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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処置体としての生物組織（４）の選択対象部に温熱治療をするための改善されたシス
テム（３０）であって、該システム（３０）は、
　一つのアプリケータ（３）を備え、当該一つのアプリケータ（３）は前記システム（３
０）の一つの電極を形成し、当該一つの電極は誘電性バリア（２）を備え、前記一つのア
プリケータ（３）は前記生物組織（４）の表面（６）と接触可能であり、前記一つのアプ
リケータ（３）は前記生物組織（４）表面（６）下方にある所定のエネルギ放散部（５）
へ、望ましい量のエネルギを伝達することができ、前記選択対象部は前記所定のエネルギ
放散部（５）内に配され、前記一つのアプリケータ（３）は前記生物組織（４）の表面（
６）下方の所定のエネルギー放散部（５）に所望の量のエネルギーを適用することができ
、前記選択対象部が前記所定のエネルギー放散部（５）内に位置づけられ、
　前記システム（３０）は、さらに前記一つのアプリケータ（３）に向かう出力ＲＦパワ
ー信号を出すように動作するＲＦエネルギ源（１０）を備え、ＲＦは前記アプリケータ（
３）によって前記生物組織（４）に結合され、
　前記システム（３０）は、さらに移相器（１４）を備え、当該移相器（１４）は前記出
力ＲＦパワー信号の位相を変化させることにより、該位相の度合いが変更されたエネルギ
を、主に前記生物組織の前記表面下方の位相によって決まる深さにある前記所定のエネル
ギ放散部に集中させ、
　前記システム（３０）は、さらにインピーダンス整合ネットワーク（１１）を備え、当
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該インピーダンス整合ネットワーク（１１）は前記ＲＦエネルギ源と前記移相器のインピ
ーダンス特性を前記生物組織の（４）のインピーダンスに整合することによって、前記出
力ＲＦパワー信号の反射が低く抑えられて、前記生物組織（４）の前記表面を通り、
　前記システム（３０）は、さらに前記一つのアプリケータ（３）内部に配されるＲＦ共
振器（１３）を備え、前記インピーダンス整合ネットワーク（１１）が当該ＲＦ共振器（
１３）と供給ケーブル（７）との間に配され、当該ＲＦ共振器が、望ましい量のエネルギ
の蓄積と放出を周期的に繰り返し、これによって前記出力ＲＦパワー信号のエネルギの大
部分が所定のエネルギ放散部に集中され、
　前記一つのアプリケータ（３）は、前記出力ＲＦパワー信号が前記移相器、前記インピ
ーダンス整合ネットワーク、前記共振器により処理された後に、前記アプリケータが、前
記ＲＦエネルギ源から前記出力ＲＦパワー信号を前記生物組織の前記表面を通じて前記所
定のエネルギ放散部に伝達するように動作し、
　前記システムの作動により逆温度勾配が形成されるとともに、前記表面の冷却のための
冷却装置の使用なしに、前記生物組織の前記表面が所定のエネルギ放散部より低温となる
とともに、
　接地電極を使用しないことで、前記エネルギ放散部に前記出力ＲＦパワー信号の前記進
行波が広範に伝播されることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　パルス幅変調コントローラを備えるとともに、該パルス幅変調コントローラは、前記Ｒ
Ｆエネルギ源が望ましい周波数で、所定の持続時間及び振幅を有するパルスを備えた前記
出力ＲＦパワー信号をもたらすように作用することを特徴とする請求項１記載のシステム
。
【請求項３】
　前記誘電性バリア（２）は、前記表面を介して導電性電流の伝達を防止することを特徴
とする請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記一つのアプリケータ（３）は、アルミニウム、銀、金、銅、アルミニウム合金から
なる群から選択される少なくとも一つの金属から形成されることを特徴とする請求項１記
載のシステム。
【請求項５】
　前記誘電性バリア（２）は、前記一つのアプリケータ表面の誘電性コーティングとして
提供されることを特徴とする請求項３記載のシステム。
【請求項６】
　前記一つのアプリケータ（３）は、アルミニウムで製造されるとともに、前記誘電性バ
リアはアルミナ・コーティングとして提供されることを特徴とする請求項５記載のシステ
ム。
【請求項７】
　前記一つのアプリケータ（３）は、前記エネルギ放散部（５）の位置を変更する手段と
して、前記生物組織の前記表面を移動可能であることを特徴とする請求項１記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記供給ケーブル（７）は前記ＲＦアプリケータ（３）と前記共振器（１３）を前記イ
ンピーダンス整合ネットワーク（１１）に連結することを特徴とする請求項１記載のシス
テム。
【請求項９】
　前記供給ケーブル（７）は、ｎ×λ／2で定義される共振長さを有するとともに、λは
ケーブル材料内のＲＦエネルギの波長であり、ｎは自然数であることを特徴とする請求項
８記載のシステム。
【請求項１０】
　前記インピーダンス整合ネットワーク（１１）は、Ｌ型、Ｔ型、Π型からなる群より選
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択される形状を呈することに特徴付けられる固定構造を備えることを特徴とする請求項１
記載のシステム。
【請求項１１】
　前記インピーダンス整合ネットワーク（１１）は、広帯域インピーダンス変成器を備え
ることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１２】
　前記インピーダンス整合ネットワーク（１１）は、可変であることを特徴とする請求項
１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記移相器（１４）は、トロンボーン型を呈することを特徴とする請求項１記載のシス
テム。
【請求項１４】
　前記移相器（１４）は、少なくとも一部は同軸ケーブルで製造されることを特徴とする
請求項１記載のシステム。
【請求項１５】
　前記移相器（１４）による移相量は、可変であることを特徴とする請求項１記載のシス
テム。
【請求項１６】
　結合エネルギは、ＲＦエネルギ源（増幅器）から供給されることを特徴とする請求項１
記載のシステム。
【請求項１７】
　所定のエネルギ放散部（５）に伝達されるエネルギは、連続或いはパルス・モードで結
合されることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線周波数（ＲＦ）エネルギを用いた生物組織加熱のための改善されたシステ
ム及び方法に関する。より詳しくは１つの電極を利用したシステム及び方法に関する。位
相やパルス幅調整により、真皮や皮下層など皮膚組織下層部への効果的な加熱が促進され
る。特にセルライト減少の手段としての脂肪組織の加熱と収縮が達成される。
【背景技術】
【０００２】
　脂肪組織、特にセルライトは通常、徹底した食事療法と運動療法でしか治療し得ない。
患者は辛抱強くこれらの従来の療法を受けるとはいえない。このセルライトとは膨張した
脂肪細胞が血液やリンパ液の流れを圧迫することで発生する組織である。これは体液と毒
素の増量につながる。結合細胞が脂肪細胞の周囲に強固な繊維性被膜を形成して、この結
果「でこぼこ」が現れる。このセルライト形成に関与する脂肪細胞は、主に第三の層、す
なわち皮膚の最下層に位置し、皮下層の厚さはそこに含まれる脂肪の量により変化する。
この層は通常、腹部、太腿、臀部などで厚く発達する。
【０００３】
　従来のセルライトの治療手段としては、熱帯療法（Tropical treatment）、紅茶カプセ
ル（Teas and capsules）、セルライト・ラップ（Cellulite wraps）、エンダモロジー（
Endermologie）、メソセラピー（Mesotherapy）、アクシダーム（Acthyderm）、超音波（
Ultrasonic）等が挙げられる。これら技術は、セルライトの蓄積から現れる「でこぼこ」
を減少させることに関しては、程度の差はあるが、臨床上の有用性が実証されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　更に電磁波や無線周波数（radio‐frequency、ＲＦ）を利用した温熱療法（thermother
apy）が提案されている。ＲＦを利用した温熱療法は、自己治癒力を高めながら治療する
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方法であるため、従来の治療法の中で最も効果的な療法であるといえる。非侵襲性の電磁
波放射（無線周波数を含む）は、従来技術では、肥満やセルライトさらにはコラーゲンの
減少の治療に用いることが提案されている。なお、コラーゲンの減少の治療とは皺の治療
などに関するものである。
【０００５】
　代表的な生物組織を加熱するＲＦ技術は、生物組織をＲＦ電圧に晒すものである。尚、
ＲＦ電圧はＲＦ導電性電流を創出し、ＲＦ導電性電流は、生物組織の抵抗を超えるレベル
で生物組織を流れ、電流は皮膚を加熱する。この手法では外皮層の火傷を伴うため、不均
一な加熱となる。したがって、この手法の実施している従来技術のシステムの多くは、な
お課題を抱えており、冷却システムを具備して、処置時に皮膚への過度な加熱を防止する
必要性がある。
【０００７】
　先行技術の一例は、Syneron　Medical　Ltd.に譲渡された米国特許第6662054号に開示
される。この特許には、皮膚の一部分が外皮から突出した皮膚の変形部（deformer）が示
され、皮膚の突出部にＲＦエネルギを適用することを開示している。該特許のシステムは
、一以上のＲＦ電極を備え、ＲＦ電極は導電性のＲＦ電流を皮膚に適用するよう構成され
、皮膚の変形体（deformer）つまり外皮上の皮膚の突出部が、導電性ＲＦ電流に晒され、
該電流が変形体を流れる。該特許に開示された発明は、火傷を防止するのに必要な冷却シ
ステム備えている。
【０００８】
　Thermage，Inc．に譲渡された米国特許出願第2004002705号は、更に冷却システムを具
備して火傷を防止する機能を開示している。特に、この特許出願の公開公報には、電磁エ
ネルギ源に装着された電磁エネルギ供給装置から、皮膚表面を介して電磁エネルギを供給
して、組織に効果を浸透させる手法（tissue effect）が示されている。
【０００９】
　更に冷却システムを具備して火傷を防止する機能をもつ先行技術の例として、Thermage
，Inc．に譲渡された米国特許出願第2004030332号及び米国特許第5919219号がある。これ
らには、情報を収集する機能をもつメモリを使用して皮膚にＲＦエネルギを適用すること
で、皮膚表面を治療するシステム及び方法が示されている。これらのシステムは、更に冷
却液を受容する冷却管と多数のＲＦ電極が明らかに必要となる。ＲＦ電極はＲＦ電流を皮
膚に伝導させるために使用され、電荷を蓄えるように設計された電極が皮膚表面に結合す
る。これにより導電性ＲＦ電流を介した加熱効果が可能となる。
【００１０】
　総合すると、上述の従来方法では、ＲＦを用いた処置の最中に、皮膚表面を冷却する必
要があり、個々の冷却システムの導入が不可欠である。更に多くのこれまでに講じられた
解決手段は、ＲＦ処置に関係する部分の情報を集積するメモリ・ユニットを必要とする。
更に、処置前にインピーダンス整合等の調整に、多くの労力を費やすこととなる。更に多
くの先行技術文献で「一以上の電極」という言葉が使用されているにも関わらず、上述の
手法は、逆電極パッド(return electrode pad）が必要となる。この逆電極パッドを患者
に取り付けることで、組織の処置終了後ＲＦ電流を受けるようになる。この逆電極は大部
分のエネルギを血管やリンパ管を介して投与して、脂肪組織（セルライト等）の体積を減
少させる治療のためである。脂肪細胞は、加熱対象以外の組織の抵抗で発生した放散熱に
より加熱される。
【００１１】
　ＲＦエネルギは上述のシステムにおける1以上の課題の解決を試みる、ＲＦエネルギを
用いた生物組織加熱のためのシステムの必要性は広く認知されていて、そのシステムを享
受することは非常に有意義である。
【００１２】
【特許文献１】米国特許第6662054号
【特許文献２】米国特許第5919219号
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、脂肪組織の除去及び／又はセルライトの減少を目的とする、ヒトの細胞組織
の皮膚深層部（真皮、皮下組織等）に適用するＲＦ（或いは高周波、ＨＦ）エネルギを用
いた治療法を提供する。
【００１４】
　本システムは、ＲＦエネルギ・アプリケータ（例として球形の形状を呈する。）を備え
、該ＲＦアプリケータは、ＲＦエネルギ結合アンテナとして利用される。ＲＦアプリケー
タは、皮膚と接触しながら接触部付近の組織と連携して機能するので、伝達ラインを備え
る必要がない。
【００１５】
　本システムは更に、ＲＦエネルギ・アプリケータを直接接触させたヒトの生体組織の部
位が処置部となり、皮下組織の下層にある部位が、前記アプリケータと伝達ラインからの
負荷を放散させる。
【００１６】
　本システムは更に、並列共振回路（ＲＦ共振器）を備え、並列共振回路はインダクタと
コンデンサを含み、インダクタとコンデンサは、前記アプリケータに、アプリケータの中
心で最大限に接近するように接触する。また前記並列共振回路のメリット係数は、ある抵
抗から決定される能動的損失をもたらすのに十分高い値でなければならない。尚ある抵抗
とは、ヒトの皮膚組織の前記接触部のインピーダンスの少なくとも２０倍に相当する。
【００１７】
　本システムは更に、インピーダンス整合ネットワーク（Impedance matching network、
ＩＭＮ）を含み、ＩＭＮはヒトの皮膚組織の処置部の電気抵抗を５０オームに変換する。
これによりヒトの皮膚組織からの反射率（reflected power）を最小化し、ヒトの皮膚組
織を通る進行波を供給する。
【００１８】
　本システムは更に、ＩＭＮの入力側に移相器を備え、該移相器により、最大限のＲＦ進
行波が皮膚表面或いは皮膚表面下部の所定の深さに達する。
【００１９】
　本発明は更に、本システムの作動させる方法を提供する。
【００２０】
　本発明の好適な実施形態では、前記アプリケータは、アルミニウム又は銀又は金又は銅
又は銅とアルミニウムの合金から形成され、誘電性の材質でコーティングされる。
【００２１】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記アプリケータは、アルミナ・コーティングがほ
施されたアルミニウムで形成される。
【００２２】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記アプリケータは、処置中の皮膚表面を移動する
。
【００２３】
　本発明の好適な実施形態では更に、供給ケーブルは、前記ＲＦアプリケータと前記共振
器をＩＭＮに連結する。
【００２４】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記供給ケーブルは、ｎ×λ／2で定義される共振
長さを有するとともに、λはケーブル材料内のＲＦエネルギの波長であり、ｎは自然数で
ある。
【００２５】
　本発明の好適な実施形態では更に、ＩＭＮは、ヒトの皮膚組織の接触部のリアクタンス
を補完する。
【００２６】



(6) JP 4979019 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

　本発明の好適な実施形態では更に、ＩＭＮは、Ｌ型又はＴ型又はΠ型の構造で固定され
る。
【００２７】
　本発明の好適な実施形態では更に、ＩＭＮは、広帯域インピーダンス変成器である。
【００２８】
　本発明の好適な実施形態では更に、ＩＭＮは、可変である。
【００２９】
　本発明の好適な実施形態では更に、移相器は、トロンボーン型を呈する。
【００３０】
　本発明の好適な実施形態では更に、移相器は、同軸ケーブルで製造される。
【００３１】
　本発明の好適な実施形態では更に、移相器による移相の度合いは、随時変更可能である
。
【００３２】
　本発明の好適な実施形態では更に、インピーダンス・メータ（又はインピーダンス・セ
ンサ）が、ＩＭＮとＲＦアプリケータの間に挿入される。
【００３３】
　本発明の好適な実施形態では更に、ＩＭＮは、前記インピーダンス・メータ（又はイン
ピーダンス・センサ）からの信号を取得するフィードバック・システムにより制御可能で
あり、これによりヒトの皮膚組織に適合するようにインピーダンスが整合され、且つ最大
のエネルギがもたらされる。
【００３４】
　本発明の好適な実施形態では更に、結合エネルギは、ＲＦエネルギ源（増幅器）から供
給される。
【００３５】
　本発明の好適な実施形態では更に、伝達されたエネルギは、連続或いはパルス・モード
で結合される。
【００３６】
　本発明の好適な実施形態では更に、パルス・モード（ＰＷＭ制御）時のＲＦパワーの振
幅或いはデューティ・サイクルを変化させて、ヒトの皮膚組織に結合するエネルギを制御
する。
【００３７】
　本発明の好適な実施形態では更に、ヒトの身体の特定部分は、前記ＲＦ共振器の第二ポ
イント（例えば地表）に接触する。
【００３８】
　本発明の好適な実施形態では更に、作動時にヒトの身体に整合した共振周波数が提供さ
れる。
【００３９】
　本発明の好適な実施形態では更に、ＲＦアプリケータはレーザ療法と組み合わされる。
【００４０】
　本発明の好適な実施形態では更に、ＲＦアプリケータは超音波療法と組み合わされる。
【００４１】
　本発明の好適な実施形態では更に、ＲＦアプリケータは紫外線療法と組み合わされる。
【００４２】
　本発明の好適な実施形態では更に、ＲＦアプリケータはプラズマ療法と組み合わされる
。
【００４３】
　本発明の好適な実施形態では更に、ＲＦアプリケータはフラッシュ・ランプ療法と組み
合わされる。
【００４４】
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　本発明は、被処置体の選択対象部に温熱治療をするための改善されたシステムを提供す
る。該システムは、（ａ）前記被処置体内部の生物組織の表面に接触可能なアプリケータ
に向かう出力ＲＦパワー信号を出すＲＦエネルギ源を備え、前記アプリケータが望ましい
量のエネルギを前記生物組織の前記表面の下方にある所定のエネルギ放散部に供給すると
ともに、前記選択対象部は前記所定のエネルギ放散部内に位置するＲＦエネルギ源と、（
ｂ）更に前記システムは、前記出力ＲＦパワー信号の有向進行波の移相の度合いを変化さ
せることにより、該移相の度合いが変更されたエネルギを、主に前記生物組織の前記表面
下方の望ましい深さにある前記所定のエネルギ放散部に集中させる移相器と、（ｃ）更に
前記システムは、前記被処置体内部の前記生物組織のインピーダンスを名目値から修正値
に変換するインピーダンス整合ネットワーク（ＩＭＮ）を備え、前記修正値は前記ＲＦ伝
達ラインのインピーダンス特性に整合するとともに、前記有向進行波は定常波に変換され
ずに、前記生物組織の前記表面を通り、（ｄ）更に前記システムは、前記アプリケータ内
部に配されるとともに、望ましい量のエネルギの蓄積と放出を周期的に繰り返すとともに
、前記望ましい量のエネルギを集中させるＲＦ共振器を備え、前記ＲＦ共振器からのエネ
ルギの大部分が所定のエネルギ放散部に集中され、（ｅ）前記出力ＲＦパワー信号が前記
移相器、前記ＩＭＮ、前記共振器により処理された後に、前記アプリケータは、前記ＲＦ
エネルギ源からの前記出力ＲＦパワー信号を前記生物組織の前記表面を通じて前記所定の
エネルギ放散部に伝達する。接地電極を使用しないことで、前記エネルギ放散部に前記出
力ＲＦパワー信号の前記進行波が広範に伝播される。
【００４５】
　本発明は更に、被処置体の選択対象部に温熱治療をするための改善された方法を提供す
る。該方法は、（ａ）前記被処置体内部の生物組織の表面に接触可能なアプリケータに向
かう出力ＲＦパワー信号を供給する段階と、（ｂ）更に前記方法は、前記出力ＲＦパワー
信号の有向進行波の移相の度合いを変化させる移相器を使用する段階を備え、前記移相の
度合いが変更されたエネルギを、主に前記生物組織の前記表面下方の望ましい深さにある
前記所定のエネルギ放散部に集中させ、（ｃ）更に前記方法は、前記被処置体内部の前記
生物組織のインピーダンスを名目値から修正値に変換する段階を備え、前記修正値は前記
ＲＦ伝達ラインのインピーダンス特性に整合するとともに、前記有向進行波はＩＭＮによ
り定常波に変換されずに、前記生物組織の前記表面を通り、（ｄ）更に前記方法は、前記
アプリケータ内部に配されるＲＦ共振器中で、望ましい量のエネルギの蓄積と放出を周期
的に繰り返す段階を備え、（ｅ）更に前記方法は、ＲＦ共振器中の望ましい量のエネルギ
を集中させる段階を備え、前記エネルギが前記ＲＦ共振器から放出される時に、前記エネ
ルギの大部分が前記所定のエネルギ放散部に集中し、（ｆ）前記出力ＲＦパワー信号が前
記移相器、前記ＩＭＮ、前記共振器により処理された後、前記ＲＦエネルギ源からの前記
出力ＲＦパワー信号を、前記生物組織の前記表面を通じて前記所定のエネルギ放散部にア
プリケータにより伝達する段階を備える。接地電極を使用しないことで、前記エネルギ放
散部に前記出力ＲＦパワー信号の前記進行波が広範に伝播される。
【００４６】
　本発明は更に、セルライト治療のための改善された方法を提供する。該方法は、（ａ）
前記被処置体内部の生物組織の表面に接触可能なアプリケータに向かう出力ＲＦパワー信
号を供給する段階と、（ｂ）更に前記方法は、前記出力ＲＦパワー信号の有向進行波の移
相の度合いを変化させる移相器を使用する段階を備え、前記移相の度合いが変更されたエ
ネルギを、主に前記生物組織の前記表面下方の望ましい深さにある前記所定のエネルギ放
散部に集中させ、（ｃ）更に前記方法は、前記被処置体内部の前記生物組織のインピーダ
ンスを名目値から修正値に変換する段階を備え、前記修正値は前記ＲＦ伝達ラインのイン
ピーダンス特性に整合するとともに、前記出力信号はＩＭＮにより定常波に変換されずに
、前記生物組織の前記表面を通り、（ｄ）更に前記方法は、前記アプリケータ内部に配さ
れるＲＦ共振器中で、望ましい量のエネルギの蓄積と放出を周期的に繰り返す段階を備え
、（ｅ）更に前記方法は、ＲＦ共振器中の望ましい量のエネルギを集中させる段階を備え
、前記エネルギが前記ＲＦ共振器から放出される時に、前記エネルギの大部分が前記所定



(8) JP 4979019 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

のエネルギ放散部に集中し、（ｆ）前記出力ＲＦパワー信号が前記移相器、前記ＩＭＮ、
前記共振器により処理された後、前記ＲＦエネルギ源からの前記出力ＲＦパワー信号を、
前記生物組織の前記表面を通じて前記所定のエネルギ放散部にアプリケータにより伝達す
る段階を備える。接地電極を使用しないことで、前記エネルギ放散部に前記出力ＲＦパワ
ー信号の前記進行波が広範に伝播される。また前記少なくとも１つのセルライト体がその
付近よりも高い温度で加熱される。
【００４７】
　本発明の好適な実施形態では、前記システムは更に、パルス幅変調（pulse width modu
lation、ＰＷＭ）コントローラを備える。ＰＷＭコントローラは、前記ＲＦエネルギ源が
望ましい繰り返し周波数で、所定の持続時間及び望ましい振幅を有するパルスを備えた前
記出力ＲＦパワー信号をもたらすように作用しながら、平均の出力パワーを制御する。
【００４８】
　本発明の好適な実施形態では、前記システムは更に、前記アプリケータと前記生物組織
の前記表面の間に配置可能な、誘電性バリアを備える。この誘電性バリアは、導電性電流
の伝達を防止する。
【００４９】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記アプリケータは、アルミニウム、銀、金、銅、
及びこれらの合金からなる群から選択される少なくとも一つの金属から形成される。
【００５０】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記誘電性バリアは、前記アプリケータ表面の誘電
性コーティングとして提供される。
【００５１】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記アプリケータは、主にアルミニウムで製造され
るとともに、及び前記誘電性バリアはアルミナ・コーティングとして提供される。
【００５２】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記アプリケータを前記生物組織の前記表面を移動
させることが可能であり、前記エネルギ放散部の位置を変更する。
【００５３】
　本発明の好適な実施形態では更に、供給ケーブルを備えるとともに、前記供給ケーブル
は前記ＲＦアプリケータと前記共振器を、前記ＩＭＮに連結する。
【００５４】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記供給ケーブルは、ｎ×λ／2で定義される共振
長さを有するとともに、λはケーブル材料内のＲＦエネルギの波長であり、ｎは自然数で
ある。
【００５５】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記ＩＭＮは、Ｌ型、Ｔ型、Π型からなる群より選
択される形状の構造で固定される。
【００５６】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記ＩＭＮは、広帯域インピーダンス変成器を備え
る。
【００５７】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記ＩＭＮは、可変である。
【００５８】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記移相器は、トロンボーン型移相機構を備える。
尚、トロンボーン型移相器は通常の知識を有する当業者の間で周知であり、www．microwa
ves101．com／encyclopedia／phaseshifters．cfmに詳細が記載されている。（本願の付
属資料を参照のこと。）
【００５９】
　本発明の好適な実施形態では更に、移相器は、少なくとも一部が同軸ケーブルで製造さ
れる。
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【００６０】
　本発明の好適な実施形態では更に、移相器による移相の度合いは、可変である。
【００６１】
　本発明の好適な実施形態では更に、所定のエネルギ放散部に伝達されるエネルギは、連
続式或いはパルス・モードで結合される。尚、ＲＦエネルギは、ＰＷＭコントローラによ
り、低周波数を伴う矩形パルスに調節されて、正弦波信号の形状で創出される。
【００６２】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記ＲＦエネルギは、所定の被処置体が有する、既
知の固有振動周波数と整合した共振周波数特性を備える。
【００６３】
　本発明の好適な実施形態では更に、レーザ・ビーム、超音波振動子、紫外線光源、プラ
ズマ処理装置、フラッシュ・ランプからなる群より選択される少なくとも一つの構成要素
が更に追加される。
【００６４】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記出力ＲＦパワー信号を供給する段階が、望まし
い周波数で、所定の持続期間と振幅を有するパルスを備えた前記出力信号をもたらす。
【００６５】
　本発明の好適な実施形態では、前記方法は、前記アプリケータと前記生物組織の前記表
面の間に誘電性バリアを挿入する段階を備える。尚、前記誘電性バリアは、導電性電流の
伝達を防止する。
【００６６】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記方法は、前記アプリケータを、主にアルミニウ
ムで製造する段階を備える。より好ましくは、前記誘電性バリアは、アルミニウム製のア
プリケータ表面に、アルミナ・コーティングとして提供される。
【００６７】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記方法は、前記生物組織の前記表面に対して前記
アプリケータを移動させる段階を備え、これにより前記エネルギ放散部の位置を変更する
。
【００６８】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記方法は、前記ＲＦアプリケータと前記共振器を
前記ＩＭＮに連結せしめる供給ケーブルを使用する段階を備える。
【００６９】
　本発明の好適な実施形態では更に、前記方法は、前記移相器による移相の度合いを変更
する段階を備える。
【発明の効果】
【００７０】
　本発明により、一つの電極を使用することと、皮膚の火傷を防止する冷却システムが不
要であることを特徴とする、ＲＦエネルギを使用した生物組織を加熱するための改善され
たシステム及び方法を提供することで、既存の構成の抱える短所を克服することができる
。
【００７１】
　本発明に係る方法及びシステムを実施するには、選択されたタスク或いは段階を、手動
で或いは自動的に或いはその両者を組み合わせて、実施或いは完了することとなる。更に
、本発明に係る方法及びシステムの好適な実施形態を、実際に実施する機械及び装置によ
れば、選択されたステップは、如何なるファームウェアを使用した如何なるオペレーティ
ング・システム上のハードウェア或いはソフトウェア、或いはその両者の組み合わせを用
いて、実施することができる。例えば、ハードウェアとしては、本発明の選択されたステ
ップは、チップ或いは回路の形状で実施してもよい。ソフトウェアとしては、本発明の選
択されたステップは、任意の適応したオペレーティング・システムを使用したコンピュー
タにより実行される、複数のソフトウェア指令として実施してもよい。如何なる場合でも
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、本発明による方法及び手法で選択されたステップは、複数の指令を実行するためのコン
ピューティング・プラットフォーム等のデータ処理装置により実行されると記載すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７２】
　以下本発明を、図面を参照して説明するが、図面は本発明の一実施形態が十分に理解さ
れるように説明するためのものに過ぎず、本発明の権利範囲を限定するものではない。よ
って、図面には構造の詳細な記述は避け、本発明に係る基本的な理解が可能な程度にとど
めている。図面に記載された事項から、当業者は本発明の実施形態を、十分に明確に理解
できる。
【００７３】
　本発明は、一つの電極（単極）で処置をおこなう、ＲＦエネルギを用いた生物組織を加
熱するための改善されたシステム及び方法を提供する。より詳しくは、単極を介して適用
されるＲＦエネルギの、位相の調節とパルス幅変調制御（ＰＷＭ制御）により、表皮の冷
却が不要となるとともに、真皮や皮下組織等の皮膚組織下層部を効果的に加熱する。結果
的に、脂肪組織が適切に加熱及び収縮される。本発明により、初めて健康な組織を害さな
いセルライト除去が可能となる。
【００７４】
　本発明に係るＲＦエネルギを用いた生物組織を加熱するための改善されたシステム及び
方法の作動方法は、図面及び関連の記載を参考すると理解が深まる。
【００７５】
　本発明の一実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、後述の記載や図面に説明される
、詳細な製造方法や配置形態に限定されて使用されるものではない。本発明は、他の実施
形態で、様々な方法により実施されてもよい。更に本願記載の文言、専門用語は、本発明
の権利範囲を限定するものではない。
【００７６】
　本発明は、従来使用されてきた方法に対し、有利な点を有する。
【００７７】
　接地電極が不要であって、一つの電極すなわちアプリケータを使用するので、ＲＦエネ
ルギが均質に照射される。ＲＦエネルギは、主に双極子が回転及び振動するように照射さ
れる。尚双極子は、適用された電磁波中にある水分子にあたる。
【００７８】
　移相技術で、ＲＦ波の最大値の位置を変更することにより、所定の位置に、ＲＦエネル
ギを集中させることができる。
【００８０】
　好ましくは、アルミナ・セラミック・コーティングが施されたアプリケータが使用され
る。アルミナ・セラミック・コーティングのアプリケータを使用すると、エネルギ損失が
最小限に抑えられ、且つ不必要な導電性電流が人体に流れるのを防止することができる。
【００８１】
　アプリケータに近接して装着された並列パラレル共振器が、ＲＦエネルギを蓄積する。
これにより、アプリケータが励起状態となり、適用部表面に高いＲＦ電圧がもたらされる
。
【００８２】
　短パルスで、高ＲＦ波を適用することにより、比較的低いレベルの平均ＲＦパワーでも
、セルライト・カプセルが、急速且つ効果的に加熱される。
【００８３】
　出力ＲＦパワーのＰＷＭ制御と簡易なＩＭＮ技術を導入することで、あらゆる種類のヒ
トの組織に整合したＲＦパワーが供給され、ＲＦパワー反射率が低く抑えられる。またＩ
ＭＮとＰＷＭ制御を導入することで更に有利な点が加わり、複雑なインピーダンス整合を
使用せずに、あらゆる種類のヒトの組織に適切に整合したインピーダンスを提供すること
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ができる。尚、ＲＦアプリケータは、処置部表面を移動させることが可能である。
【００８４】
　脂肪組織の体積全体を処置するには、アプリケータ電極が皮膚表面から適切な距離を保
つ状態で、ＲＦ波伝達方向に対して垂直面に、均質なＲＦ波を、最大限に伝播する必要が
ある。ＲＦ波を均質且つ集中的に伝播することにより、セルライト・カプセル及び脂肪組
織を効果的に加熱できる。これは、セルライト・カプセル及び脂肪細胞が水分子を保持し
ているためである。一方血液及びリンパ液では、水分子が液中を循環しており、冷却効果
が伝達されるので、不必要な加熱が加わることはない。更に血液及びリンパ液は、筋肉、
神経組織、結合組織等の加熱対象外の組織にも冷却効果を伝達する。
【００８５】
　以下、本発明によるシステムの基本構造及びその作動方法を、図面を使用してより詳し
く説明する。
【００８６】
　本発明は、主に、図１乃至図３に示される被処置体内部の選択対象部の温熱治療に関す
るシステム（３０）により実施される。システム（３０）はＲＦエネルギ源（１０）を備
える。ＲＦエネルギ源（１０）は出力ＲＦパワー信号（１７）を発信する。ＲＦパワー信
号（１７）はアプリケータ（３）方向に向かって流れる。アプリケータ（３）は、被処置
体内部の生物組織（４）の表面（６）に接触可能である。アプリケータ（３）は、生物組
織（４）の表面（６）下方にある所定のエネルギ放散部（５）へ、望ましい量のエネルギ
を伝達する。選択対象部は、所定のエネルギ放散部（５）内部にあり、図１中に水分子（
１）で示される。
【００８７】
　システム（３０）は更に移相器（例えばトロンボーン型移相器（１４））を備える。移
相器（１４）は、出力パワー（１７）の有向進行波の位相を移行する。これにより移相器
（１４）からのエネルギが、主に生物組織（４）の表面（６）下方の望ましい深さにある
、所定のエネルギ放散部（５）に集中される。
【００８８】
　システム（３０）は更に、インピーダンス整合ネットワーク（impedance matching net
work、ＩＭＮ）（１１）を備える。ＩＭＮ（１１）は被処置体に属する生物組織（４）の
インピーダンスを名目値（例えば２５０～３５０オーム）から修正値（例えば５０オーム
）に変換する。修正値は、ＲＦエネルギ源及びＲＦ伝達ラインのインピーダンス特性と整
合した値である。ＲＦ伝達ラインは、移相器（１４）及びケーブル（１１）を備える。こ
れにより出力ＲＦ進行波（１７）は、定常波に変換されずに、生物組織（４）の表面（６
）を通過する。
【００８９】
　システム（３０）は更に、ＲＦ共振器（１３）を備える。ＲＦ共振器（１３）はアプリ
ケータ（３）内に配される。ＲＦ共振器（１３）は、望ましい量のエネルギの蓄積及び開
放を周期的に繰り返す。ＲＦ共振器（１３）は更に、望ましい量のエネルギを集中させ、
エネルギ放散部にエネルギの大部分が伝達されるようにする。
【００９０】
　システム（３０）は更に、アプリケータ（３）を備える。アプリケータ（３）は、出力
パワー信号（１７）が移相器（１４）、ＩＭＮ（１１）、共振器（１３）で処理された後
、出力ＲＦパワー信号（１７）を、ＲＦエネルギ源（１０）から生物組織（４）の表面（
６）を通じて、所定のエネルギ放散部（５）へ伝達する。
【００９１】
　通常、結果的にシステム（３０）の作動時に出力ＲＦパワー信号（１７）からのエネル
ギの２～４％を損失する。また出力信号（１７）は、出力信号（１７）からのエネルギの
２～４％の反射を伴う。ゆえにシステム（３０）では、出力信号（１７）からのエネルギ
の約９０～９５％が、エネルギ放散部（５）へ伝達されることとなる。本発明により達成
された、出力信号（１７）からエネルギ放散部（５）へのエネルギ集中と同程度のエネル
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ギ伝達効率は、従来の方法では実現されていなかった。ＩＭＮ（１１）は、表面（６）か
らの出力信号（１７）の反射率を抑える。これにより、エネルギ放散部（５）へのエネル
ギ伝達効率が向上される。
【００９３】
　更に、システム（３０）から接地電極が除去されることで、エネルギ放散部（５）の出
力ＲＦパワー信号（１７）が広範に伝播される。
【００９４】
　これらの要因が、従来の方法でも達成されていた水分子（１）の加熱に関与して、更に
加熱効率が向上する。
【００９５】
　上述のシステム（３０）特有の長所は、図４と図５のサーモ・グラフの比較により明白
に示される。図４は、システム（３０）使用時のエネルギ放散部（５）のサーモ・グラフ
を示し、図５は、従来型二極式システム（２つの電極を使用したシステム）使用時のエネ
ルギ放散部（５）のサーモ・グラフを示す。サーモ・グラフは左のキーと共に表示され、
熱エネルギの集中度は、高度から低度へと順に、白、黄、橙、赤、緑、青、紫で示される
。図４及び図５のテストでは両者とも、生物組織（４）のサンプルとしてリンゴの断片が
使用されている。
【００９６】
　図４に示される如く、システム（３０）のアプリケータ（３）が生物組織（４）の表面
（６）に接触するとき、出力ＲＦパワー信号（１７）からのエネルギは、主にエネルギ放
散部（５）に伝達される。伝達ライン（２６）はエネルギ放散部（５）の中心を通過する
。
【００９７】
　対照的に、図５に示される如く、従来型二極式システムのアプリケータ（３）が生物組
織（４）の表面（６）に接触するとき、出力ＲＦパワー信号（１７）からのエネルギは、
主にエネルギ放散部（５）に伝達されるが、エネルギ放散部（５）は生物組織（４）の表
面（６）付近に位置する。つまりエネルギ放散部（５）と表面（６）を通る伝達ライン（
２６）の距離は短く、従来型二極システム使用時は、熱エネルギは主に表面（６）付近に
伝達される。図５のサーモ・グラフは、冷却システムと共に従来型二極式システムを使用
した時の、熱エネルギ分布を示す。
【００９８】
　任意選択とするが、システム（３０）は更に、ＰＷＭコントローラ（１２）を備えるこ
とが好ましい。ＰＷＭコントローラ（１２）は、所定の持続時間と望ましい周波数の振幅
を有するパルスで、ＲＦエネルギ源（１０）を出力パワー信号（１７）に伝達する。例え
ば、ＲＦ周波数４０．６８ＭＨｚで作動時、ＰＷＭ周波数１～２０ｋＨｚ、デューティ・
サイクル１０～９０％となる。
【００９９】
　本発明の好適な実施形態によると、アプリケータ（３）は、アルミニウム、銀、金、銅
、或いはこれら金属の合金などの金属材質で形成される。代替方法として或いは追加的に
、誘電性バリア（２）はアプリケータ（３）と生物組織（４）の表面の間に挿入される。
誘電性バリア（２）は不必要な導電性電流が生物組織（４）へ伝導されるのを回避する。
本発明の好適な実施形態によると、誘電性バリア（２）がアプリケータ（３）の誘電性コ
ーティングとして提供される。本発明の最適な実施形態では、アプリケータ（３）は主に
アルミニウムで形成され、誘電性バリア（２）はアルミナ・コーティングで提供される。
【０１００】
　任意選択とするが、アプリケータ（３）は、エネルギ放散部（５）の位置を変更する手
段として、生物組織（４）の表面（６）を移動可能であることが好ましい。
【０１０１】
　任意選択とするが、システム（３０）は、供給ケーブル（７）を備えることが好ましい
。供給ケーブル（７）は、ＲＦアプリケータ（３）とＲＦ共振器（１３）をＩＭＮ（１１
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）に連結する。任意選択とするが、供給ケーブル（７）は、共振長さを有する。共振長さ
はｎ×λ／２で定義される。λはケーブルに使用される材質中でのＲＦエネルギの波長と
し、ｎは自然数とする。
【０１０２】
　任意選択とするが、ＩＭＮ（１１）は、Ｌ型、Ｔ型、Π型等の形状で特徴づけられる構
造で固定されることが好ましい。任意選択とするが、ＩＭＮ（１１）は、広帯域インピー
ダンスを備えることが好ましい。任意選択とするが、ＩＭＮ（１１）は、可変であること
が好ましい。
【０１０３】
　任意選択とするが、移相器（１４）は、トロンボーン型の移相機構を備えることが好ま
しい。
【０１０４】
　代替方法として或いは追加的に、移相器（１４）は、少なくとも一部が同軸ケーブルで
形成されてもよい。
【０１０５】
　任意選択とするが、移相器（１４）は、可変移相とすることが好ましい。即ち移相の度
合いを変更することができる。
【０１０６】
　任意選択とするが、ＲＦエネルギ源（１０）は結合エネルギを伝達することが好ましい
。
【０１０７】
　任意選択とするが、所定のエネルギ放散部（５）に伝達されるエネルギは、連続式或い
はパルス・モードで結合されることが好ましい。ＲＦエネルギ源（１０）は、出力ＲＦパ
ワー信号（１７）を正弦波信号の形状で創出する。尚、出力ＲＦパワー信号（１７）は、
ＰＷＭコントローラ（１２）により、低周波数を伴う矩形パルスに調節されてもよい。
【０１０８】
　本発明の最適な実施形態によると、システム（３０）は、選択対象部が有する既知の固
有共振周波数に整合した、共振周波数特性を備えた出力ＲＦパワー信号（１７）を使用す
る。
【０１０９】
　任意選択とするが、システム（３０）は更に追加的な要素として、例えば、レーザ・ビ
ーム、超音波振動子、紫外線光源、プラズマ処理装置、フラッシュ・ランプ等を含む。
【０１１０】
　本発明は更に、被処置体内の選択対象部に温熱治療を施すための改善された方法（１０
０）により実施される。方法（１００）は、被処置体に属する生物組織（４）の表面（６
）に接触可能なアプリケータ（３）に向かう、出力ＲＦパワー信号（１７）を提供する段
階（１０２）を備える。
【０１１１】
　方法（１００）は更に、移相器（１４）を使用する段階（１０４）を備える。移相器（
１４）を使用する段階（１０４）は、移相器（１４）からのエネルギが主に所定のエネル
ギ放散部（５）に集中するように、出力ＲＦパワー信号（１７）の進行波を移相する。尚
、エネルギ放散部（５）は、生物組織（４）の表面（６）下方の望ましい深さに位置する
。選択対象部は、エネルギ放散部（５）内に位置する。
【０１１２】
　方法（１００）は更に、被処置体に属する生物組織（４）のインピーダンスを変換する
段階（１０６）を備える。段階（１０６）は、被処置体に属する生物組織（４）のインピ
ーダンスを、名目値から修正値に変換する。修正値は、ＲＦエネルギ源（１０）及びＲＦ
伝達ライン（２６）のインピーダンス特性に整合する値である。ＲＦ伝達ライン（２６）
は、ケーブル（１１）と移相器（１４）を備える。これにより、出力ＲＦパワー信号（１
７）の進行波は、生物組織（４）の表面（６）を通過する。このとき出力ＲＦパワー信号



(14) JP 4979019 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

（１７）の進行波は、ＩＭＮ（１１）により定常波に変換されることはない。
【０１１３】
　方法（１００）は更に、アプリケータ（３）内に配されたＲＦ共振器（１３）中の望ま
しい量のエネルギを周期的に蓄積及び放出させることを繰り返す段階（１０８）を備える
。
【０１１４】
　方法（１００）は更に、ＲＦ共振器（１３）中の望ましい量のエネルギを集中させる段
階（１１０）を備える。これにより、共振器（１３）からエネルギが放出されるときに、
エネルギの大部分が、所定のエネルギ放散部（５）に集中する。
【０１１５】
　方法（１００）は更に、出力ＲＦパワー信号（１７）を伝達する段階（１１２）を備え
る。段階（１１２）は、出力（１７）を移相器（１４）、ＩＭＮ（１１）、アプリケータ
内の共振器（１３）で処理した後に、出力（１７）をＲＦエネルギ源（１０）から生物組
織（４）の表面（６）を通りエネルギ放散部（５）へと伝達する。
【０１１７】
　接地電極を使用しないので、エネルギ放散部（５）に出力ＲＦパワー信号（１７）の電
磁波が広範に伝播される。
【０１１８】
　好適な実施形態によると、段階（１０２）では、所定の持続時間と望ましい周波数での
振幅を有するパルスでの出力ＲＦパワー信号（１７）が供給される。（段階（１１８））
【０１１９】
　好ましくは、方法（１００）は更に、アプリケータ（３）と生物組織（４）の表面（６
）間に誘電性バリア（２）を挿入する段階（１２０）を備える。誘電性バリア（２）は、
導電性電流の伝導を防止する。また方法（１００）は、好ましくは主にアルミニウムによ
りアプリケータ（３）が製造される段階を備えることが好ましい。更に、誘電性バリア（
２）はアルミニウム製のアプリケータ（３）上のアルミナ・コーティングとして提供され
ることがより好ましい。
【０１２０】
　好ましくは、方法（１００）は更に、アプリケータを移動する段階（１２２）を備える
。段階（１２２）では、生物組織（４）の表面（６）上で、アプリケータを移動させるこ
とで、エネルギ放散部（５）の位置を変更することができる。
【０１２１】
　任意選択とするが、方法（１００）は更に、供給ケーブルを使用する段階（１２４）を
備えることが好ましい。これにより、アプリケータ（３）及び共振器（１３）がＩＭＮ（
１１）に連結される。
【０１２２】
　任意選択とするが、方法（１００）は更に、移相器（１４）による移相の度合いを変化
させる段階（１２６）を備えることが好ましい。
【０１２３】
　方法（１００）の最適な実施形態によると、処置対象となるセルライト体がその付近の
組織よりも高温に加熱され、そのセルライト体を少なくとも１つ含む所定のエネルギ放散
部（５）に選択的に処置を行なう。結果、セルライト体が減少する。（段階（１２８））
【０１２４】
　本発明は、ＲＦ波により水分子（１）が回転し、生物組織を加熱する（図１）。水分子
は双極子構造をもち、交流電磁場にある。
【０１２５】
　導電性のＨＦ（高周波）電流を防止するために、アプリケータ（３）と生物組織（４）
の表面（６）の間に誘電性バリア（２）を挿入する。
【０１２６】
　好ましくは、アプリケータ（３）はアルミニウム或いはアルミニウム合金で製造され、
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４０～５０μｍの厚さでアルミナ・コーティングが施される。
【０１２７】
　アプリケータ（３）はまた、ＲＦ波を生物組織（４）の深部にまで照射させるアンテナ
・カプラの機能も果たす。放散されるエネルギは、結合したＲＦ波を照射したものである
。
【０１２８】
　ＲＦエネルギが主に適用される部分（エネルギ放散部（５））は、生物組織（４）の表
面（６）とアプリケータ（３）の間の接触部の位置と、照射される電磁波のパルス（出力
ＲＦパワー信号（１７））の位相により決定される。表面（６）から入射して分岐したエ
ネルギは、生物組織（４）中で効率よく放散される（５）。ＲＦエネルギが浸透する深さ
は、ＲＦパワー、アプリケータの面積、電磁波の移相によって決まる。
【０１２９】
　移相器（１４）を適用することにより、エネルギ放散部（５）の位置を調節し、選択対
象部（例えばセルライト体）に合う位置に処置を行うことができる。
【０１３０】
　ＲＦの電磁場の振動により、全ての双極性分子（その多くが水分子（１）である）が回
転および振動をする。これにより、エネルギ放散部（５）が加熱される。エネルギ放散部
（５）は、ＲＦエネルギ源（１０）とアプリケータ（３）の間にある移相器（１４）によ
り調節される。主に脂肪組織内が加熱される。これは、脂肪組織内は水分を多く含むが、
血管のように冷却効果が伝達されないためである。出力ＲＦパワー（１７）のパルス幅変
調制御（ＰＷＭコントローラ（１２））は、ＲＦパワー（１７）の平均のパワーを低レベ
ルに保ちつつ、ピーク時には高レベルに到達するように、ＲＦパワー（１７）を調節する
。
【０１３２】
　本発明では第二の電極、すなわち接地電極が不要な構造を採用することで、ＲＦ波が生
物組織（４）中に広範に伝播される。
【０１３３】
　図２に示される如く、ＲＦエネルギを、ＲＦパワー源（１０）から供給ケーブル（７）
を介し、アプリケータ（３）まで最大限に伝達することができるように、ＲＦエネルギを
並列共振器（１３）の中心点に伝達する。並列共振器（１３）は並列に配列されたコンデ
ンサ（８）とインダクタ（９）を備え、２０以上の非常に高いＱファクタを有する。
【０１３４】
　振動するＲＦ波（例えば２５～３００ワット）が伝達されると、このＲＦ波は共振器（
１３）に蓄積されるので、共振器（１３）の能動負荷は付近の組織に限られる。
【０１３５】
　共振器（１３）の能動的損失は非常に低く、生物組織（４）内部に放散されるエネルギ
の１／２０～１／５０程度である。コンデンサ（１８）とインダクタ（１９）の間欠放電
は、アプリケータ（３）を介し生物組織（４）に結合される。
【０１３６】
　ＲＦエネルギ源（１０）は、４０．６８ＭＨｚの周波数で作動時に、最大出力２００～
４００ワットを創出し、このとき５０オームの負荷抵抗となり、最適性能を示す。最適性
能とは、ＲＦパワーの反射率が最小となるとともに、負荷が放散するＲＦパワーが最大と
なることを意味する。ゆえに生物組織（４）の処置部（エネルギ放散部（５））の負荷は
、５０オームとなる。
【０１３７】
　図２に示される如く、インピーダンス整合ネットワーク（ＩＭＮ）（１１）は一定であ
る。（即ちＩＭＮの構成要素は操作時に変化しない。）従ってＲＦパワーの振幅を調節せ
ずに、作動する。出力パワーの調節には、ＰＷＭ制御が使用される。ＰＷＭはＲＦ波より
低い周波数を伴う矩形パルスに、ＲＦパワー（１７）を調節する。結合したＲＦパワーを
低下させるために、ＰＷＭコントローラ（１２）でＲＦパワーのデューティ・サイクルを
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低下させることが必要となる。ＰＷＭコントローラ（１２）は２～１０ｋＨｚの範囲で周
波数を調節して、矩形パルスを形成する。デューティ・サイクルは５％～１００％の範囲
で変化する。ＲＦパワー（１７）のパルスの形状は、図２に示される。出力ＲＦパワー（
１７）をＰＷＭコントローラ（１２）でパルス幅変調することで、エネルギ放散部（５）
に放散されるＲＦパワー（１７）が、平均のパワーは低レベルに保たれながら、ピーク時
に高レベルに到達するように調節される。これにより、脂肪組織が効果的に加熱されなが
らも、脂肪組織以外の組織や血管へは加熱効果が波及しない。
【０１３８】
　ＲＦパワー（１７）の反射率は１～２％である。従って出力されたＲＦパワー（１７）
の９８％がエネルギ放散部（５）に放散される。通常、エネルギは脂肪組織に集中して照
射されるので、結合ＲＦエネルギは、脂肪細胞、セルライト体、または血液、リンパ液に
よって拡散される。エネルギ放散部（５）に結合するエネルギのうち、脂肪細胞やセルラ
イト体に到達して、セルライト除去に貢献するエネルギは、７０～８０％である。残りの
エネルギは拡散されて、表面（６）を加熱するエネルギとなるか、人体の体液に伝わる。
【０１３９】
　アプリケータ（３）は並列共振器（１３）に連結される。アプリケータ（３）と共振器
（１３）は、処置に使用されるハンド・ピース（手持ち型操作部）（２２）内部に配され
る。ＩＭＮシステムは、メイン・システム（２３）に配される。アプリケータ（３）とＩ
ＭＮ（１１）間で、移相の不整合が起きるのを回避するために、供給ケーブル（７）の長
さは、供給ケーブルの材料内のＲＦエネルギの波長（λ）×自然数（ｎ）に等しくなるよ
うに設定される。
【０１４０】
　生物組織（４）の表面（６）下方に必要な振幅を伝達するために、移相システム（例え
ばトロンボーン型システム（１４））がＲＦエネルギ源（１０）出力側とＩＭＮ（１１）
の入力側の間に挿入される。エネルギ放散部（５）に放散されるエネルギが最大となる位
置は、この移相システムで制御される。ＲＦエネルギが浸透する深さを制御するには、ト
ロンボーン型移相器の長さを短縮して、移相し、生物組織内部に放散された電磁波の位置
すなわち、最大レベルのＲＦエネルギの電圧が浸透する位置を変更する。結果的に、最大
レベルのＲＦエネルギの電圧に近い状態で、ＲＦエネルギが最も効率よくエネルギ放散部
（５）に浸透する。
【０１４１】
　移相器（１４）は例えばモータ（１５）によって、自動的に制御される。位相の移行は
直線的に行われるか或いは周期的に行われる。これにより、組織内部の最も高温に加熱さ
れた部分の位置を変えて、最も高温に加熱された部分を変位させて、走査する。
【０１４２】
　図３は、インピーダンス整合システム（１１）の実施形態を説明する図である。ＲＦエ
ネルギ源（１０）から伝達されたＲＦパワーは、同軸ケーブル（１６）を伝って矩形パル
ス（１７）に変調される。ＲＦエネルギ源は５０オームに設定され、人体は約３００オー
ムのインピーダンスをもつので、５０オームから３００オームに変換して生物組織（４）
のインピーダンスに合うように補完する必要がある。これは、インピーダンス整合ネット
ワーク（ＩＭＮ）（１１）が行う。図３に示される如く、Ｌ型の簡易式ＩＭＮは、ＲＦコ
ンデンサ（１８）とＲＦインデューサ（１９）を備える。半波ケーブル（供給ケーブル）
（７）は、ＲＦパワーを、移送器システムにより制御される移相を行わずに、ＩＭＮ（１
１）からＲＦアプリケータ（３）に伝達する。地点（２０）でインピーダンスを測定する
と５０オームを示す。また地点（２１）でインピーダンスを測定すると３００オームを示
す。様々な形式のＩＭＮを使用しても、本発明の実施に大きな支障をきたすことはない。
使用されるＩＭＮ形式に関わらず、ＩＭＮ（１１）は可変的に及び／又は自動的に制御さ
れ、インピーダンスを変更する。
【０１４３】
　本発明では、簡潔に説明するために、実施形態を個別に記載したが、実施形態を組み合
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わせて実施することができる。逆に、個別に記載した実施形態をそのまま個別に実施した
り、更に細かく分割して実施したりすることも可能である。
【０１４４】
　本発明では特定の実施形態を記載したが、多くの代替、調整、応用のパターンが存在す
ることは当業者の目に明らかである。従って本発明に係る代替、調整、応用は、本発明の
請求の範囲内に含まれる。記載されたあらゆる刊行物、特許、特許出願は、この明細書内
で参考文献として使用されている。更にこれらの参考文献は、本発明の先行技術として利
用されている。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明に係る処置部の組織に結合するＲＦパワーを示す概略図である。
【図２】本発明に係るＲＦシステムの好適な実施形態を示す概略図である。ＰＷＭで出力
パワーを制御するとともに、処置部に入射するＲＦ波の移相を行う。
【図３】本発明に係るインピーダンス整合システムを示す図である。
【図４】本発明に係るシステムをリンゴの断片を被処置体に使用して作動したときの、熱
分布の結果をサーモ・グラフで示す図である。一つの電極を使用したシステムで加熱し、
８秒間放置したときのサーモ・グラフである。
【図５】従来技術に係るシステムをリンゴの断片を被処置体に使用して作動したときの、
熱分布の結果をサーモ・グラフで示す図である。二極式システムで加熱して、１０秒間冷
却したときのサーモ・グラムである。
【図６】本発明に係る方法の実施形態における流れを示すフロー・チャートである。

【図１】 【図２】

【図３】
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