス
幅、繰り返し周波数のうち少なくとも一つであることを特徴とする請求の範囲第１５項に
記載の光線力学的治療装置。
【請求項１７】
　生体の深さ方向の前記死細胞率は、前記病変部より深部の部分で低く分布されることを
特徴とする請求の範囲第１５項または第１６項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項１８】
　前記死細胞率が高くなる前記病変部では、死細胞率が細胞が蘇生不可能な致死細胞率以
上であり、前記病変部より浅部及び深部の部分では、死細胞率が致死細胞率以下であるこ
とを特徴とする請求の範囲第１５項から第１７項のいずれか一項に記載の光線力学的治療
装置。
【請求項１９】
　前記制御手段は、前記光の出力を制御することにより、前記死細胞率が細胞の蘇生不可
能な致死細胞率以上となる致死細胞範囲を制御することを特徴とする請求の範囲第１５項
から第１８項のいずれか一項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項２０】
　前記制御手段は、前記光照射手段により照射する前記光の総照射パルス数を一定に維持
し、前記光のピーク強度を制御することにより、前記死細胞率が細胞の蘇生不可能な致死
細胞率以上となる致死細胞範囲を制御することを特徴とする請求の範囲第１５項から第１
８項のいずれか一項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項２１】
　前記制御手段は、前記光照射手段により照射する前記光の総照射エネルギーを一定に維
持し、前記光のピーク強度を制御することにより、前記死細胞率が細胞の蘇生不可能な致
死細胞率以上となる致死細胞範囲を制御することを特徴とする請求の範囲第１５項から第
１８項のいずれか一項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項２２】
　前記制御手段は、前記光照射手段により照射する前記光のピーク強度を連続または断続
的に変更することにより、前記死細胞率が細胞の蘇生不可能な致死細胞率以上となる致死
細胞範囲を制御することを特徴とする請求の範囲第１５項から第１８項のいずれか一項に
記載の光線力学的治療装置。



(4) JP 4504917 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

【請求項２３】
　前記病変部近傍まで生体内に挿入されるカテーテルをさらに有し、該カテーテルによっ
て前記光照射手段を前記病変部近傍まで導くことを特徴とする請求の範囲第１５項から第
２２項のいずれか１項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項２４】
　前記カテーテルは、血管用バルーンカテーテルであることを特徴とする請求の範囲第２
３項に記載の光線力学的治療装置。
【請求項２５】
　前記カテーテルは、尿道用カテーテルであることを特徴とする請求の範囲第２３項に記
載の光線力学的治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、光線力学的治療装置、その制御方法および光線力学的治療方法に関し、特に
、生体深部の病変部の治療に際し、病変部を覆う正常な浅部を傷害させずに保存したまま
、深部の病変部のみを傷害し得る光線力学的治療（浅部保存治療）装置、その制御方法お
よび光線力学的治療方法に関する。
【背景技術】
　光化学治療（Ｐｈｏｔｏｄｙｎａｍｉｃ　Ｔｈｅｒａｐｙ：ＰＤＴ、光線力学的治療と
もいう）は、早期癌の内視鏡下治療の他、種々の治療への適用が検討されている。ＰＤＴ
とは、ある種のポルフィリン誘導体等の光感受性物質（光増感剤）を静脈注射等の方法に
より投与し、治療対象である癌組織等の組織病変部に選択的に吸収・集積させた後に、レ
ーザ光等の光線を照射することにより該組織病変部を傷害する治療法である。
　ＰＤＴは、光増感剤が病変部へ選択的に集積するという性質と光により増感されるとい
う性質を利用したものである。光線照射により病変部に取り込まれた光増感剤が励起され
、増感剤のエネルギーが病変部内に存在する酸素に移乗して活性な一重項酸素を生成し、
該活性酸素が病変部の細胞を壊死させるというメカニズムが提唱されている。
　光化学治療に用い得るポルフィリン誘導体として、種々のものが報告されており（特開
平９－１２４６５２号公報、ＷＯ９８／１４４５３号公報、特開平４－３３００１３号公
報、特許第２９６１０７４号公報）、光化学治療の適用対象疾患として各種の癌（特公平
７－５３７３３号公報、特開平９－１２４６５２号公報）、自己免疫性疾患（ＷＯ９９／
０７３６４号公報、ＷＯ９８／１９６７７号公報、ＷＯ９８／１４４５３号公報）、動脈
硬化症（特許第３１５４７４２号公報、ＷＯ００／５９５０５号公報）等が報告されてい
る。
　光化学治療において、当初開発されたポルフィリン誘導体は、その吸収波長が６００ｎ
ｍ前後と短く、この波長帯のレーザを照射しても、表面から数ｍｍ程度までしか到達せず
、深部の病変部は治療できないという問題があった。実際、現在実用化されているＰＤＴ
において使用されるレーザは正常組織に傷害を与えないよう短波長で低出力のものが用い
られており、到達深度は数ｍｍ程度であり、表在性の早期癌のみが治療対象となっている
。
　また、当初開発された薬剤は、体内からの排泄性もよくなく、治療後の「日焼け症」の
問題があった。
　これに対して、第二世代薬剤としてより長波長側に吸収波長を有し、さらに排泄性にも
優れたものが開発され（特開平５－９７８５７号公報、特開平６－８０６７１号公報等）
、「日焼け症」の問題を低減しつつ、より深部に存在する病変部の治療ができる可能性も
あった。しかし、このような第二世代のＰＤＴ用薬剤は開発されているもののレーザ照射
パラメータの制御技術は確立されておらず、深部病変に最適なレーザの照射強度や照射時
間等については何ら解明されていない。
　上述のように第二世代のＰＤＴ薬剤は深部病変部への適用が期待されており、表在性の
癌が進行して深部まで到達した癌病変部等の治療には、表在から深部まで治療可能な第二
世代のＰＤＴ薬剤と長波長レーザを組み合わせたＰＤＴ治療は有効であると考えられる。
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しかし、癌に限らず深部にのみ病変部が存在し、表層部分は正常である病変の場合、表層
部の健常部の傷害が予想されていた。
　このため表層部分が正常で深部のみに病変部が存在する病変の場合、組織内にレーザ照
射部を刺入して病変部にレーザを直接照射するという高侵襲性の方法が研究されているに
すぎず、低侵襲性で深部のみを傷害し得るＰＤＴの開発は困難であると考えられていた。
　本発明は、レーザを用いたＰＤＴにおいて、レーザ照射条件を変えることにより、病変
部の浅部から深部までの治療深度を制御でき、病変部を覆う健常な浅部を傷害させずに保
存したまま、深部の病変部のみを傷害し得る光線力学的治療（浅部保存治療）装置、その
制御方法および光線力学的治療方法の提供を目的とする。
【発明の開示】
　本発明者等は、ＰＤＴ治療効率を上げる目的でＰＤＴ薬剤ならびにレーザ種およびレー
ザのピーク強度、レーザの繰り返し周波数等のパルスレーザ照射条件について鋭意検討を
行った。その結果、照射するレーザのピーク強度を低強度から高強度に上げていくと一定
強度までは、ピーク強度が高くなるほどＰＤＴ治療効率（病変部組織の傷害度）も高くな
るが、ピーク強度が高くなり過ぎると治療効率が逆に低下する現象を見出した。
　すなわち、レーザの照射ピーク強度を横軸に、ＰＤＴ治療効率を縦軸にとるとＰＤＴ効
率を表すグラフは、ピーク強度上昇とともにＰＤＴ効率が上昇し、ある深度において最も
効率の高いＰＤＴ効率に達した後ピーク強度上昇とともにＰＤＴ効率が減少していくこと
を見出した。この現象は、照射するレーザのピーク強度がある範囲にある場合にＰＤＴ治
療が有効で、ピーク強度がそれ以下でもそれ以上でも治療の有効性は低いことを意味する
。
　本発明者等は、この新たな知見に基づいて、レーザの照射条件とＰＤＴ治療効率につい
てさらに検討を行った。その結果、生体深部にまで到達するような高ピーク強度レーザを
生体の病変部に照射した場合、生体内に入射した時点のピーク強度は高いが、入射後、病
変部に集積したＰＤＴ薬剤や、生体が含むヘモグロビン等によりレーザエネルギーが吸収
され、徐々にレーザのピーク強度が低下していき、照射したレーザが深部まで到達すれば
するほどピーク強度が低下していくことを見出した。
　さらにある範囲の深度においてレーザのピーク強度がＰＤＴ治療効率の高い範囲にあり
その深度部分でのみＰＤＴ治療が達成されることを見出した。これらの知見は逆に、ある
深度においてＰＤＴ治療を有効に行おうとした場合に、照射するレーザのピーク強度を調
節して、レーザがその深度に達したときにＰＤＴ効率が上昇するようにすればよいことを
示唆する。
　また、本発明者らは、レーザ照射により励起されたＰＤＴ薬剤のエネルギーが生体組織
に存在する酸素に移乗し、活性酸素が発生し、周囲の細胞に傷害を起こすというＰＤＴ治
療の原理と深度を制御し得るＰＤＴ治療との関連について検討した。
　その結果、レーザ照射により照射部分で局所的に消費された酸素が周囲組織から拡散供
給されるのに一定の時間を要し、このためレーザの照射タイミングも酸素の供給と合わせ
る必要があることを見出した。レーザ照射タイミングを変えるため、照射レーザの繰り返
し周波数を変化させたところ、ＰＤＴ治療効率がレーザのピーク強度だけではなく、レー
ザの繰り返し周波数にも依存していることを見出した。
　さらに、本発明者らは、例えば動脈硬化病変部のように病変部が正常部に覆われている
疾患において、治療深度を制御することにより浅部に存在する正常部を傷害せずに、深部
に存在する病変部のみを傷害できると考え検討し、高ピーク強度のパルスレーザを照射す
ることにより浅部が傷害を受けず、深部のみ傷害できることを見出した。
　本発明者等はさらに検討を行い、適切なレーザ照射の制御システムを完成させ、さらに
ＰＤＴに適用でき、病変部を局所的に治療しうるカテーテル装置を完成させた。
　すなわち、本発明は以下の通りである。
［１］　所定範囲のピーク強度を有する光によって活性化し、該所定範囲外のピーク強度
の光には略活性化しない光感受性物質を用いて、病変部を治療する光線力学的治療装置で
あって、
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　前記光感受性物質を活性化可能な波長の光を、生体にパルス照射する照射手段と、
　前記照射手段により照射する光のピーク強度を制御する制御手段と、
　を有し、
　前記制御手段は、生体深部にある病変部に到達する前記光が前記所定範囲のピーク強度
となるように、高ピーク強度の光を前記照射手段に照射させることにより、前記光感受性
物質が活性化する生体内の深度を前記病変部近傍に制御し、前記病変部より前記光照射手
段に近い生体浅部では前記光感受性物質が活性化しないように制御する光線力学的治療装
置。
　光線力学的治療装置によれば、前記病変部と前記光照射手段との間の正常な生体では、
高ピーク強度の光が通過するので、前記光感受性物質が活性化せず、浅部にある健常な生
体を保存できる。一方で、病変部では、光感受性物質が活性化する所定範囲まで光のピー
ク強度が減衰しているので、光感受性物質の作用により病変部を傷害できる。
［２］　所定範囲のピーク強度を有する光によって活性化し、該所定範囲外のピーク強度
の光には略活性化しない光感受性物質を活性化可能な波長の光を、生体にパルス照射する
照射手段と、前記照射手段による光のピーク強度を制御する制御手段と、を有する光線力
学的治療装置の制御方法であって、
　生体深部にある病変部に到達する前記光が前記所定範囲のピーク強度となるように、高
ピーク強度の光を前記照射手段に照射させることにより、前記光感受性物質が活性化する
生体内の深度を前記病変部近傍に制御し、前記病変部より前記光照射手段に近い生体浅部
では前記光感受性物質が活性化しないように制御する光線力学的治療装置の制御方法。
［３］　所定範囲のピーク強度を有する光によって活性化し、該所定範囲外のピーク強度
の光には略活性化しない前記光感受性物質を活性化可能な波長の光を、生体にパルス照射
する照射手段と、
　前記照射手段により照射する光の照射条件を制御する制御手段と、
　を有し、
　前記制御手段により光の照射条件を変化させることにより、前記光感受性物質の活性化
を制御し、該活性化した光感受性物質の作用により傷害される死細胞率を生体の深さ方向
で制御する光線力学的治療装置。
［４］　所定範囲のピーク強度を有する光によって活性化し、該所定範囲外のピーク強度
の光には略活性化しない光感受性物質を生体に投与するステップと、
　投与により生体深部の病変部に集積された前記光感受性物質を活性化可能な波長の光を
、該病変部に向かってパルス照射するステップと、
　光をパルス照射する際に、高ピーク強度の光を照射し、前記病変部において前記所定範
囲のピーク強度となった前記光により、前記光感受性物質を活性化させ、活性化した前記
光感受性物質の作用により病変部を傷害するとともに、前記病変部より浅い浅部では前記
光感受性物質を活性化させず、該浅部を保存するステップと、
　を含む光線力学的治療方法。
【図面の簡単な説明】
　図１は、パルス光線のピーク強度とＰＤＴ効率の関係を概念的に示した図である。
　図２は、生体組織に光線を照射した場合の光線のピーク強度の低下およびＰＤＴ治療効
率が良好な深度部分の関係を概念的に示す図である。
　図３は、死細胞率と、深度の関係を概念的に示す図である。
　図４は、本発明の動脈硬化治療用装置の概略構成を示す図である。
　図５は、生体挿入側先端にバルーンを備える光線力学的治療装置を示す該略図である。
　図６は、本発明の装置を使用する流れを示すフローチャートである。
　図７は、ＰＤＴ効果のピーク強度および繰り返し周波数依存性を示す図である。
　図８は、薬剤ブリーチングとピーク強度の関係を示す図である。
　図９は、照射エネルギー密度を変化させたときの死細胞率の変化を示す図である。
　図１０は、パルス数を一定としたときの、パルスエネルギー密度毎の深度に対する死細
胞率の測定結果を示す図である。
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　図１１は、総照射エネルギー量を一定としたときの、パルスエネルギー密度毎の深度に
対する死細胞率の測定結果を示す図である。
　図１２は、照射途中でパルスエネルギー密度を変えたときの、深度に対する死細胞率の
測定結果を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明はＰＤＴに用い得るレーザ照射装置であり、レーザ照射条件を変化させることに
より治療深度、すなわち傷害させる部分の深度を制御し得る装置である。
　さらに、本発明は、病変部が組織の深部に存在する場合または病変部が正常な被膜に覆
われている場合に、浅部の正常部分を傷害せず保存して、深部の病変部のみを傷害し病変
部の治療（浅部保存治療）を可能にする装置である。
　ここで、ＰＤＴ（光線力学的治療）とは、特定の病変部に親和性を有する光感受性物質
（ＰＤＴ薬剤）を病変部に特異的に集積させ、特定波長を有する光線を照射することによ
り、選択的に病変部組織を傷害壊滅させる治療法をいう。
　本発明のレーザ照射装置による治療の対象となる病変部は、組織において細胞の異常増
殖や粥腫を伴う疾患の病変部であり、該組織病変部を傷害することにより疾患の進行を停
止させ治療および拡大の防止をすることが可能な病変部である。このような病変部を有す
る疾患として、癌腫、肉腫、良性腫瘍、粥腫を伴う動脈硬化等が挙げられる。
　これらの疾患の発生部位は限定されず、また進行度も限定されない。例えば癌腫の場合
、表在性の早期癌から浸潤性の進行癌まで対象となる。これらの中でも病変部が組織深部
まで存在している疾患が好ましくさらに、病変部を正常な部分が覆っている状態の疾患が
好ましい。
　病変部を覆う正常な部分はその病変部と同じ組織とは限らず、本発明の装置を用いて病
変部に光線を照射しようとした場合に、病変部と光線照射部分に他の組織が存在する場合
も含む。
　このような疾患としては、上皮内の癌腫であって上皮表面は正常な癌腫、組織の内部に
存在する非上皮性細胞（間質細胞：支持組織を構成する細胞）性肉腫であって上皮性細胞
に覆われている肉腫、前立腺癌や前立腺肥大症のように、尿道内に装置の光線照射部を挿
入した場合に、病変部（前立腺）と光線照射部の間に正常部分（尿道壁）がある疾患、ア
テローム性動脈硬化症のように、動脈内に装置の光線照射部を挿入した場合に、病変部（
粥腫）と光線照射部の間に病変部（粥腫）を覆う正常部分（被膜）がある疾患等が挙げら
れる。
　特に、本発明の装置の一つの態様として、カテーテルに光線照射部を配設したカテーテ
ル状装置がある。この態様の装置によれば、尿道管や血管等の管状組織の管内に挿入して
使用することができ、上述の前立腺癌、前立腺肥大症、動脈硬化症の他、膀胱癌、食道癌
、直腸癌、大腸癌、子宮頸癌、子宮体癌、胆道癌、膵癌等の治療に適している。
　本発明において浅部および深部の深さは限定されないが、浅部が光線を照射する表面か
ら０．０５ｍｍ～１０ｍｍ、０．０５ｍｍ～７ｍｍ、０．０５ｍｍ～５ｍｍ、０．０５ｍ
ｍ～３ｍｍまたは０．０５ｍｍ～１ｍｍ程度の深さ、深部はそれよりも深い部分をいう。
　また、尿道壁と前立腺のように、傷害させて治療しようとする病変部と傷害させずに保
存しようとする正常部分が異なる組織の場合であっても、病変部と光線照射部の間にある
正常部分を浅部といい、その厚さは０．０５ｍｍ～１０ｍｍ、０．０５ｍｍ～７ｍｍ、０
．０５ｍｍ～５ｍｍ、０．０５ｍｍ～３ｍｍまたは０．０５ｍｍ～１ｍｍ程度である。例
えば、前立腺癌や前立腺肥大症を治療しようとする場合の保存すべき尿道壁の厚さは０．
５ｍｍ～２ｍｍ程度であり、アテローム性動脈硬化を治療しようとする場合の破壊すべき
粥腫を覆う保存すべき被膜の厚さは、０．０５ｍｍ～０．２ｍｍ程度である。
　ＰＤＴにおいては、病変部に集積され得る光感受性物質（ＰＤＴ薬剤）を投与する必要
がある。本発明の装置と組合わせるＰＤＴ薬剤は特別なものに限定されず公知のＰＤＴ薬
剤をその吸収波長の光線と組合わせて用いることができる。病変部の深度によりＰＤＴ薬
剤と光線種（光源種、光線波長等）を適宜選択すればよい。
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　現在、実用化されているＰＤＴ治療に用いられているＰＤＴ薬剤は、吸収波長が６３０
ｎｍのポルフィマーナトリウム（ＰＨＥ）であり、６３０ｎｍのエキシマーダイレーザと
組合わせて用いられている。しかし、エキシマーダイレーザの光は生体組織での深達性が
２～３ｍｍ程度なので、表在性の癌の治療用に限定される。
　本発明の装置は、現在のＰＤＴでは不可能な深部の病変部の治療も可能とするため、よ
り深達性の大きい波長の長いレーザも用いる。従って、用いるＰＤＴ薬剤も６３０ｎｍ付
近に吸収波長を有する薬剤から、より長波長側に吸収波長を有する薬剤のいずれも用いる
ことができる。この中でも６５０ｎｍ～８００ｎｍに吸収波長を有する第二世代薬剤が望
ましい。また、第二世代薬剤は、体内からの排泄性も良好であり、この点でも推奨される
。
　例えば、クロリン系薬剤であるＡＴＸ－Ｓ１０（６７０ｎｍ）（Ｉｍｉｎｏｃｈｌｏｒ
ｉｎ　ａｓｐａｒｔｉｃ　ａｃｉｄ誘導体、東洋薄荷工業株式会社、平成１２年株式会社
光ケミカル研究所に権利譲渡、特開平６－８０６７１号公報）、ＮＰｅ６（６６４ｎｍ）
（ｍｏｎｏ－Ｌ－ａｓｐａｒｔｙｌ　ｃｈｌｏｒｉｎ　ｅ６、特許第２９６１０７４号公
報）、ｍＴＨＰＣ（６５２ｎｍ）、ＳｎＥＴ２（６６０ｎｍ）（ｔｉｎ　ｅｔｉｏｐｕｒ
ｐｕｒｉｎ、ミラバント・メディカル・テクノロジーズ）、ＡｌＰｃＳ（６７５ｎｍ）（
ｃｈｌｏｒｏ　ａｌｕｍｉｎｉｕｍ　ｓｕｌｐｈｏｎａｔｅｄ　ｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎ
ｉｎｅ）、ＢＰＤ－ＭＡ（６９０ｎｍ）（ｂｅｎｚｏｐｏｒｐｈｙｒｉｎ　ｄｅｒｉｖａ
ｔｉｖｅ　ｍｏｎｏａｃｉｄ　ｒｉｎｇ　Ａ、ＱＬＴ社）、Ｌｕ－ｔｅｘ（７３２ｎｍ）
（Ｌｕｔｅｔｉｕｍ　Ｔｅｘａｐｈｙｒｉｎ）等が挙げられる（慣用名、吸収「ピーク」
波長を示し、さらに一般名、入手先、文献を示してある）。また、これらの薬剤を混合し
て用いてもよい。吸収波長の異なる複数の薬剤が病変部に集積することにより、光線の波
長、繰り返し周波数のみならず照射ピーク強度をも制御し、浅部から深部まで広く病変部
を治療することが可能になる。
　これらの薬剤の投与は、薬剤をリン酸緩衝塩溶液等の適当な緩衝液に溶解させ、必要に
応じて医薬的に許容できる添加物を添加する。添加物としては、有機溶媒等の溶解補助剤
、酸、塩基等のｐＨ調整剤、アスコルビン酸等の安定剤、グルコース等の賦形剤、塩化ナ
トリウム等の等張化剤などが挙げられる。
　投与方法は、特別なものに限定されない。静脈注射、筋肉注射、皮下注射、経口投与等
により投与できる。また、投与後の日焼け症を低減するために病変部に直接投与してもよ
い。例えば、治療しようとする疾患が動脈硬化や前立腺肥大症の場合、血管カテーテルや
尿道カテーテルにニードル、薬剤注入部等の薬剤投与手段を配設しドラッグデリバリーカ
テーテルとして、薬剤を局所的に投与してもよい。従来のＰＤＴ治療においては、ＰＤＴ
薬剤は主に静脈注射により投与されており、この場合ＰＤＴ薬剤を主に病変部に集積させ
て、正常部と病変部における集積ＰＤＴ薬剤のコントラストを強くするために（通常、病
変部では単位体積あたり、正常部の６倍程度のＰＤＴ薬剤が集積する）、静脈注射後光線
照射するまでに４８～７２時間程度おかなくてはならず、患者の負担も極めて大きかった
。
　これは、従来の方法がＰＤＴ治療範囲の選択性をＰＤＴの集積にのみ頼っており、正常
部の傷害を避けるためには、正常部からＰＤＴを排除しておく必要があったからである。
特に、病変部を正常部が覆っている場合、正常部の傷害を避けるためには、正常部から完
全にＰＤＴ薬剤を排除する必要があったが、実際的には不可能であり、従来の方法では、
深部のみ傷害し、浅部を保存するという治療は望むべくもなかった。
　本発明の治療深度を制御し得るＰＤＴ治療装置においては、ＰＤＴ治療範囲は主にレー
ザ照射条件によるので、必ずしも正常部分からＰＤＴ薬剤を排除する必要はなく効率的に
治療できる。従って、ＰＤＴ薬剤投与後、正常部と病変部におけるＰＤＴ薬剤の集積にコ
ントラストがつくのを待つ必要はなく、ＰＤＴ薬剤投与後直ぐにまたは短時間で光線照射
を開始することが可能である。
　ＰＤＴ薬剤の投与量は限定されず、静脈注射等により全身投与する場合は、０．０１～
１００ｍｇ／ｋｇ体重、好ましくは１～５ｍｇ／ｋｇ体重である。局所投与の場合は、例
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えば数μｇ／ｍｌ～数ｍｇ／ｍｌに調製した薬剤を数μｌ～数ｍｌ直接病変部に注入等に
より投与すればよい。後述のように、本発明の装置により病変部における薬剤の集積度を
モニタできるので、モニタの結果に応じて追加投与してもよい。
　本発明の装置において治療のために照射する光線の種類は限定されないが、連続もしく
はパルスレーザ光線または波長可変のオプティカルパラメトリックオッシレーター（ＯＰ
Ｏ；Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）により発生する光
線が望ましい。
　照射する波長は６００ｎｍから８００ｎｍであり、用いるＰＤＴ薬剤の吸収波長に近い
波長の光線を用いればよい。特にＯＰＯにより発生する光線は波長を変えることができ、
波長および光線の照射ピーク強度を変えることにより浅部から深部まで広く病変部を治療
することができる。
　レーザとしては、半導体レーザ、色素レーザ、可変波長近赤外レーザの二逓倍波等を好
適に用いることができる。光線はパルスレーザ等のパルス光線でも連続レーザ等の連続光
線でもよい。ここで、パルス光線とは、パルス幅が１ｍｓ以下のものをいう。また、連続
光は、ライトチョッパーを用いて断続させ、パルス光線として照射することもできる。な
お、連続レーザ等の連続光を照射する場合、ピーク強度を一定以上にすると照射部が加熱
により変性するので、高ピーク強度照射による浅部保存治療には適さない。従って、浅部
保存治療を行う場合は、パルス光を用いるのが望ましい。
　浅部を保存して深部の病変部のみを治療する場合、高ピーク強度のパルス光線を照射す
る。高ピーク強度のパルス光線を照射することにより、浅部の正常部分が傷害されずに保
存される。高ピーク強度のパルス光線を生体組織に照射した場合、たとえＰＤＴ薬剤が集
積していても浅部の組織を傷害することなく、深部を傷害する。
　一方、低ピーク強度の光線をＤＰＴ薬剤の集積した生体組織に照射すると生体組織の浅
部が傷害を受ける。高ピーク強度のパルス光線を照射した場合、光線が深部に進めば進む
ほど、光線のエネルギーが組織に集積したＰＤＴ薬剤や組織中のヘモグロビン等に吸収、
散乱され、パルス光線のピーク強度が減衰していき一定の深度に達した時にＰＤＴ治療効
率が上がり、その部分の組織を傷害しやすくなる。
　すなわち、高ピーク強度パルス光線照射により浅部は傷害を受けないのに対して深部の
み傷害を受ける。病変部が浅部から深部まで広く存在している場合、浅部の病変部の治療
には、低ピーク強度の連続光線またはパルス光線を照射し、深部の病変部の治療には高ピ
ーク強度のパルス光線を照射する等、光線照射条件を変えればよい。
　光線照射条件は、病変部の大きさ、用いる光線種、ＰＤＴ薬剤等に応じて適宜決定する
ことができる。光線のピーク強度と治療深度の関係は、生体組織を模したモデル（例えば
、動物組織を用いて作製したモデル）で容易に予測することが可能である。
　ここで、照射する光線のピーク強度の単位はＷ／ｃｍ２である。さらに、光線を照射し
てＰＤＴ治療を行う場合、パルスエネルギー密度（照射量、Ｊ／ｃｍ２）もＰＤＴ治療の
成否を決めるが、ピーク強度またはパルスエネルギー密度は、病変部の状態等により適宜
決定することができる。なお、パルスエネルギー密度は、光線のピーク強度とパルス幅と
を乗じて得られる。すなわち、パルスエネルギー密度＝ピーク強度×パルス幅である。
　照射する光線のピーク強度において、高ピーク強度の範囲および低ピーク強度の範囲は
限定されず、光線の種類、治療しようとする病変の深度等により適宜決定することができ
る。
　また、後述のようにカテーテルを有する装置を用いて、病変部の近くに光線照射部をセ
ットして照射する場合と、体外から光線を照射する場合とでも、高ピーク強度および低ピ
ーク強度の範囲は異なる。例えば、ＰＤＴ薬剤が浅部から深部まで集積した病変部に照射
した場合に、表面から０．０５ｍｍ～１０ｍｍ、０．０５ｍｍ～７ｍｍ、０．０５ｍｍ～
５ｍｍ、０．０５ｍｍ～３ｍｍまたは０．０５ｍｍ～１ｍｍ程度の浅部を傷害させること
ができるピーク強度の光線を低ピーク強度光線といい、それよりも深部を傷害させること
ができるピーク強度の光線を高ピーク強度の光線という。
　図１は光線のピーク強度とＰＤＴ効率の関係を概念的に示す図、図２は生体組織に光線
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を照射した場合の光線ピーク強度の低下およびＰＤＴ治療効率が良好な深度部分の関係を
概念的に示す図である。また、図３は、死細胞率と、深度の関係を概念的に示す図である
。
　この概念図を参考に、治療しようとする組織において浅部を治療する低ピーク強度の光
線および深部を治療する高ピーク強度の光線のピーク強度範囲を決定することができる。
照射光線のピーク強度として、１００ｍＷ／ｃｍ２～５ＭＷ／ｃｍ２の範囲が挙げられる
。総エネルギー密度として２０～５００Ｊ／ｃｍ２以上が例示できる。
　高ピーク強度の光線のピーク強度としては、１０ｋＷ／ｃｍ２以上～パルス照射によっ
て生体表面にプラズマが発生し始める閾値以下の範囲が挙げられる。好ましくは、高ピー
ク強度の光線のピーク強度は、１００ｋＷ／ｃｍ２～１０Ｍｗ／ｃｍ２の範囲である。さ
らに好ましくは、高ピーク強度の光線のピーク強度は、２００ｋＷ／ｃｍ２～５Ｍｗ／ｃ
ｍ２の範囲である。
　図１に示すように、パルス光ピーク強度が最適ピーク強度範囲内である場合に、光感受
性物質が活性化し、光線力学的治療の効率が高い。一方で、パルス光のピーク強度が最適
ピーク強度範囲より高い場合、または、低い場合には、治療効率は低く、光感受性物質が
活性化しない。本発明の光線力学的治療装置および方法では、この性質を利用している。
　図２に示すように、パルス光線ピーク強度は、生体内を通過する間に減衰する。したが
って、生体に照射されたばかりの浅部では、最適ピーク強度範囲より高ピーク強度であっ
ても、次第に最適ピーク強度範囲まで減衰し、さらに、最適ピーク強度範囲よりも低ピー
ク強度に減衰する。これを利用して、生体の所定の深度に光が到達したときに、ピーク強
度が最適ピーク強度範囲となるように、最初に照射する光線ピーク強度を調整できる。
　上記の最適ピーク強度範囲内のピーク強度の光が照射された生体は、光感受性物質の活
性化により、死細胞率が致死細胞率以上になる。ここで、死細胞率とは、光感受性物質が
活性化して作用することにより、傷害される細胞の割合である。また、致死細胞率とは、
光感受性物質の作用により、臓器の機能が回復不能となる死細胞率の基準である。該致死
細胞率は、臓器の種類等により異なる。
　上述のように、光は減衰しながら生体内を進行するので、深度によって、死細胞率も変
化する。この変化の様子は、図３に示す通りである。
　図３に示すように、上記最適ピーク強度範囲内のピーク強度の光が通過した部位では、
致死細胞範囲が形成され、その前後の部位では、浅部温存範囲と深部温存範囲が形成され
る。
　ここで、致死細胞範囲とは、死細胞率が致死細胞率を上回る範囲である。浅部温存範囲
は、致死細胞範囲より浅く、通過する光のピーク強度が最適ピーク強度範囲より高いため
、光感受性物質が活性化せず、死細胞率が致死細胞率を下回る範囲である。深部温存範囲
は、致死細胞範囲より深く、通過する光のピーク強度が最適ピーク強度範囲より低いため
、光感受性物質が活性化せず、死細胞率が致死細胞率を下回る範囲である。
　光線力学的治療では、病変部の範囲と、致死細胞範囲とを一致させて、病変部を治療す
る。そして、病変部よりも浅い健常部位を浅部温存範囲として温存し、病変部よりも深い
健常部位を深部温存範囲として温存する。
　また、生体に照射する光としてパルス光線を用いる場合、ＰＤＴ治療効率を高めるため
には、照射するパルス光線の繰り返し周波数も調節する必要がある。これは、光線照射に
より励起されたＰＤＴ薬剤のエネルギーが周囲の酸素に移乗して酸素が活性酸素に変化し
て細胞に作用する結果、光線を照射した部分の酸素濃度が一時的に低下するので、周囲か
ら酸素が拡散供給されるまで次のパルス光線照射を待たないとならないからである。
　すなわち、繰り返し周波数が高過ぎる場合は酸素の供給が間に合わなくなりＰＤＴ治療
効率が低下し、繰り返し周波数が低過ぎる場合は光線照射時間が長くなり過ぎてＰＤＴ治
療として成立しない。従って、良好な治療効率が得られる繰り返し周波数には一定の範囲
がある。
　繰り返し周波数は治療しようとする部位の酸素濃度やＰＤＴ薬剤集積量により適宜変化
させればよく、上述のように生体組織を模したモデルを用いることにより、適切な繰り返
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し周波数を決定することができる。繰り返し周波数の範囲は限定されないが、例えば１Ｈ
ｚ～１ｋＨｚである。
　以上のように、繰り返し周波数もＰＤＴ治療効率に作用するので、繰り返し周波数を一
定の範囲に維持することにより、ＰＤＴ治療効率を向上することができる。
　また、後述のように、本発明の装置は、治療しようとする部分のＰＤＴ薬剤量および酸
素濃度をモニタすることも可能であるので、ＰＤＴ薬剤量および／または酸素濃度に応じ
て、照射する光線のピーク強度および繰り返し周波数を調節すればよい。
　なお、光線照射により励起されたＰＤＴ薬剤は活性酸素の作用により破壊される（ブリ
ーチング）。従って、深部まで達した病変部であって、薬剤が満遍なく集積した病変部を
治療する場合、最初に低ピーク強度の光線を照射すると浅部のＰＤＴ薬剤はその治療効果
を発揮しながら破壊されていく。次いで、高ピーク強度の光線を照射すると、すでに浅部
のＰＤＴ薬剤が破壊されて失活しているので、浅部ではＰＤＴ薬剤に吸収されることなく
、深部まで達し、効率的に深部の治療を行うことができる。
　すなわち、浅部から深部までを治療しようとする場合、最初に低ピーク強度の光線で治
療を行い、徐々に光線のピーク強度を上昇させていくことが好ましい。この場合、例えば
、照射時間の経過と共にステップワイズにピーク強度を変化させてもよいし、連続的にピ
ーク強度を変化させてもよい。
　（本発明の装置）
　図４は、本発明の光線力学的治療装置の概略構成を示すブロック図である。図５は、生
体挿入側先端にバルーンを備える光線力学的治療装置を示す該略図である。
　本発明の光線力学的治療装置は、図４に示すように、先端を生体内に挿入するカテーテ
ル１０と、該カテーテル１０に接続される治療装置本体２０と、カテーテル１０内に挿通
され、一端でカテーテル１０内の照射部１３に接続され、他端で治療装置本体２０と接続
される光ファイバー（石英ファイバー）３０とを有する。
　カテーテル１０は、通常用いられているものを使用することができ、その径等は限定さ
れない。治療する病変部に応じて適したカテーテルを用いることができる。例えば、動脈
硬化を治療する場合には、血管用カテーテルを用いればよく、前立腺癌や前立腺肥大を治
療する場合には、尿道用カテーテルを用いればよい。
　カテーテル１０は、生体内への挿入が容易なように長尺状に形成された先端部１１と、
該先端部１１と連通しており、治療により不足した光感受性物質または酸素を含有した生
理食塩水を供給するための供給口１２とを有する。ここで、先端部１１とは、カテーテル
１０の挿入側先端から数十ｃｍ程度の部分を指す。
　先端部１１には、照射部（照射手段）１３が設けられている。照射部１３は、光ファイ
バー３０（石英ファイバー）を介して、後述する光源２１に接続されている。光ファイバ
ー３０を伝送されてきた光は、先端部側方に設けられた窓部から病変部４１に向けて、照
射される。
　光ファイバー３０の光を側方照射するためには、プリズム、散乱物質等を用いて、光を
屈折または散乱させる。光ファイバー３０の先端を粗面加工してもよい。また、光ファイ
バー３０の先端に光線を散乱させるアルミナやシリカ等の散乱物質を塗付しておいてもよ
いし、また本発明の装置が図５に示すようにバルーン１５を有する場合は、バルーン１５
中にこれらの散乱物質を含有させておいてもよい。
　ここで、側方に照射される光が病変部４１を照射する面積範囲は、周囲組織に熱の影響
を及ぼさないようにする必要があるので、０．５ｃｍ２～３ｃｍ２が好ましい。また、照
射範囲が局所的で狭くても、病変部の大きさに応じてカテーテル１０を回転させるなどし
て、照射の向きを変えて病変部に複数回照射を行うことにより、病変部を完全に治療する
ことができる。
　なお、治療される生体４０が血管である場合、たとえば、病変部４１は粥腫であり、温
存される浅部４２は繊維性被膜である。また、治療される生体４０が前立腺組織である場
合、病変部４１は良性または悪性の腫瘍または炎症部位であり、温存される浅部４２は前
立腺尿道である。
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　先端部１１には、照射部１３近傍に、吐出口１４が設けられている。吐出口１４は、上
記供給口１２から供給された光感受性物質または酸素を生体４０内に吐出する。
　治療装置本体２０は、光源２１と、該光源２１に接続される制御部２２と、該制御部２
２に接続される濃度判定装置２３と、光源２１および濃度判定装置２３に接続される光分
岐部２４とを含む。
　光源２１は、上述の半導体レーザ、色素レーザ、可変波長近赤外レーザの二逓倍波等の
高ピーク強度パルス光を発生させる。
　制御部２２は、病変部４１の深度に従って、レーザ光の出力ピーク強度が病変部４１で
治療に適した所定範囲のピーク強度となるように、光源２１から出力するレーザ光の出力
ピーク強度を調整する。
　濃度判定装置２３は、生体４０内の光感受性物質または酸素の濃度を検出する装置であ
る。ここで、濃度判定手段２３は、病変部４１に含有される光感受性物質または酸素の濃
度を、治療時に光感受性物質から生じる蛍光またはりん光の変化を測定することにより、
検出する。
　光ファイバー３０は、光源２１で発生した光をカテーテル１０に伝送すると同時に、発
生した蛍光またはりん光を逆方向に治療装置本体２０に伝送する。カテーテル１０から伝
送された蛍光またはりん光は、光分岐部２４により、レーザ光と分離され、適当なフィル
ターにより所定の波長のみ選択され、濃度判定装置２３に送られる。
　濃度判定装置２３は、蛍光またはりん光を分析することにより、ＰＤＴ薬剤量および酸
素濃度をモニタすることができる。例えば、ＰＤＴ薬剤のポルフィリン環は励起されると
蛍光を発生するので、該蛍光を計測することによりＰＤＴ薬剤の量が測定できる。また、
酸素濃度に応じてりん光が消光するので、りん光を計測することにより酸素濃度も測定で
きる。
　また、活性酸素により蛍光強度が増加する酸化蛍光指示薬を用いたり、ルテニウム錯体
を光ファイバーに固定し、酸素濃度によりルテニウム錯体の蛍光反応が消光する現象を利
用してもよい。局所的な酸素分圧の計測は、Ｊ．Ｍ．Ｖａｎｄｅｒｋｏｏｉ　ｅｔ　ａｌ
．，Ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏ
ｌ．２６２，Ｎｏ．１２，Ｉｓｓｕｅ　ｏｆ　Ａｐｒｉｌ　２５，ｐｐ．５４７６－５４
８２，１９８７、日本化学会編、実験化学講座（分光ＩＩ），ｐｐ．２７５－１９４，１
９９８およびＬｉｃｈｉｎｉ　Ｍ　ｅｔ　ａｌ．，Ｃｈｅｍ．Ｃｏｍｍｕｎ．，１９，ｐ
ｐ．１９４３－１９４４，１９９９等の記載に従って行うことができる。
　濃度判定装置２３は、検出結果を、制御部２２に送る。制御部２２は、検出された光感
受性物質または酸素濃度に基づいて、光源２１に発生させる光のピーク強度や、繰り返し
周波数等の光照射条件をリアルタイムに変更できる。
　また、制御部２２は、図示しないタンクの電磁バルブと接続されていてもよい。この場
合、濃度判定装置２３により光感受性物質または酸素濃度の不足を検出すると、電磁バル
ブを開制御して、供給口１２から光感受性物質または酸素濃度を含む生理食塩水を自動供
給することもできる。
　光ファイバー３０は、たとえば、直径０．０５～０．６ｍｍ程度のものを使用する。た
だし、光ファイバー３０は、カテーテル１０の中に収まり、光源２１からの光のエネルギ
ーを伝送できる限り、広く種々の径のものを用いることができる。
　なお、上記では、同一の光ファイバー３０で、光源２１からカテーテル１の照射部１３
に光を導き、生体４０から光分岐部２４に蛍光またはりん光を導いている。しかし、蛍光
またはりん光を導く光ファイバーを別途独立に設けることもできる。この場合、蛍光また
はりん光をモニタするためのファイバーは、直接濃度判定装置２３に接続される。
　本発明の光線力学的治療装置１を前立腺治療に用いる場合、さらに、図５に示すように
、照射部１３を組織と接触させる等の目的のためにバルーン１５を有していてもよい。バ
ルーン１５は、カテーテル１０の先端部１１付近に取り付けられている。
　また、本装置１を動脈硬化の治療に用いる場合、光線照射の際に病変部において血流を
閉止する必要がある。このため、カテーテル１０にバルーンを設けてもよい。
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　動脈硬化用の装置が備えるバルーンは、通常のバルーン付きカテーテルに用いられてい
る血管内バルーンを用いることができる。バルーン１５を拡張させ、血流を閉止し、その
状態で光線を照射して病変部を傷害させる。
　この際、バルーンは血液還流（パーフュージョン）機能を備えていてもよく、該血液還
流機能により血液流が確保される。バルーンを拡張させる手段は特に限定されないが、適
当な液体や気体をバルーン内に供給することにより達成できる。この場合、カテーテル１
の中に液体、気体の給排出管も備えられる。
　拡張時のバルーンが血管壁を押さえる際の圧力は、０．２～１ｋｇ／ｃｍ２の間が望ま
しい。前述のようにバルーンに照射部１３を備えていてもよい。
　（本発明の装置の使用）
　次に、上記のような、本発明の光線力学的治療装置１の使用方法について説明する。図
６は、本発明の装置を使用する流れを示すフローチャートである。
　まず、予め、生体に光感受性物質（ＰＤＴ薬剤）を投与し、病変部には光感受性物質を
蓄積させておく（ステップＳ１）。
　そして、事前に行った超音波画像診断、ＣＴスキャン、単純Ｘ線撮影、ＭＲＩ等により
得られた病変部４１の深度や大きさなどの情報に基づいて、使用者により、浅部４１の温
存距離が決定され、制御部２２に入力される（ステップＳ２）。ここでは、病変部４１の
深度よりも浅い範囲が温存距離として決定される。
　次に、使用者により、カテーテル１０が生体内に挿入され、病変部４１近傍まで誘導さ
れる（ステップＳ３）。たとえば、動脈硬化を治療する場合、光線を照射し得る動脈カテ
ーテルを粥腫が存在する部位近傍まで運ぶ。そこで、バルーンを拡張させ血流を一時的に
閉止させる。
　制御部２２は、ステップＳ２で入力された温存距離に基づいて、光照射ピーク強度およ
び照射パターンを設定する（ステップＳ４）。制御部２２は、温存距離と、該温存を達成
するために必要な光照射ピーク強度と相関関係を示すデータを予め有しており、該データ
に基づき照射ピーク強度および照射パターンを設定する。
　続けて、制御部２２は、設定した照射ピーク強度および照射パターンに従って、光源２
１により光を出力させ（ステップＳ５）、カテーテル１０先端から生体に向かって光を照
射させる。
　光の照射中、病変部４１に含有される光感受性物質の濃度が検出される（ステップＳ６
）。測定結果は、制御部２２にフィードバックされ、光感受性物質の濃度が所定値以下に
低下しているか否かが判断される（ステップＳ７）。
　光感受性物質の濃度が所定値以下に低下している場合（ステップＳ７：ＹＥＳ）、この
まま光照射を続けても、治療効率が悪いので、安定した治療効果が得られるように、制御
部２２は、光の照射ピーク強度を低下させたり、光感受性物質を含んだ生理食塩水の供給
を促したりする（ステップＳ８）。そして、ステップＳ６の処理に戻る。
　光感受性物質の濃度が所定値以下に低下していない場合（ステップＳ７：ＮＯ）、所定
の治療時間が経過したか否かを判断する（ステップＳ９）。
　治療時間が経過していない場合（ステップＳ９：ＮＯ）は、ステップＳ７の処理に戻る
。
　治療時間が経過している場合（ステップＳ９：ＹＥＳ）は、治療処理を終了する。
　以上のように、光線力学的治療装置１を使用すれば、病変部４１の深度や大きさを考慮
して、光源３による照射ピーク強度を変更することによって、該病変部４１のみを治療で
きる。すなわち、病変部４１より浅い健常な浅部４２では感受性物質が活性化できないほ
どに高いピーク強度で光が通過し、病変部４１では丁度光感受性物質が活性化するピーク
強度となるように、減衰分だけ強い光を照射しておけば、浅部を温存しつつ、病変部４１
のみを治療できる。たとえば、粥腫を治療する場合、粥腫を覆う正常な被膜は傷害するこ
となく、粥腫のみ傷害できる。
　また、光感受性物質の濃度を検出し、濃度の低下に従って、光のピーク強度を低下させ
たり、光感受性物質を含む生理食塩水を供給したりするので、光感受性物質の不足による
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治療効率の低下および治療時間効率の低下を防止できる。
　上記使用方法では、光感受性物質の濃度を検出する場合について説明したが、これに限
定されない。生体４０の病変部位４１の酸素濃度を検出してもよい。酸素濃度の検出結果
に基づいて、酸素を含む生理食塩水を供給したり、光のピーク強度を低下したりすること
もできる。
　上記方法では、カテーテル１０を生体に挿入する場合について説明したが、これに限定
されない。カテーテル１０を生体に挿入しなくても、皮膚上からカテーテル１０を当てて
、皮膚下にある病変部位を治療することもできる。
　また、本発明は、前立腺癌または前立腺肥大症の治療にも適用できる。この場合、光線
を照射しうる尿道用カテーテルを尿道に挿入し、光線照射部分を病変部まで運び、尿道内
から病変部に向けて光線を照射する。そして、本発明の装置で高ピーク強度パルス光を照
射することにより、正常な尿道は傷害せず、前立腺癌または前立腺肥大部分のみ傷害でき
る。
　（光線照射条件による治療深度の制御方法）
　本発明は、さらにＰＤＴにおいて、ピーク強度および繰り返し周波数等の光線照射条件
を変化させて治療深度を制御する方法を包含する。光線照射条件の変化は、光線発生装置
により行なうことができる。この場合のＰＤＴ治療に用いる装置は、前述のカテーテル状
の装置でもよいし、生体外部から光線を照射し得る光線発生装置を備えた装置でもよい。
本発明の深度制御方法により、治療深度を調節することにより生体内のどの部分にできた
疾患も治療が可能になる。
　治療深度が深い場合に、より高いピーク強度の光線を照射し、治療深度が浅い場合には
照射する光線のピーク強度を低くすればよい。また、治療深度が深い場合はパルス光線が
好ましく、治療深度が浅い場合は、パルス光線も連続光線も用いることが出来る。特に治
療しようとする病変部と光線照射部の間に傷害を与えるべきでない正常部分がある場合に
、治療深度を制御することが有効になる。
　また、病変部と光線照射部の間に存在する正常部分の厚みが大きい場合は、高ピーク強
度の光線を照射すればよく、正常部分の厚みが小さい場合はややピーク強度を低くして光
線を照射すればよい。また、治療しようとする病変部が浅部から深部まで広範囲にわたる
場合は、高ピーク強度の光線と低ピーク強度の光線を組合わせて照射する。高ピーク強度
の光線により深部の治療ができ、低ピーク強度の光線により浅部の治療ができる。また、
光線のピーク強度だけではなく光線の繰り返し周波数によっても、治療効率は異なるので
、繰り返し周波数を変化させることにより治療効率を高めることが可能である。
　本発明を以下の実施例によって具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって
限定されるものではない。
　〔実施例１〕　動脈硬化粥腫モデルを用いた光照射条件による治療深度の制御
　図７は、ＰＤＴ効果のピーク強度および繰り返し周波数依存性を示す図である。図８は
、薬剤ブリーチングとピーク強度の関係を示す図である。図９は、照射エネルギー密度を
変化させたときの死細胞率の変化を示す図である。
　動脈硬化性狭窄の体積減少を図り、還流血流量を確保する治療において、粥腫内部のみ
を治療し周囲組織損傷を防ぐために、光照射条件（ピーク強度、周波数）変化による治療
深度の制御方法を検討した。
　動脈硬化粥腫のモデルとしてマウス由来マクロファージ様細胞Ｊ７７４．１を用いた。
排泄性の高い第二世代光感受性物質ＡＴＸ－Ｓ１０（ＡＴＸ－Ｓ１０Ｎａ（ＩＩ）（株式
会社光ケミカル研究所））を濃度６μｇ／ｍｌで２４時間接触後、ＰＤＴを施行した。
　光源はエキシマーダイレーザ（ＥＤＬ－１、浜松ホトニクス社製、波長６７０ｎｍ、パ
ルス幅１０ｎｓ）で、パルスエネルギー密度１．２～９．５ｍＪ／ｃｍ２（ピーク強度１
．２～９．５×１０８Ｗ／ｃｍ２に相当）、繰り返し周波数５～８０Ｈｚと変化させて照
射した。ＰＤＴ効果は施行２４時間後のＭＴＴ法を用いた死細胞率によって評価した。
　図７に結果を示す。
　高パルスエネルギー密度（高ピーク強度）条件では、ＰＤＴ効果がほぼ消滅し、低パル
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スエネルギー密度（低ピーク強度）条件では、最大で７０％の死細胞率が得られた。
　この原因として、過渡的な溶存酸素不足によるものと推察される。
また、これにより最適な繰り返し周波数の存在も示唆された。
　図８に照射エネルギー密度を変化させたときの濃度６μｇ／ｍｌのＡＴＸ－Ｓ１０Ｎａ
（ＩＩ）の吸光度の変化を示す。吸光度はピーク強度によらず照射エネルギーの総量（Ｊ
／ｃｍ２）に依存する。薬剤のブリーチング現象が高ピーク強度での死細胞率減少ではな
かった。
　図９に照射エネルギー密度を変化させたときの死細胞率の変化を調べた。このとき、光
感受性物質の投与濃度を、２５μｇ／ｍｌとした場合と５０μｇ／ｍｌとした場合とを測
定した。図９に示す通り、同じ照射エネルギー密度でも、光感受性物質の濃度が異なるこ
とで、死細胞率が異なることがわかる。この結果から、薬剤濃度を調整することによって
、死細胞率を調整できることがわかる。
　臓器によっては、死細胞率が大きすぎると臓器不全に陥ってしまうので、臓器の種類に
合わせて、薬剤濃度を調整することにより、死細胞率を調整することができる。
　本実施例により、高ピーク強度照射により繊維性被膜を保存できることが示された。同
時に深部（粥腫部分）では吸収によるピーク強度低下により治療が行なえることも示され
た。さらに、薬剤濃度の調整により、死細胞率を調整できることも示された。
　〔実施例２〕　浅部温存範囲の制御１
　図１０は、パルス数を一定としたときの、パルスエネルギー密度毎の深度に対する死細
胞率の測定結果を示す図である。
　実施例２では、照射する光のパルス数を一定とし、異なるパルスエネルギー密度毎の深
度に対する死細胞率を測定した。
　パルスエネルギー密度を０．３ｍＪ／ｃｍ２～９．５ｍＪ／ｃｍ２の範囲とし、照射パ
ルス光のパルス幅と繰り返し周波数を一定のまま１００００パルスの照射をした。そして
、深度に対する死細胞率を測定した。測定結果は、図１０に示す通りである。
　パルスエネルギー密度が低い０．３ｍＪ／ｃｍ２～１．５ｍＪ／ｃｍ２の範囲では、照
射される表面から略一様に死細胞率が減衰する。これに対し、パルスエネルギー密度を２
．５ｍＪ／ｃｍ２以上で照射した場合には、浅部に死細胞率が著しく低い範囲が残される
。
　低い死細胞率の部分は、致死細胞率を下回ることから温存される。すなわち、死細胞率
が致死細胞率より低い浅部温存範囲と、浅部温存範囲より深く死細胞率が致死細胞率より
高い致死細胞範囲が形成される。致死細胞範囲より、さらに深い部分では、死細胞率が再
度致死細胞率より下回り、深部温存範囲が形成される。
　また、図１０を参照すると、照射光のピーク強度が段階的に高くなるにつれて、死細胞
率が最も高くなる深度が深くなり、致死細胞範囲がより深部で形成されることがわかる。
これは、照射光のパルスエネルギー密度が高いほど、浅部温存範囲が形成される範囲が広
くなることも示す。
　このように、照射光のパルスエネルギー密度を制御することによって、換言すると、照
射光のピーク強度を制御することによって、致死細胞範囲を形成する深度が制御できるこ
とが示される。
　〔実施例３〕　浅部温存範囲の制御２
　図１１は、総照射エネルギー量を一定としたときの深度に対する死細胞率の測定結果を
示す図である。
　実施例３では、照射する光の総照射エネルギー量を一定とし、異なるパルスエネルギー
密度毎の深度に対する死細胞率を測定した。
　次に上記実施例２を参考にして、今度は、総照射エネルギー量を一定としたときの浅部
温存治療の実施例を示す。
　パルスエネルギー密度を２ｍＪ／ｃｍ２～９．５ｍＪ／ｃｍ２の範囲、すなわち浅部温
存範囲が形成されうる範囲とし、照射パルス光のパルス幅と繰り返し周波数を一定とした
まま、総照射エネルギー量が４０Ｊになるまで照射した。そして、深度に対する死細胞率
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を測定した。測定結果は、図１１に示す通りである。
　低いパルスエネルギー密度で照射した方が、高いパルスエネルギー密度で照射した場合
よりも高い死細胞率が達成される。一方、高いパルスエネルギー密度で照射した方が、低
いパルスエネルギー密度で照射した場合よりも、死細胞率は低くなるが、より深部で致死
細胞範囲が形成され、すなわち、浅部温存範囲がより広く形成されている。
　以上から、照射エネルギー量を一定のまま、照射パルスエネルギー密度を制御すること
によって、換言すると、照射光のピーク強度を制御することによって、浅部温存範囲を広
くしたり、狭くしたり制御できることが示される。
　〔実施例４〕　致死細胞範囲の制御
　図１２は、照射途中で連続または断続的にパルスエネルギー密度を変更したときの、深
度に対する死細胞率の測定結果を示す図である。
　実施例４では、合計照射パルス数は一定とし、照射途中でパルスエネルギー密度を変え
たときの、深度に対する死細胞率を測定した。
　致死細胞範囲を制御する実施例として、光のピーク強度を初め１．５～５．５ｍＪ／ｃ
ｍ２の低ピーク強度にして５０００パルス照射して、途中で９．５ｍＪ／ｃｍ２の高ピー
ク強度に変えて５０００パルス照射した。他の条件については、上記他の実施例と同様に
した。そして、深度に対する死細胞率を測定した。測定結果は、図１２に示す通りである
。なお、図１２では、参考のために、途中でピーク強度を変更しなかった場合についても
、測定結果を図示している。
　図１２を参照して、途中で１．５ｍＪ／ｃｍ２から９．５ｍＪ／ｃｍ２にパルスエネル
ギー密度を変えた結果によると、まず１．５ｍＪ／ｃｍ２の低パルスエネルギー密度の照
射により浅部が治療され、その後の９．５ｍＪ／ｃｍ２の高パルスエネルギー密度の照射
により、深部が治療された。すなわち、浅部から深部にわたる広範囲に致死細胞範囲が形
成された。
　２．５ｍＪ／ｃｍ２から９．５ｍＪ／ｃｍ２にパルスエネルギー密度を変えた結果、お
よび、５．５ｍＪ／ｃｍ２から９．５ｍＪ／ｃｍ２にパルスエネルギー密度を変えた結果
は、いずれも、死細胞率のピークが浅部および深部の２箇所に現れた。このように、パル
ス照射する回数を一定にしておき、途中でピーク強度を変更することにより、死細胞率の
分布を制御でき、すなわち、致死細胞範囲を浅部から深部にわたって、広い範囲に形成で
きる。
　また、最初から最後まで９．５ｍＪ／ｃｍ２のパルスエネルギー密度で照射した場合（
図中の２１）と、最初２．５ｍＪ／ｃｍ２で照射し、その後、９．５ｍＪ／ｃｍ２で照射
した場合（図中の２３）とを比較する。すると、９．５ｍＪ／ｃｍ２に変更した後の死細
胞率のピークと、最初から最後まで９．５Ｊｍ／ｃｍ２のパルスエネルギー密度で照射し
た場合のピークとの深さは略同じである。すなわち、形成される致死細胞範囲の最深部は
略同じ深さであることが示される。このことから、異なるピーク強度に途中で変更しても
、それぞれのパルスエネルギー密度だけで照射したときと略同じ深さで死細胞率のピーク
が得られることがわかる。
　また、途中から９．５ｍＪ／ｃｍ２のパルスエネルギー密度で照射した方では、２．５
ｍＪ／ｃｍ２で照射している際に、より浅部にもう一つ致死細胞領域が形成される。した
がって、９．５ｍＪ／ｃｍ２のパルスエネルギー密度だけで照射する場合よりも、より広
い範囲に致死細胞領域が形成されていることがわかる。
　以上のように、異なるピーク強度の照射を組み合わせることにより、一つのピーク強度
の光を照射するだけよりも、広範囲に致死細胞範囲を形成できることが示される。
【産業上の利用可能性】
　上記実施例に示したように、ＰＤＴにおいて光線照射条件を変化させた場合、高ピーク
強度においてＰＤＴ治療効率の低下が認められ、さらに、照射する光線の周波数も一定範
囲にある場合に、ＰＤＴ治療効率が良好であった。本発明の装置により光線照射条件を変
化させて、生体組織に対してＰＤＴ治療を行う際、高ピーク強度の光線を照射した場合は
、光線のピーク強度が高い浅部の組織では細胞が傷害されず、ＰＤＴ薬剤や、ヘモグロビ
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ン、水等によるエネルギーの吸収による光線のピーク強度が低下する深部において細胞が
傷害される。このように、照射する光線の照射条件を変化させることにより治療深度を制
御することが可能である。さらに、浅部が正常で深部が病変部である場合、本発明の装置
により、正常な浅部を残したまま、病変部である深部を傷害する浅部温存治療が可能にな
る。
　明細書、請求の範囲および要約書を含む２００３年６月２０日出願の日本特許出願番号
２００３－１７６６８７号に開示する内容の全部は、その全部を引用することによって、
本願に組み込まれている。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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