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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機発光電気化学セル（ＯＬＥＣ）、少なくとも一つの量子ドットを含む発光電気化学
セル（ＱＤ－ＬＥＣ）、および少なくとも一つの量子ドットを含む有機発光デバイス（Ｑ
Ｄ－ＯＬＥＤ）から選択される少なくとも一つの光源を備える細胞組織の処置デバイスで
あって、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣ、ＱＤ－ＯＬＥＤから選択される前記少なくとも一つの
構成要素が、３００ｎｍ～１３００ｎｍの波長で、２５０ミリ秒の持続時間を有するパル
スで、および１００ミリ秒の前記パルス間のパルス間隔遅延と１００回の繰り返しで、パ
ルス状に光を発するように適合させられてことを特徴とし、結果的に全エネルギーフルエ
ンスを７０．０ｍＪ／ｃｍ２として前記処置がしわの削減である、細胞組織の処置デバイ
ス。
【請求項２】
　ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣ、ＱＤ－ＯＬＥＤから選択される前記少なくとも一つの構成要
素が、４ｍＷ／ｃｍ２の有効放射電力において５９０ｎｍの黄色光および１ｍＷ／ｃｍ２

の有効放射電力において８５０ｎｍの赤外線を含む多色性の光を発するように適合させら
れていることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　発光ダイオード、レーザー、蛍光源、発光ポリマー、キセノンアークランプ、ハロゲン
化金属ランプ、フィラメント光源、強力パルス光源、硫黄ランプ、およびこれらの組合せ
から選択される少なくとも一つの更なる光源を備え、少なくとも一つの更なる光源が、４
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００ｎｍ～１６００ｎｍの波長で光を発するように適合させられていることを特徴とする
請求項１または請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　超音波源、細胞組織により受容される赤外放射の強度を低減するために適合させられた
フィルター手段、波長または波長帯を選択するためのフィルター手段、および冷却手段か
ら選択される少なくとも一つの構成要素を備えた請求項１～３の何れか１項に記載のデバ
イス。
【請求項５】
　前記デバイスが、移動式デバイスであり、および/または患者に前記デバイスを取り付
けるための取り付け手段を含むことを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載のデバ
イス。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか１項のデバイスおよび局所用組成物または局所用発色団組成物を
含む、細胞組織の処置のためのパーツのキット。
【請求項７】
　前記局所用組成物または局所用発色団組成物が、媒体にカプセル化またはマイクロカプ
セル化されることを特徴とする請求項６に記載のパーツのキット。
【請求項８】
　前記局所用組成物が、天然に存在するクロロフィル含有化合物、カロチノイド含有化合
物、フィコビリン化合物、インドシアニングリーン、メチレンブルー、ローズベンガル、
ビタミンＣ、ビタミンＥ、ビタミンＤ、ビタミンＡ、ビタミンＫ、ビタミンＦ、レチンＡ
(トレチノイン)、アダパレン、レチノール、ヒドロキノン、コウジ酸、成長因子、エキナ
セア、抗生物質、抗真菌剤、抗ウイルス剤、漂白剤、αヒドロキシ酸、βヒドロキシ酸、
サリチル酸、抗酸化トリアド化合物、海藻誘導体、海水誘導体、藻類、抗酸化剤、フィト
アントシアニン、植物栄養素、プランクトン、植物性製品、草本性製品、ホルモン、酵素
、ミネラル、補因子、アンチエイジング物質、インスリン、ミノキシジル、リコピン、天
然もしくは合成のメラニン、メタロプロテイナーゼ阻害剤、プロリン、ヒドロキシプロリ
ン、麻酔剤、クロロフィル、バクテリオクロロフィル、銅クロロフィリン、葉緑体、カロ
チノイド、フィコビリン、ロドプシン、アントシアニン、オルニチンデカルボキシラーゼ
の阻害剤、血管内皮成長因子（ＶＥＧＦ）の阻害剤、ホスホリパーゼＡ２の阻害剤、Ｓ－
アデノシルメチオニンの阻害剤、カンゾウ、リコカルコンＡ、ゲニステイン、大豆イソフ
ラボン、フィトエストロゲン、これらの誘導体、類似体、相同体、およびサブコンポーネ
ント、並びに前記細胞または細胞組織の誘導体、サブコンポーネント、免疫学的複合体、
および抗体、並びにこれらの合成および天然の類似体、これらの組合せから選択される少
なくとも一つの構成要素を含むことを特徴とする請求項６に記載のパーツのキット。
【請求項９】
　前記局所用発色団組成物が、３００ｎｍ～１３００ｎｍの間に少なくとも一つの吸収極
大を有し、クロロフィル、ポルフィリン、およびこれらの組合せからなる群より選択され
る有効成分を含み、ここで前記有効成分は、少なくとも一つの金属－リガンド結合を有し
、ここで前記金属－リガンド結合中の金属は、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｃｕ、Ａｌ、反応性遷移金属
、金属キレート、および抗体複合体からなる群より選択されることを特徴とする請求項６
に記載のパーツのキット。
【請求項１０】
　請求項１～５の何れか１項に記載のデバイスにおいて、細胞組織が該デバイスが発する
光に晒されることを含むデバイス。
【請求項１１】
　細胞組織が晒される光が、多色性および/または狭帯域の光および/または黄色波長範囲
の光および/または赤外波長範囲の光を発することを含むことを特徴とする請求項１０に
記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
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【発明の概要】
【０００１】
　本発明は、細胞および／または細胞組織の処置（treatment）デバイス、細胞および／
または細胞組織の処置のためのパーツのキット、このようなデバイスまたはパーツのキッ
トの使用、ならびに細胞および細胞組織の処置のための方法に関する。
【０００２】
　光線療法（光療法とも呼ばれる）は、広範な治療（therapeutic）疾患および／または
美容に関わる（審美的とも呼ばれる）状態に用いることができる。光源としてＬＥＤまた
はレーザーの何れかを用いる光線療法は、すでに、たとえば、外傷（wound）、損傷、頚
部痛、変形性関節炎、化学療法および放射線療法の副作用を処置するために用いられてい
る。
【０００３】
　座瘡の処置または予防は、その状態の程度に応じて、治療と美容の両方の要素を有して
いてもよい。乾癬、アトピー性皮膚炎および他の疾患および／または状態についても、同
じことが言える。多くの疾患および状態は、たとえば、患者の皮膚の目に見える状態の変
化によって多くの場合示される、外見上の関連を伴う。多くの場合、これらの美容に関わ
る変化または審美的変化は、心理学的変容につながり、結果的に、少なくともある程度は
、重大な疾患を生じ得る。
【０００４】
　一部の状態または疾患は、美容に関わる要素が重要視され得る。これらのいくつかは、
アンチエイジング、抗しわ、座瘡および白斑の防止および／または治療から選択される。
時には、治療的要素もまた役割を果たし得る。
【０００５】
　美容と医療の両方において、皮膚が、照射される主な標的であるが、ヒトまたは動物の
体の他の標的にもまた、光線療法を利用できる。これらの標的には、これらに限らないが
、目、外傷、爪、および身体の内部が含まれる。光は、また、たとえば、外傷、飲料、食
物の消毒を容易にする、または補助するためにも、用いることができる。
【０００６】
　光線療法の１つの作用は、ミトコンドリアにおける代謝の刺激である。特定の波長の光
は、アデノシン三リン酸（ＡＴＰ）の形の不可欠な細胞エネルギーの産出を担う酵素であ
る、シトクロムｃオキシダーゼを刺激する。ＡＴＰは、熱力学的に不利な生化学反応を駆
動するための細胞エネルギー移動のために、また細胞エネルギー貯蔵体として、必要とさ
れる。ＡＴＰは、また、加齢および細胞死（酸化ストレス）に導く他の生化学的分子（た
とえば、反応性酸素化学種および一酸化窒素）を調節するために、シグナル分子としても
働き得る。光線療法の後、細胞は、代謝の増加を示し、細胞は、より良く情報伝達を行い
、より良い仕方でストレスの多い状態に耐える。
【０００７】
　このような原理は、医療治療および美容の用途、たとえば、外傷の治癒、結合組織の修
復、組織の修復、組織の死の防止、炎症、痛み、急性損傷、慢性疾患、代謝異常、神経因
性の痛みおよび季節性影響障害（seasonal effect disorders）の緩和に適用できる。
【０００８】
　光の利用の別の分野は、様々な癌の処置である。癌の治療では、光力学的療法（ＰＤＴ
）が重要な役割を果たす。ＰＤＴでは、光は、薬剤と連係して用いてもよい。これらの療
法は、様々な皮膚および内部疾患の処置に用いることができる。ＰＤＴでは、光薬剤（ph
otopharmaceutical）として知られる感光性治療薬剤が、処置されようとする身体の部分
に、外部から、または内部から与えられる。次いで、その部分は、光薬剤を活性化するた
めに、適切な振動数および強度の光に晒される。様々な光薬剤が、現在、入手可能である
。たとえば、５－アミノレブリン酸塩酸塩（Ｃｒａｗｆｏｒｄ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉ
ｃａｌｓ）、メチルアミノレブリン酸（Ｍｅｔｆｉｘ（登録商標）、Ｐｈｏｔｏｃｕｒｅ
）などの局所用剤がある。また、Ｐｈｏｔｏｆｉｎ（登録商標）（Ａｘｃａｎ）およびＦ
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ｏｓｃａｎ（登録商標）（Ｂｉｏｌｉｔｅｃｈ　Ｌｔｄ）を含めて、内部悪性腫瘍のため
に主に用いられる注入可能薬剤もある。多くの場合、薬剤は、感光性光薬剤に代謝される
非活性型で適用される。
【０００９】
　光力学的療法において、光薬剤に光を供給するための主要な技法は、独立した光源から
の適切な波長の光、たとえばレーザーまたはフィルターにかけられたアークランプを投射
することである。これらの光源は、扱いにくく、高価であり、それゆえに、病院での使用
にのみ適している。このため、患者にとっては不便であり、処置に大きな費用が掛かる。
１日当たりに満足のいく数の患者を処置するために（処置が費用効率の高いものであるた
めに）、また、患者に過度に不便を感じさせることを避けるために、大きな光放射照度が
求められる。
【００１０】
　今日まで、光線療法およびＰＤＴでは、低コンプライアンスに繋がる、患者にとって不
快な大きな光源の利用が主流を占めている。現在、用いられているデバイスの多くは、固
定された状態でのみ適用可能であり、たとえば、病院または医者の診療所において、医療
専門家の管理を必要とする。さらに、現在用いられている光源の多くは、その一部だけが
照射されるべきであった場合でさえ、処置される対象の大きな部分を照射し、これは、望
まれていない副作用をもたらす可能性がある。
【００１１】
　ＷＯ　９８／４６１３０およびＵＳ　６０９６０６６は、光力学的療法に用いられるＬ
ＥＤアレイを開示している。それらの中に教示されている小さいＬＥＤ光源は、一様でな
い光を患者に投射する。アレイの製造は、必要とされる多数の接続のために、複雑である
。それらに示されているデバイスは、病院での処置のために考案されている。
【００１２】
　ＧＢ　２３６０４６１は、光（これは、次いで、光ファイバーを通して送られる）を生
成するために通常の光力学的療法光源を用いる、可撓性のある衣類を開示している。この
ような光源は重いので、デバイスは、移動式でなく、病院での使用に限定される。
【００１３】
　ＵＳ　５６９８８６６は、過駆動される無機ＬＥＤを用いる光源を開示している。得ら
れる光出力は一様でない。ヒートシンク機構が必要とされ、このデバイスは、病院での処
置にのみ適する。
【００１４】
　ＷＯ　９３／２１８４２は、無機ＬＥＤを用いる光源を開示している。運ぶことはでき
るが、このデバイスは、自宅での患者による移動式使用法には適さず、臨床処置が想定さ
れている。
【００１５】
　ＵＳ　６，２８３，９５６によれば、ＬＥＤは、毛髪の成長の減少、排除または刺激の
ために用いられる。
【００１６】
　前記分野における光の利用に対する不可欠な前提条件は、デバイスである。市販のシス
テムは、今日、大部分レーザーに基づいている。しかし、これらのシステムは、病院に配
置される、すなわち、固定デバイスである。コストを削減し、利便性、さらには適応性を
増すために、持ち運びでき、自宅で使用される技術が求められる。実際に、ある研究は、
この方向に専念している。
【００１７】
　Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒらは、ＧＢ　２４０８２０９２において、可撓性のある基板に形成
された可撓性のある発光ダイオードを含む可撓性のある医療用光源、ならびに、それから
得られる、血液特性（たとえば、ＣＯ、酸素、またはビリルビンのレベル）のモニターを
対象とする診断デバイス、および病気の処置のための光線療法デバイスを開示した。
【００１８】
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　Ｖｏｇｌｅｒ　ＫｌａｕｓとＫａｌｌｅｒｔ　Ｈｅｉｋｏは、ＥＰ　０１８１８０７７
において、皮膚の処置のためのデバイスを開示した。このデバイスは、光源として、潜在
的に可撓性のある有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）を含む。このデバイスは、衣類または
プラスターにおいて一体化できる。
【００１９】
　Ａｔｔｉｌｉら（Ｂｒ．Ｊ．Ｄｅｒｍａｔｏｌ．１６１（１）、１７０－１７３．２０
０９）は、非黒色腫皮膚癌の処置において、着用できる低照射ＯＬＥＤを用いる、移動式
光力学的療法（ＰＤＴ）の非盲検パイロット臨床試験を公表し、ＯＬＥＤ－ＰＤＴが、軽
量であるという付加的な利点を有するので、通常のＰＤＴよりつらさが少なく、それゆえ
に、より便利な自宅でのＰＤＴの可能性を有することを示唆した。
【００２０】
　Ｓａｍｕｅｌらは、ＥＰ　１４４４００８Ｂ１において、治療的および／または美容的
処置に用いられる、移動式デバイスを開示したが、このデバイスは、ＯＬＥＤを含み、ポ
リ（ｐ－フェニレンビニレン）（ＰＰＶ）が例として使用される。
【００２１】
　ＥＰ　１４４４００８は、光力学的療法の処置のための、ＯＬＥＤを含むデバイスを開
示している。
【００２２】
　有機発光ダイオードは、本来的に可撓性があり、また、印刷技術、たとえばインクジェ
ット印刷またはスクリーン印刷によって、大面積にコーティングできるという点で、それ
らの無機の対応物（発光ダイオード－ＬＥＤ）を凌ぐ多くの利点を有する。
【００２３】
　しかし、ＯＬＥＤでは、活性金属、たとえば、ＢａおよびＣａが、陰極として用いられ
る。その結果、ＯＬＥＤは、保管と作動の両方において、長い寿命を確保するために、優
れた封止（encapsulation）を必要とする。総合的に、それぞれが数十ナノメートルの多
層構造体である、ＯＬＥＤの製造は、依然として入り組んだ、高コストの仕事である。
【００２４】
　他方において、ＯＬＥＤの1つの欠点は、有機エミッターの特質に起因する広い発光で
あり、これは、エネルギーの損失または望まれていない副作用をもたらす可能性がある。
ＯＬＥＤの広い発光スペクトルは、光線療法の用途においてだけでなく、他の技術分野、
たとえばディスプレイおよび照明用途においてもまた、望まれていない。たとえば、ディ
スプレイ用途では、有機エミッターは、通常、低い色純度を有する。
【００２５】
　ＯＬＥＤにおける有機エミッターの別の欠点は、その限られた量子効率である。量子統
計学によれば、励起子の生成確率がスピン依存性でなければ、ＯＬＥＤでは、１つの１重
項あたり３つの３重項が生成される。蛍光材料に基づくデバイスでの１重項励起子の生成
確率は、たった２５％である。このため、２５％の内部量子効率という根本的な限界が、
１重項エミッターにもっぱら基づくＯＬＥＤに課される。この限界は、燐光ドーパント（
３重項エミッターとも呼ばれる）、通常、重金属を含有する錯体を組み入れることによっ
て乗り越えることができ。これは、スピン－軌道カップリングを増し、１重項と３重項の
両方の励起子を獲得できる。しかし、金属錯体は、合成が難しく、安定性の問題を有する
。これまでのところ、安定な（濃い）青色３重項エミッターは、依然として、捉え難い。
さらに、有機材料の３重項レベルは、１重項レベルより、通常、少なくとも０．５ｅＶ高
いので、大きなバンドギャップ（または、ＨＯＭＯ－ＬＵＭＯギャップ）をそれ自体有す
る青色３重項エミッターは、隣接層におけるホスト材料および電荷輸送材料に極端に難し
い要求を課すであろう。
【００２６】
　他方、別のクラスの発光材料、以下で記載される、いわゆる量子ドットまたは単分散ナ
ノ結晶もまた、この数年間にかなりの注目を集めた。量子ドットの利点は、１）１重項有
機エミッターの２５％と比較して１００％もの理論内部量子効率；２）一般的有機溶媒に
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可溶；３）発光波長が、コアサイズによって容易に調整できる；４）狭い発光スペクトル
；５）無機材料の固有の安定性である。
【００２７】
　半導体材料を含む最初の単分散ナノ結晶（本明細書において、量子ドットまたはＱＤと
も呼ばれる）は、ＣｄＥ（Ｅ＝Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ）に基づき、Ｂａｗｅｎｄｉによる、いわ
ゆるＴＯＰＯ（トリオクチルホスフィンオキシド）法（後に、Ｋａｔａｒｉらにより変更
を加えられた）を用い、製造された。ＱＤの合成についての総説は、Ｍｕｒｒａｙ、Ｎｏ
ｒｒｉｓ、Ｂａｗｅｎｄｉ、「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　ｎｅａｒｌｙ　ｍｏｎｏｄｉｓｐｅｒｓｅ　ＣｄＥ（Ｅ＝ｓｕｌｆｕｒ
、ｓｅｌｅｎ、ｔｅｌｌｕｒｉｕｍ）ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔ
ａｌｌｉｔｅｓ」、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１５［１９］、８７０６－８７１５
、１９９３によって与えられている。主に報告されている量子ドットのキャップは、トリ
オクチルホスフィンオキシド（ＴＯＰＯ）またはトリオクチルホスフィン（ＴＯＰ）に基
づいており、これらは、電子輸送特性を有すると想定されている。
【００２８】
　ＣｄＳｅ　ＱＤに基づく最初の発光ダイオードは、Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓら、「Ｌｉｇ
ｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅｓ　ｍａｄｅ　ｆｒｏｍ　ｃａｄｍｉｕｍ　ｓｅｌ
ｅｎｉｄｅ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　ａｎｄ　ａ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ　
ｐｏｌｙｍｅｒ」、Ｎａｔｕｒｅ（Ｌｏｎｄｏｎ）３７０［６４８８］、３５４－３５７
、１９９４によって報告され、この場合、ＱＤからなる多層が、ＰＰＶ（ポリ（ｐ－フェ
ニレン－ビニレン））と電極との間に挟まれ、電圧を加えることによって赤色発光した。
Ｂｕｌｏｖｉｃら、「Ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｆｒｏｍ　ｓｉｎｇｌ
ｅ　ｍｏｎｏｌａｙｅｒｓ　ｏｆ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　ｉｎ　ｍｏｌｅｃｕｌａ
ｒ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ」、Ｎａｔｕｒｅ（Ｌｏｎｄｏｎ）４２０［６９１
７］、８００－８０３、２００２は、２つの有機層の間に挟まれたＣｄＳｅ　ＱＤの単一
層の使用を記載する。
【００２９】
　Ｌｅｇｅｒら（Ａｂｓｔｒａｃｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　６４ｔｈ　Ｎｏｒｔｈｗｅｓｔ　Ｒ
ｅｇｉｏｎａｌ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｓｏｃｉｅｔｙ、Ｔａｃｏｍａ、ＷＡ、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ、Ｊｕｎｅ　２８
～Ｊｕｌｙ　１、２００９）は、有望な結果を有する、共役ポリマーおよび量子ドットを
含む発光性電気化学セルを開示した。しかし、共役ポリマーは、溶液から容易にコーティ
ングできたが、ポリマーＯＬＥＤ／ＯＬＥＣの性能は、蒸着による低分子（ＳＭ）ＯＬＥ
Ｄに基づくＯＬＥＤのそれに、はるかに劣っている。さらに、共役ポリマーは、広がった
共役のせいで、一般に、非常に低い３重項レベルを有する。緑色３重項ＯＬＥＤのための
共役ポリマーマトリックスは、これまで、報告または開示されていない。
【００３０】
　その結果、本発明の目的は、細胞および細胞組織の処置のための、改善された電子デバ
イスおよび方法を提供することである。
【００３１】
　一態様において、発光電気化学セル（ＯＬＥＣ）、少なくとも一つの量子ドットを含む
発光電気化学セル（ＱＤ－ＬＥＣ）、および少なくとも一つの量子ドットを含む有機発光
デバイス（ＱＤ－ＯＬＥＤ）から選択される少なくとも一つの光源を含む、細胞および／
または細胞組織の処置デバイスが提供される。
【００３２】
　別の態様によれば、細胞および／または細胞組織の処置のためのパーツのキットは、先
行する請求項の何れかのデバイスおよび局所用組成物または局所用発色団組成物を含む。
【００３３】
　更なる態様は、美容的処置；予防的処置；治療的処置；非侵襲性処置；細胞および／ま
たは細胞組織の活性化、刺激、不活性化、消毒、脱毛、光線療法、光力学的療法、体外処
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置、体内処置；細胞組織のピーリングおよび／またはリフティング；および／または幹細
胞の分化の活性化または阻害のための、先行する請求項の何れかのデバイスまたはパーツ
のキットの使用を提供する。
【００３４】
　更なる態様において、有機発光電気化学セル（ＯＬＥＣ）、少なくとも一つの量子ドッ
トを含む発光電気化学セル（ＱＤ－ＬＥＣ）、および少なくとも一つの量子ドットを含む
有機発光デバイス（ＱＤ－ＯＬＥＤ）から選択される少なくとも一つの光源を含む、細胞
および／または細胞組織の処置デバイスから発せられる光に、細胞または細胞組織を晒す
ことを含む、細胞および／または細胞組織の処置方法が、提供される。
【００３５】
　本発明は、その発光波長を正確に用途に合わせることができる、細胞および／または細
胞組織の処置デバイスを提供する。このため、発光の色純度が向上する。さらに、細胞お
よび／または細胞組織の処置デバイスは、高効率、ならびにスペクトルの紫外（ＵＶ）お
よび／または赤外（ＩＲ）における低いエネルギー損失を有する。さらに、細胞および／
または細胞組織の処置デバイスは、細胞および細胞組織の処置の様々な技術分野、たとえ
ば、光線療法および／またはＰＤＴにおいて、用いることができる。細胞および／または
細胞組織の処置デバイスは、容易に製造できる。細胞および／または細胞組織の処置デバ
イスは、特に光線療法の用途に関して、使用者に優しく（user friendly）、これは、主
に、その大きさ、潜在的なデバイスの可撓性、および適合可能な大きさ、形状、照射波長
および照射強度に起因する。驚くべきことに、態様の細胞および／または細胞組織の処置
デバイスを用いると、細胞および／または細胞組織の効果的で、標的指向性のある処置が
可能になる。
【００３６】
　ＯＬＥＣは、Ｐｅｉ　＆　Ｈｅｅｇｅｒ、Ｓｃｉｅｎｃｅ（１９９５）、２６９、１０
８６－１０８８に最初に報告されたように、通常、２つの電極と、その間の電解質および
蛍光化学種の混合物またはブレンドとを含む。ＯＬＥＣの基礎を成す技術は、ＯＬＥＤま
たはＬＥＤのものとは異なる。ＯＬＥＤとＬＥＤの両方は、順方向バイアスおよび逆バイ
アスを有するダイオードである。ＯＬＥＣとは対照的に、ＯＬＥＤとＬＥＤの両方のＩ－
Ｖ（電流－電圧）曲線は、非対称である。それらが半導体技術を体現するのに対して、Ｏ
ＬＥＣは、基本的に、電気化学、またはより正確には、電界セルである。ＯＬＥＤにおけ
る電荷輸送は、ホールと電子が、いわゆる励起子（すなわち、電子－ホール－対）を生成
するまで、分子から分子へホールおよび電子が移動することにより起こる。電子とホール
が再結合する時に、発光する。ＯＬＥＣでは、電圧を加えると、電解質が、陽極で酸化さ
れ、陰極で還元される。
【００３７】
　驚くべきことに、有機発光電気化学セル（ＯＬＥＣ）は、細胞および細胞組織の処置の
ための光源として使用できる。ＯＬＥＣは、それらの構造が非常に簡単であり、そのため
、容易に製造される。曲がったまたは３次元表面を有するデバイスの製造は、このような
表面をＯＬＥＤに製造することに比べて、ＯＬＥＣの場合に、複雑さが少ない。これは、
層の均質性に関する要求の厳しさが、より低いという事実に起因する。このため、特に大
量生産での製造コストが、ＯＬＥＤのそれらに比べて、ずっと小さい。さらに、ＯＬＥＣ
は、空気に影響を受け易い電荷注入層または金属、たとえば、電子注入のためのＢａまた
はＣｓに頼らず、このことが、ＯＬＥＤに比べて、それらの製造をさらに簡単にし、それ
らの費用効率を、より高める。これは、ＯＬＥＣの封止に対する要求の厳しさが、より低
いことに起因する。
【００３８】
　分子カチオンおよびアニオンは、電場の下で拡散し、その間に発光性有機材料をドーピ
ングし、終には、それらは、出会い、一緒になって、いわゆるｐ－ｎ接合を形成する。さ
らに、励起子が、ｐ－ｎ接合において、発光性有機化合物上に生成される。励起子の放射
減衰（radiative decay）により、発光が起こる。ＯＬＥＣの最初の論文および原理は、
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論文、Ｑｉｂｉｎｇ　Ｐｅｉら、Ｓｃｉｅｎｃｅ、１９９５、２６９、１０８６－１０８
８を参照できる。ＯＬＥＣは、対称なＩ－Ｖ曲線を示し、低駆動電圧を有し、陰極として
活性金属を必要としない。
【００３９】
　態様によれば、ＯＬＥＣは、２つの電極の間に、治療疾患および／または美容に関する
状態の処置および／または予防のための組成物を含むことができ、この組成物は、少なく
とも一種のイオン種および少なくとも一種の有機エレクトロルミネッセンス化合物（elec
troluminescent compound）を含むことを特徴とする。前記組成物は、蛍光エミッター材
料、燐光エミッター材料、および発光性有機金属錯体から選択される少なくとも一種の有
機エレクトロルミネッセンス化合物を含むことができる。さらに、イオン種は、カチオン
またはアニオンであり得る。
【００４０】
　態様によるＱＤ－ＯＬＥＣは、２つの電極の間に、電解質および蛍光性化学種の混合物
またはブレンド、たとえば、治療疾患および／または美容に関する状態の処置および／ま
たは予防のための前記組成物を含み、これは、少なくとも一つの量子ドットを含む。
【００４１】
　態様のＯＬＥＣまたはＱＤ－ＯＬＥｃは、繊維の形（ＯＬＥＦＣ、ＱＤ－ＯＬＥＦＣＳ
）を有していてもよい。たとえば、ＯＬＥＦＣまたはＱＤ－ＯＬＥＦＣＳは、可撓性であ
るかまたは堅い繊維コアを含む。繊維コアは、外側の第１の電極；少なくとも一種の有機
エレクトロルミネッセンス化合物と少なくとも一種のイオン種とを含み、前記第１の電極
の外側表面上に位置する、発光層（ＥＭＬ）；および、有機発光層の上に位置する放射透
過性の第２の電極；を有していてもよい。さらに、繊維は、円形、卵形、もしくは多角形
の横断面、またはこれらの組合せを有していてもよい。ＯＬＥＦＣまたはＱＤ－ＯＬＥＦ
ＣＳは、蛍光エミッター材料、燐光エミッター材料、および発光性有機金属錯体から選択
される少なくとも一種の有機エレクトロルミネッセンス化合物を含んでいてもよい。有機
エレクトロルミネッセンス化合物は、少なくとも一種のホスト材料および少なくとも一種
のエミッター材料を含んでいてもよく、ホスト材料は、好ましくは、アントラセン、ベン
ゾアントラセン、ケトン、カルバゾール、トリアリールアミン、インデノフルオレン、フ
ルオレン、スピロビフルオレン、フェナントレン、デヒドロフェナントレン、チオフェン
、トリアジン、イミダゾール、これらの異性体および誘導体から選択される。さらに、Ｏ
ＬＥＦＣまたはＱＤ－ＯＬＥＦＣは、ホール輸送材料（ＨＴＭ）、ホール注入材料（ＨＩ
Ｍ）、電子輸送材料（ＥＴＭ）、および電子注入材料（ＥＩＭ）から選択される少なくと
も一種の更なる機能性材料、ならびに／または少なくとも一種のイオン性遷移金属錯体（
ｉＴＣＭ）を含んでいてもよい。
【００４２】
　量子ドットは、有機機能性材料、たとえば、エミッター、ホスト材料、ホール輸送材料
、ホール注入材料、電子輸送材料、および電子注入材料と一緒に、ＯＬＥＣおよびＯＬＥ
Ｄに用いることができる。量子ドットは、容易に製造でき、有機蛍光または燐光化合物と
は対照的に、狭い発光スペクトルを有する。それらは、量子ドットの発光極大を決める大
きさに関して、用途に合わせることができる。高い光ルミネッセンス効率も、量子ドット
によって得ることができる。さらに、それらの発光強度は、用いられるそれらの濃度によ
って、用途に合わせることができる。さらに、量子ドットは、多くの溶媒に可溶である、
または一般的な有機溶媒に容易に可溶化できるので、多方面の加工方法、特に印刷法、た
とえば、スクリーン印刷、オフセット印刷、およびインクジェット印刷が可能となる。
【００４３】
　驚くべきことに、それぞれ「少なくとも一つの量子ドット」を含む、ＬＥＣおよび／ま
たはＯＬＥＤは、細胞および細胞組織の処置のための光源として使用できる。態様の細胞
および細胞組織の処置デバイスは、「少なくとも一つの量子ドット」を含む発光電気化学
セル（ＱＤ－ＬＥＣ）を含んでいてもよい。別の態様において、態様の細胞および細胞組
織の処置デバイスは、「少なくとも一つの量子ドット」を含む有機発光デバイス（ＱＤ－
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ＯＬＥＤ）を含んでいてもよい。態様のＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－Ｏ
ＬＥＤは、ホスト材料、蛍光エミッター、燐光エミッター、ホール輸送材料（ＨＴＭ）、
ホール注入材料（ＨＩＭ）、電子輸送材料（ＥＴＭ）、および電子注入材料（ＥＩＭ）か
ら選択される、少なくとも一種のイオン性化合物および／または少なくとも一種の低分子
（small）有機機能性材料をさらに含んでいてもよい。
【００４４】
　一般に、量子ドットは、その励起子が、３つの全ての空間次元において限定された半導
体である。結果的に、それらは、バルク半導体の特性と離散的な分子の特性との間である
特性を有する。たとえば、化学的方法による、もしくはイオン注入によって、または最新
式のリソグラフィー技術によって製造されるナノデバイスにおいて、量子ドット構造体を
製造するいくつかの方法が存在する。本発明での量子ドットは、コロイド半導体ナノ結晶
（コロイド量子ドット、またはナノドットもしくはナノ結晶としても知られる）を表し、
これらは、化学的方法によって製造される。
【００４５】
　半導体材料を含む最初の単分散コロイド量子ドットは、ＣｄＥ（Ｅ＝Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ）
に基づき、Ｂａｗｅｎｄｉによる、いわゆるＴＯＰＯ（トリオクチルホスフィンオキシド
）法（後に、Ｋａｔａｒｉらにより変更を加えられた）を用い、製造された。ＱＤの合成
についての総説は、Ｍｕｒｒａｙ、Ｎｏｒｒｉｓ、Ｂａｗｅｎｄｉ、「Ｓｙｎｔｈｅｓｉ
ｓ　ａｎｄ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｎｅａｒｌｙ　ｍｏｎｏｄｉｓ
ｐｅｒｓｅ　ＣｄＥ（Ｅ＝ｓｕｌｆｕｒ、ｓｅｌｅｎ、ｔｅｌｌｕｒｉｕｍ）ｓｅｍｉｃ
ｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｔｅｓ」、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ
．１１５［１９］、８７０６－８７１５、１９９３によって与えられている。当業者に知
られている任意の方法を、ＱＤを生成するために用いることができるが、好ましくは、無
機ＱＤを制御して成長させる溶液相コロイド法が用いられる。前記コロイド法は、たとえ
ば、Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓ，Ａ．Ｐ．、「Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｃｌｕｓｔｅｒ
ｓ，ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ，ａｎｄ　ｑｕａｎｔｕｍ　ｄｏｔｓ」、Ｓｃｉｅｎｃｅ
　２７１：９３３（１９９６）；Ｘ．Ｐｅｎｇ、Ｍ．Ｓｃｈｌａｍｐ、Ａ．Ｋａｄａｖａ
ｎｉｃｈ、Ａ．Ｐ．Ａｌｉｖｉｓａｔｏｓ、「Ｅｐｉｔａｘｉａｌ　ｇｒｏｗｔｈ　ｏｆ
　ｈｉｇｈｌｙ　ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ＣｄＳｅ／ＣｄＳ　Ｃｏｒｅ／Ｓｈｅｌｌ　
ｎａｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ　ｗｉｔｈ　ｐｈｏｔｏｓｔａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃ　ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ」、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．３０：
７０１９－７０２９（１９９７）；および、Ｃ．Ｂ．Ｍｕｒｒａｙ、Ｄ．Ｊ．Ｎｏｒｒｉ
ｓ、Ｍ．Ｇ．Ｂａｗｅｎｄｉ、「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｎｅａｒｌｙ　ｍｏｎｏｄｉｓｐｅｒｓｅ　ＣｄＥ（Ｅ＝ｓｕｌｆｕ
ｒ、ｓｅｌｅｎｉｕｍ、ｔｅｌｌｕｒｉｕｍ）ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｎａｎｏｃ
ｒｙｓｔａｌｌｉｔｅｓ」、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１５：８７０６（１９９３
）に開示されている。これらの方法は、クリーンルームおよび高価な製造設備を必要とせ
ず、低コストの加工を可能にする。これらの方法では、高温で熱分解を受ける金属前駆体
が、有機界面活性剤分子の高温溶液に、素早く注入される。これらの前駆体は、高温で壊
れ、反応して、ナノ結晶の核を生成する。この初期核生成段階の後、成長している結晶に
モノマーを添加することによって、成長段階が始まる。こうして、結晶性ナノ粒子が、そ
れらの表面をコーティングする有機界面活性剤分子を含む溶液中で得られる。
【００４６】
　これらの方法において、合成は、数秒に渡って起こる初期の核形成事象と、その後の数
分間の高温での結晶成長として行われる。パラメータ、たとえば、温度、存在する界面活
性剤のタイプ、前駆体材料、および界面活性剤とモノマーとの比は、反応の特質および進
行を変えるために変更を加えることができる。温度は、核形成事象の構造に関わる段階、
前駆体の分解速度、および成長速度を制御する。有機界面活性剤分子は、溶解性とナノ結
晶の形状の制御との両方に影響する。界面活性剤とモノマーとの比、界面活性剤相互、モ
ノマー相互の比、およびモノマーの個々の濃度は、成長動力学（kinetics）に強く影響す
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る。
【００４７】
　ＯＬＥＤにおいて見出される典型的な層の順序は、たとえば、次の通りである：
　－　任意選択で、第１基板、
　－　陽極層、
　－　任意選択で、ホール注入層（ＨＩＬ）、
　－　任意選択で、ホール輸送層（ＨＴＬ）および／または電子ブロッキング層（ＥＢＬ
）、
　－　発光または活性層（これは、電気的または光学的励起で、励起子を生成する）、
　－　任意選択で、電子輸送層（ＥＴＬ）および／またはホールブロッキング層（ＨＢＬ
）、
　－　任意選択で、電子注入層（ＥＩＬ）、
　－　陰極層、
　－　任意選択で、第２基板。
【００４８】
　前記の層構造の順序は、一例である。他の順序が可能である。
【００４９】
　態様によるＱＤ－ＯＬＥＤは、陰極、陽極、発光層を含む電子デバイスであってよいが
、ここで、発光層は、「少なくとも一つの量子ドット」および少なくとも一種の有機ホス
ト材料を含む。
【００５０】
　ＱＤ－ＯＬＥＤにおいては、量子ドットの高い内部量子効率（１００％の理論的最大値
）を可能にするために、励起子が、有機ホスト上でではなく、量子ドット上で直接生成さ
れることが非常に望ましい。ＱＤ－ＯＬＥＤの態様によれば、これは、前記量子ドットの
イオン化ポテンシャル（価電子帯またはＶＢ）が、有機ホストのＨＯＭＯより、少なくと
も０．３ｅＶ高いか、または、量子ドットの電子親和力（伝導帯またはＣＢ）が、有機ホ
ストのＬＵＭＯより、少なくとも０．３ｅＶ低いかの何れかである、活性層または発光層
を用いることによって実現できる。有機ホストは、好ましくは、量子ドットより大きなバ
ンドギャップを有する。
【００５１】
　態様のＱＤ－ＯＬＥＤにおけるＱＤの濃度は、０．５～２０ｖｏｌ％、好ましくは１～
１５ｖｏｌ％、非常に好ましくは２～１０ｖｏｌ％、最も好ましくは２～５ｖｏｌ％であ
ってよい。最も好ましい態様において、量子ドットの濃度は、それが、有機ホストにおけ
るホールトラップまたは電子トラップとして働くように調節される。好ましい一態様にお
いて、量子ドットは、有機ホストのＬＵＭＯより、少なくとも０．３ｅＶ、より好ましく
は０．４ｅＶ、非常に好ましくは０．５ｅＶ低い電子親和力を有する。この態様において
、量子ドットは、電子トラップまたは深い電子トラップとして働く。
【００５２】
　ＱＤ－ＯＬＥＤの態様では、入手可能な標準的量子ドットを用いることが望ましく、こ
れらは、通常、前記のように、深いＨＯＭＯおよび深いＬＵＭＯを有する。適切な有機ホ
ストは、また、深いＨＯＭＯもしくは深いＬＵＭＯの何れかまたは両方を有するべきであ
る。好ましい一態様において、有機ホストは、－３．０ｅＶより低い、より好ましくは－
３．５ｅＶより低い、特に好ましくは－４．０ｅＶより低いＬＵＭＯを有する。別の好ま
しい態様において、有機ホストは、－５．７ｅＶより低い、より好ましくは－６．０ｅＶ
より低い、特に好ましくは－６．２ｅＶより低いＨＯＭＯを有する。
【００５３】
　深いＨＯＭＯまたは深いＬＵＭＯの有機ホストは、強い電子吸引基を含む化合物から選
択でき、これらの基は、好ましくは、ハロゲン、ニトリル、カルボニルおよびニトロ基、
たとえば、－Ｆ、－ＣＮ、－ＣＯ、および－ＮＯ2から選択できる。深いＨＯＭＯまたは
深いＬＵＭＯの有機ホストは、低分子、オリゴマー、ポリマーおよびデンドリマー、また
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はこれらの組合せから選択できる。
【００５４】
　好ましくは、ホール注入層または電荷生成層は、透明である、たとえば、取り出し（ou
tcoupling）光または入射光に対して透明である。
【００５５】
　態様に適するホール注入層または電荷生成層は、たとえば、ＵＳ　７５６４１８２およ
びＵＳ　２００６／０２４０２７７Ａ１に開示されている、タンデムＯＬＥＤのための電
荷生成層または中間コネクター層から選択できる。
【００５６】
　一態様によれば、ＱＤ－ＯＬＥＤにおいて、ホール注入層または電荷生成層は、１種以
上の遷移金属酸化物から選択される、または１種以上の遷移金属酸化物を含む。更なる態
様において、ホール注入層は、好ましくは、酸化バナジウム（ＶＯx）、酸化モリブデン
（ＭｏＯx）、酸化ルテニウム（ＲｕＯx）および酸化タングステン（ＷＯx）から選択さ
れる、または含む。
【００５７】
　態様において、電荷生成層は、有機または無機化合物を含む、単一層である。好ましく
は、電荷生成層は、無機層であり、これは、その上に、発光層が、溶液からコーティング
されることを可能にしてもよい。適切な無機の電荷生成材料は、遷移金属酸化物（ＴＭＯ
）から選択できる。特に好ましいＴＭＯは、５．６ｅＶ以上の仕事関数を有するもの、た
とえば、酸化バナジウム（ＶＯx）、酸化モリブデン（ＭｏＯx）、酸化ルテニウム（Ｒｕ
Ｏx）および酸化タングステン（ＷＯx）である。ＯＬＥＤにおけるホール注入層としての
ＶＯx、ＭｏＯx、ＲｕＯxの使用については、Ｔｏｋｉｔｏらによって、Ｊ．Ｐｈｙｓ．
Ｄ：Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．２９（１９９６）２７５０に報告されているものが参照できる
。また、ホール注入層としての酸化タングステン（ＷＯx）は、たとえば、Ｈｏｐｉｎｇ
らによって、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．９２、２１３３０６（２００８）に報告さ
れた。遷移金属酸化物の仕事関数は、ケルヴィン－プローブ測定によって求めることがで
き、たとえば、ＷＯ3は、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．９１、１１３５０６（２００
７）に報告されているように、６．４ｅＶ、また、ＭｏＯ3は、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌ
ｅｔｔ．９５、１２３３０１（２００９）に報告されているように、６．７ｅＶの仕事関
数を有する。
【００５８】
　無機電荷生成層を含む好ましいＱＤ－ＯＬＥＤの構造は、次の層構造を有する：基板／
陽極／ホール注入層（ＨＩＬ）または電荷生成層（ＣＧＬ）／発光層（ＥＭＬ）／陰極。
任意選択で、また好ましくは、前記デバイスは、ＥＭＬと陰極との間に、さらに、電子輸
送層および／またはバッファー層を含んでいてもよく、これらは、陰極によるクエンチン
グを低減してもよい。
【００５９】
　適切な更なる電荷生成材料は、５．６ｅＶ以上の電子親和力を有する有機化合物から選
択できる。適切な有機電荷生成材料は、有機ｐ－ドーパントから選択でき、これらは、Ｏ
ＬＥＤにおけるｐ－ドーピングに用いられる。ｎ－およびｐ－ドーピングの一般原理、お
よびそれに関連する材料については、Ｃｈｅｍ．Ｒｅｖ．、２００７、１０７（４）、１
２３３－１２７１を参照されたい。適切な有機ｐ－ドーパントは、これらに限定されない
が、たとえば、下記のｐ－ドーパントから選択される。適切な更なる電荷生成層は、光感
受性の、特に、ＩＲ－感受性の電荷生成層であり得る。
【００６０】
　有機電荷生成層を含む好ましいＱＤ－ＯＬＥＤの構造は、次の層構造を有する：基板／
陰極／ＥＭＬ／ＨＩＬまたはＣＧＬ／陽極。
【００６１】
　任意選択で、または好ましくは、態様のＱＤ－ＯＬＥＤは、ＥＭＬと陰極との間に、電
子輸送層および／またはバッファー層をさらに含んでいてもよく、これらは、陰極による
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クエンチングを低減してもよい。これは、有機ｐ－ドーパントが、通常、熱真空蒸着によ
って堆積され得るためである。
【００６２】
　他の態様によれば、ＱＤ－ＯＬＥＤは、陰極、陽極、発光層を含む電子デバイスであっ
てもよいが、ここで、発光層は、１種以上の量子ドットおよび少なくとも一種の有機エミ
ッター（これは、低分子エミッター、低分子１重項エミッターおよび３重項エミッターか
ら選択される）を含む組成物を含む。前記の１種以上の量子ドットの少なくとも一種の発
光波長は、有機エミッターの発光波長より長くてもよい。さらに、前記の「少なくとも一
つの量子ドット」は、４５０～９００ｎｍの範囲の波長に少なくとも一つの吸収強度最大
値を有していてもよく；および／または、有機エミッターが、４５０～９００ｎｍの範囲
の波長に少なくとも一つの吸収強度最大値を有していてもよい。「少なくとも一つの量子
ドット」と有機エミッターとの比は、体積で、１：２～２：１、好ましくは、体積で、０
．０１：１～０．２：１であってよい。
【００６３】
　本発明による細胞および／または細胞組織の処置デバイスに使用される、ＱＤ－ＬＥＣ
および／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、望まれる効果を実現するために必要とされるだけ多く
の量子ドットを含むことができる。好ましくは、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬ
ＥＤは、１００種未満、特に好ましくは７０種未満、特に非常に好ましくは４０種未満の
異なる量子ドットを含む。好ましい更なる態様において、前記アレイは、２０種未満の異
なるタイプの量子ドットを含む。
【００６４】
　さらに別の態様において、本発明によるＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは
、４種、好ましくは３種、特に好ましくは２種、特に非常に好ましくは１種の量子ドット
を含む。好ましいのは、１種の量子ドットを含むＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬ
ＥＤである。
【００６５】
　本発明によるＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、好ましくは、それぞれが
、ＬＥＣおよび／またはＯＬＥＤの発光層の全量に対して、少なくとも０．１ｗｔ％、特
に好ましくは少なくとも０．５ｗｔ％、特に非常に好ましくは少なくとも３ｗｔ％の濃度
で量子ドット（複数可）を含む。一態様において、本発明によるＱＤ－ＬＥＣおよび／ま
たはＱＤ－ＯＬＥＤは、１５種未満、好ましくは１０種未満、特に好ましくは７種未満、
特に非常に好ましくは５種未満の低分子有機機能性材料（複数可）を含む。
【００６６】
　本発明によれば、低分子有機機能性材料、たとえば、低分子エミッターまたは低分子１
重項エミッターは、有機エレクトロニクスの分野において一般的に用いられ、当業者によ
く知られている材料である。低分子有機機能性材料を集めた好ましい列挙は、ＥＰ　０９
０１５２２２．４およびＥＰ　１０００２５５８．４に開示されている。低分子有機機能
性材料という用語は、望まれるホスト、発光、ホール注入、ホール輸送、電子注入および
／または電子輸送の特性を有する低分子を表す。
【００６７】
　本発明による低分子は、ポリマー、オリゴマー、デンドリマー、またはブレンドでない
分子である。特に、低分子には、繰返し構造がない。低分子の分子量は、通常、少数の繰
返し単位を有するポリマー、オリゴマーまたはこれら未満の範囲にある。低分子の分子量
は、好ましくは、４０００ｇ／ｍｏｌ未満、特に好ましくは３０００ｇ／ｍｏｌ未満、特
に非常に好ましくは２０００ｇ／ｍｏｌ未満であってよい。
【００６８】
　ポリマーは、１０～１００００、特に好ましくは２０～５０００、特に非常に好ましく
は５０～２０００個の繰返し単位を有していてよい。オリゴマーは、２～９個の繰返し単
位を有していてよい。ポリマーおよびオリゴマーの分枝度（branching index）は、０（
分枝のない線状ポリマー）～１（完全に分枝したデンドリマー）である。本明細書で用い
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られる場合、デンドリマーという用語は、Ｍ．Ｆｉｓｃｈｅｒら、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ
．、Ｉｎｔ．Ｅｄ．１９９９、３８、８８５に従って定義される。
【００６９】
　ポリマーの分子量（Ｍｗ）は、好ましくは、約１００００～約２００００００ｇ／ｍｏ
ｌの範囲、特に好ましくは、約１０００００～約１５０００００ｇ／ｍｏｌの範囲、特に
非常に好ましくは、約２０００００～約１００００００ｇ／ｍｏｌの範囲にあってよい。
Ｍｗの決定は、たとえば、ポリスチレンを内部標準とするゲル浸透クロマトグラフィー（
ＧＰＣ）を用いることによって、当業者に知られている標準的な技法に従って実施できる
。
【００７０】
　ブレンドは、少なくとも一種のポリマー、デンドリマー、またはオリゴマー成分を含む
混合物であってよい。
【００７１】
　ホスト、ホスト材料またはマトリックス材料という用語は、エミッターに比べて大きな
エネルギーギャプを有し、電子もしくはホール輸送特性の何れかまたは両方を有する材料
を表す。本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスの、たとえば、１重項ＯＬ
ＥＤの場合には、エミッターの吸収スペクトルが、エネルギー移動を保証するために、ホ
ストの光ルミネッセンススペクトルと本質的に重なることが非常に望まれる。本発明によ
る細胞および／または細胞の処置デバイスのＱＤ－ＬＥＣは、少なくとも一種の低分子ホ
ストを含んでいてよい。基本的に、どのような低分子ホストまたはマトリックス材料も、
本発明により使用できる。
【００７２】
　エミッターという用語は、光学的または電子的に励起子エネルギーを受け取ると、放射
減衰をして発光する材料を表す。基本的には、２つのクラスのエミッター、蛍光エミッタ
ーおよび燐光エミッターが存在する。蛍光エミッターという用語は、励起１重項状態から
その基底状態へ、放射遷移をする材料または化合物に関する。このため、蛍光エミッター
はまた、１重項エミッターとも呼ばれることがある。燐光エミッターという用語は、遷移
金属（これらは、また、希土類金属、ランタニドおよびアクチニドも含む）を含むルミネ
ッセンス材料または化合物に関する。燐光エミッターは、主に、スピン禁制遷移（たとえ
ば、励起３重項または５重項状態からの遷移）が起こることによって発光する。しかし、
燐光エミッターによる発光の一定部分は、また、１重項状態からの発光遷移によって引き
起こされてもよい。
【００７３】
　本明細書で用いられる場合、ドーパントという用語もまた、エミッターまたはエミッタ
ー材料という用語に対して用いられる。基本的に、任意の低分子発光化合物を、本発明に
従って使用できる。
【００７４】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、ホール輸送材
料（ＨＴＭ）から選択される少なくとも一種の低分子有機機能性材料を含んでいてよい。
ＨＴＭは、ホール注入材料または陽極から注入されるホール（すなわち、正電荷）を輸送
できる材料または単位であることに特徴がある。
【００７５】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、４種、好まし
くは３種、特に好ましくは２種、特に非常に好ましくは１種のＨＴＭ（複数可）を含んで
いてよい。好ましいのは、１種のＨＴＭを含むＱＤ－ＬＥＣである。
【００７６】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、好ましくは、
それぞれが、ホール輸送層の全量に対して、少なくとも０．１ｗｔ％、特に好ましくは少
なくとも２ｗｔ％、特に非常に好ましくは少なくとも１０ｗｔ％の濃度のＨＴＭ（複数可
）を含む。
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【００７７】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、ホール注入材
料（ＨＩＭ）から選択される少なくとも一種の低分子有機機能性材料を含んでいてよい。
ＨＩＭは、陽極からホール（すなわち、正電荷）が注入されることを容易にすることがで
きる材料または単位を表す。
【００７８】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、４種、好まし
くは３種、特に好ましくは２種、特に非常に好ましくは１種のＨＩＭ（複数可）を含む。
好ましいのは、１種のＨＩＭを含むＱＤ－ＬＥＣである。
【００７９】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、好ましくは、
それぞれが、ホール注入層の全量に対して、少なくとも０．１ｗｔ％、特に好ましくは少
なくとも０．５ｗｔ％、特に非常に好ましくは少なくとも３ｗｔ％の濃度のＨＩＭ（複数
可）を含む。
【００８０】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、電子輸送材料
（ＥＴＭ）から選択される少なくとも一種の低分子有機機能性材料を含んでいてよい。Ｅ
ＴＭは、ＥＩＭまたは陰極から注入される電子（すなわち、負電荷）を輸送できる材料を
表す。
【００８１】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、４種、好まし
くは３種、特に好ましくは２種、特に非常に好ましくは１種のＥＴＭ（複数可）を含む。
好ましいのは、１種のＥＴＭを含むＱＤ－ＬＥＣである。
【００８２】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、好ましくは、
それぞれが、電子輸送層の全量に対して、少なくとも０．１ｗｔ％、特に好ましくは少な
くとも２ｗｔ％、特に非常に好ましくは少なくとも１０ｗｔ％の濃度のＥＴＭ（複数可）
を含む。
【００８３】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、電子注入材料
（ＥＩＭ）から選択される少なくとも一種の低分子有機機能性材料を含んでいてよい。Ｅ
ＩＭは、電子（すなわち、負電荷）が陰極から有機層へ注入されることを容易にすること
ができる材料を表す。
【００８４】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、４種、好まし
くは３種、特に好ましくは２種、特に非常に好ましくは１種のＥＩＭ（複数可）を含む。
好ましいのは、１種のＥＩＭを含むＱＤ－ＬＥＣである。
【００８５】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、好ましくは、
それぞれが、電子注入層の全量に対して、少なくとも０．１ｗｔ％、特に好ましくは少な
くとも０．５ｗｔ％、特に非常に好ましくは少なくとも３ｗｔ％の濃度のＥＩＭ（複数可
）を含む。
【００８６】
　いくつかの態様において、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣ、ＱＤ－ＯＬＥＤから選択される少
なくとも一つの構成要素が、細胞および／または細胞組織の活性化、刺激、不活性化、消
毒、脱毛、光線療法、体外処置、および／または体内処置、および／または細胞組織のリ
フティングのために適合させられている。
【００８７】
　さらに、ある態様では、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣ、ＱＤ－ＯＬＥＤから選択される少な
くとも一つの構成要素が、多色性および／または狭帯域の光、および／または黄色波長範
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囲の光、および／または赤外波長範囲の光を発するように適合させられており；および／
または前記細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、連続波および／またはパルス
のデバイスである。
【００８８】
　ある態様では、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣ、ＱＤ－ＯＬＥＤから選択される少なくとも一
つの構成要素が、黄色光と赤外線との有効放射電力比が約４：１である多色性の光を発す
るように適合させられている。たとえば、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣ、ＱＤ－ＯＬＥＤから
選択される少なくとも一つの構成要素は、約４ｍＷ／ｃｍ2の有効放射電力において約５
９０ｎｍの黄色光および約１ｍＷ／ｃｍ2の有効放射電力において約８５０ｎｍの赤外線
を含む多色性の光を発するように適合させられている。
【００８９】
　ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣ、ＱＤ－ＯＬＥＤから選択される少なくとも一つの構成要素は
、約３００ｎｍ～約１３００ｎｍの波長で、および／または１０Ｊ／ｃｍ2未満の全エネ
ルギーフルエンスで、および／または約０．１フェムト秒～約１００秒の持続時間を有す
るパルスで、および／または約０．１～約１０００ミリ秒の前記パルス間のパルス間隔遅
延で、光を発するように適合させられていてよい。
【００９０】
　細胞および／または細胞の処置デバイスの態様は、発光ダイオード、レーザー、蛍光源
、発光ポリマー、キセノンアークランプ、ハロゲン化金属ランプ、フィラメント光源、強
力パルス光源、硫黄ランプ、およびこれらの組合せから選択される少なくとも一つの更な
る光源を含んでいてよいが、ここで、前記の少なくとも一つの更なる光源は、約４００ｎ
ｍ～約１６００ｎｍの波長で光を発するように適合させられている。
【００９１】
　さらに、細胞および／または細胞の処置デバイスの態様は、超音波源、細胞および／ま
たは細胞組織により受容される赤外放射の強度を低減するために適合させられたフィルタ
ー手段、波長または波長帯を選択するためのフィルター手段、および冷却手段から選択さ
れる少なくとも一つの構成要素を含んでいてよい。
【００９２】
　先行する請求項の何れかのデバイスであり、ここで、そのデバイスは、移動式デバイス
であり、および／または患者にデバイスを取り付けるための取り付け手段を含む。
【００９３】
　基本的に、当業者に知られている任意の低分子ＥＩＭを、本発明に従って用いることが
できる。本明細書において別の箇所で挙げられているＥＩＭに付け加えて、適切なＥＩＭ
は、８－ヒドロキシキノリンの金属錯体、複素環式有機化合物、フルオレノン、フルオレ
ニリデンメタン、ペリレンテトラカルボン酸、アントラキノンジメタン、ジフェノキノン
、アントロン、アントラキノンジエチレン－ジアミン、これらの異性体および誘導体から
選択される少なくとも一種の有機化合物を含み、本発明により用いることができる。
【００９４】
　８　ヒドロキシキノリンの金属錯体、たとえば、Ａｌｑ3およびＧａｑ3は、ＥＩＭとし
て用いることができる。陰極に対する界面での、アルカリ金属またはアルカリ土類金属、
たとえば、Ｌｉ、Ｃｓ、ＣａまたはＭｇによる還元性ドーピングは、利点がある。Ｃｓを
含む組合せ、たとえば、ＣｓおよびＮａ、ＣｓおよびＫ、ＣｓおよびＲｂ、またはＣｓ、
ＮａおよびＫが好ましい。
【００９５】
　複素環式有機化合物、たとえば、１，１０－フェナントロリン誘導体、ベンゾイミダゾ
ール、チオピランジオキシド、オキサゾール、トリアゾール、イミダゾールまたはオキサ
ジアゾールも、同様に適切である。窒素を含む適切な５員環の例は、オキサゾール、チア
ゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、トリアゾール、およびＵＳ　２００８／０
１０２３１１　Ａ１に開示されている化合物である。
【００９６】
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　好ましいＥＩＭは、式（１）～（３）を有する化合物から選択され、これらは、置換さ
れていても、無置換であってもよい。
【化１】

【００９７】
　有機化合物、たとえば、フルオレノン、フルオレニリデンメタン、ペリレンテトラカル
ボン酸、アントラキノンジメタン、ジフェノキノン、アントロンおよびアントラキノンジ
エチレンジアミンもまた用いることができ、たとえば、次の式のものがある。
【化２】

【００９８】
　基本的に、当業者に知られている任意のＥＴＭを、本発明に従って用いることができる
。本明細書において別の箇所で挙げられているＥＴＭに付け加えて、適切なＥＴＭは、イ
ミダゾール、ピリジン、ピリミジン、ピリダジン、ピラジン、オキサジアゾール、キノリ
ン、キノキサリン、アントラセン、ベンゾアントラセン、ピレン、ペリレン、ベンゾイミ
ダゾール、トリアジン、ケトン、ホスフィンオキシド、フェナジン、フェナントロリン、
トリアリールボラン、これらの異性体および誘導体からなる群から選択される。
【００９９】
　適切な更なるＥＴＭは、イミダゾール、ピリジン、ピリミジン、ピリダジン、ピラジン
、オキサジアゾール、キノリン、キノキサリン、アントラセン、ベンゾアントラセン、ピ
レン、ペリレン、ベンゾイミダゾール トリアジン、ケトン、ホスフィンオキシド、フェ
ナジン、フェナントロリン、およびトリアリールボランから選択される。
【０１００】
　電子輸送層に適する更なるＥＴＭは、８　ヒドロキシキノリンの金属キレート（たとえ
ば、Ｌｉｑ、Ａｌｑ3、Ｇａｑ3、Ｍｇｑ2、Ｚｎｑ2、Ｉｎｑ3、Ｚｒｑ4）、Ｂａｌｑ、４
　アザフェナントレン－５－オール／Ｂｅ錯体（ＵＳ　５５２９８５３　Ａ；たとえば、
式（６））、ブタジエン誘導体（ＵＳ　４３５６４２９）、複素環式光学増白剤（optica
l brightener）（ＵＳ　４５３９５０７）、ベンゾアゾール、たとえば、１，３，５－ト
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リス（２－Ｎ－フェニルベンゾイミダゾリル）ベンゼン（ＴＰＢＩ）（ＵＳ　５７６６７
７９、式（７））、１，３，５－トリアジン、ピレン、アントラセン、テトラセン、フル
オレン、スピロビフルオレン、デンドリマー、テトラセン、たとえば、ルブレン誘導体、
１，１０－フェナントロリン誘導体（ＪＰ　２００３／１１５３８７、ＪＰ　２００４／
３１１１８４、ＪＰ　２００１／２６７０８０、ＷＯ　２００２／０４３４４９）、シラ
シル（silacyl）－シクロペンタジエン誘導体（ＥＰ　１４８０２８０、ＥＰ　１４７８
０３２、ＥＰ　１４６９５３３）、ピリジン誘導体（ＪＰ　２００４／２００１６２　Ｋ
ｏｄａｋ）、フェナントロリン、たとえば、ＢＣＰおよびＢｐｈｅｎ、さらに、ビフェニ
ルもしくは他の芳香族基を通じて結合した多数のフェナントロリン（ＵＳ　２００７／０
２５２５１７　Ａ１）またはアントラセンに結合したフェナントロリン（ＵＳ　２００７
／０１２２６５６　Ａ１、たとえば、式（８）および（９））、１，３，４－オキサジア
ゾール、たとえば式（１０）、トリアゾール、たとえば式（１１）、トリアリールボラン
、たとえば、Ｓｉもまた含むもの、ベンゾイミダゾール誘導体および他のＮ複素環式化合
物（参照、ＵＳ　２００７／０２７３２７２　Ａ１）、シラシクロペンタジエン誘導体、
ボラン誘導体、Ｇａオキシノイド錯体から選択される。
【０１０１】
　２，９，１０－置換アントラセン（１－または２－ナフチルおよび４－または３－ビフ
ェニルを有する）あるいは、２つのアントラセン単位を含む分子（ＵＳ　２００８／０１
９３７９６　Ａ１）が好ましい。
【化３】

【０１０２】
　同様に、たとえば、ＵＳ　６８７８４６９　Ｂ２、ＵＳ　２００６／１４７７４７　Ａ
、およびＥＰ　１５５１２０６　Ａ１に開示されている、アントラセン－ベンゾイミダゾ
ール誘導体、たとえば、式（１２）～（１４）の化合物も好ましい。
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【化４】

【０１０３】
　本明細書において別の箇所で挙げられているＨＩＭに付け加えて、適切なＨＩＭは、フ
ェニレンジアミン誘導体（ＵＳ　３６１５４０４）、アリールアミン誘導体（ＵＳ　３５
６７４５０）、アミノ置換カルコン誘導体（ＵＳ　３５２６５０１）、スチリルアントラ
セン誘導体（ＪＰ昭和５４（１９７９）１１０８３７）、ヒドラゾン誘導体（ＵＳ　３７
１７４６２）、アシルヒドラゾン、スチルベン誘導体、（ＪＰ昭和６１（１９８６）２１
０３６３）、シラザン誘導体（ＵＳ　４９５０９５０）、ポリシラン化合物（ＪＰ平成２
（１９９０）２０４９９６）、ＰＶＫ、ポルフィリン化合物（ＪＰ昭和６３（１９８８）
２９５６９６５、ＵＳ　４７２０４３２）、芳香族第３級アミンおよびスチリルアミン（
ＵＳ　４１２７４１２）、ベンジジン型のトリフェニルアミン、スチリルアミン型のトリ
フェニルアミン、およびジアミン型のトリフェニルアミンである。アリールアミンデンド
リマーもまた用いることができ（ＪＰ平成８（１９９６）１９３１９１）、同様にフタロ
シアニン誘導体も用いることができ、ナフタロシアニン誘導体、またはブタジエン誘導体
もまた適切である。
【０１０４】
　好ましくは、ＨＩＭは、アミン、トリアリールアミン、チオフェン、カルバゾール、フ
タロシアニン、ポルフィリンおよびこれらの誘導体を含めて、モノマーの有機化合物から
選択される。
【０１０５】
　第３級芳香族アミン（ＵＳ　２００８／０１０２３１１　Ａ１）、たとえば、Ｎ，Ｎ’
－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ジ（３－トリル）ベンジジン（＝４，４’－ビス［Ｎ－３－メ
チルフェニル］－Ｎ－フェニルアミノ）ビフェニル（ＮＰＤ）（ＵＳ　５０６１５６９）
、Ｎ，Ｎ’－ビス（Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－４－アミノフェニル）－Ｎ，Ｎ－ジフェニル
－４，４’－ジアミノ－１，１’－ビフェニル（ＴＰＤ　２３２）および４，４’，４’
’－トリス［３－メチルフェニル）フェニルアミノ］－トリフェニルアミン（ＭＴＤＡＴ
Ａ）（ＪＰ平成４（１９９２）３０８６８８）またはフタロシアニン誘導体（たとえば、
Ｈ２Ｐｃ、ＣｕＰｃ、ＣｏＰｃ、ＮｉＰｃ、ＺｎＰｃ、ＰｄＰｃ、ＦｅＰｃ、ＭｎＰｃ、
ＣｌＡｌＰｃ、ＣｌＧａＰｃ、ＣｌｌｎＰｃ、ＣｌＳｎＰｃ、Ｃｌ2ＳｉＰｃ、（ＨＯ）
ＡｌＰｃ、（ＨＯ）ＧａＰｃ、ＶＯＰｃ、ＴｉＯＰｃ、ＭｏＯＰｃ、ＧａＰｃ－Ｏ－Ｇａ
Ｐｃ）が特に好ましい。
【０１０６】
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　式（１５）（ＴＰＤ　２３２）、（１６）、（１７）、および（１８）の次のトリアリ
ールアミン化合物（これらは、また、置換されていてもよい）、ならびに、ＵＳ　７３９
９５３７　Ｂ２、ＵＳ　２００６／００６１２６５　Ａ１、ＥＰ　１６６１８８８　Ａ１
、およびＪＰ　０８２９２５８６　Ａに開示されている更なる化合物が特に好ましい。ホ
ール注入材料として適切である更なる化合物が、ＥＰ　０８９１１２１　Ａ１およびＥＰ
　１０２９９０９　Ａ１に開示されている。ホール注入層一般は、ＵＳ　２００４／０１
７４１１６に記載されている。
【化５】

【０１０７】
　基本的に、当業者に知られている任意のＨＴＭを、本発明による態様において用いるこ
とができる。本発明において別の箇所で挙げられているＨＴＭに付け加えて、ＨＴＭは、
好ましくは、アミン、トリアリールアミン、チオフェン、カルバゾール、フタロシアニン
、ポルフィリン、これらの異性体および誘導体から選択される。ＨＴＭは、特に好ましく
は、アミン、トリアリールアミン、チオフェン、カルバゾール、フタロシアニン、および
ポルフィリンから選択される。
【０１０８】
　ホール輸送に適する低分子材料は、フェニレンジアミン誘導体（ＵＳ　３６１５４０４
）、アリールアミン誘導体（ＵＳ　３５６７４５０）、アミノ置換カルコン誘導体（ＵＳ
　３５２６５０１）、スチリルアントラセン誘導体（ＪＰ　Ａ　５６－４６２３４）、多
環芳香族化合物（ＥＰ　１００９０４１）、ポリアリールアルカン誘導体（ＵＳ　３６１
５４０２）、フルオレノン誘導体（ＪＰ　Ａ　５４－１１０８３７）、ヒドラゾン誘導体
（ＵＳ　３７１７４６２）、スチルベン誘導体（ＪＰ　Ａ　６１－２１０３６３）、シラ
ザン誘導体（ＵＳ　４９５０９５０）、ポリシラン（ＪＰ　Ａ　２－２０４９９６）、ア
ニリンコポリマー（ＪＰ　Ａ　２－２８２２６３）、チオフェンオリゴマー、ポリチオフ
ェン、ＰＶＫ、ポリピロール、ポリアニリンおよび更なるコポリマー、ポルフィリン化合
物（ＪＰ　Ａ　６３－２９５６９６５）、芳香族ジメチリデン型化合物、カルバゾール化
合物、たとえば、ＣＤＢＰ、ＣＢＰ、ｍＣＰ、芳香族第３級アミンおよびスチリルアミン
化合物（ＵＳ　４１２７４１２）、ならびに、モノマーのトリアリールアミン（ＵＳ　３
１８０７３０）である。
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　少なくとも２つの第３級アミン単位を含む芳香族第３級アミン（ＵＳ　４７２０４３２
およびＵＳ　５０６１５６９）、たとえば、４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ
－フェニルアミノ］ビフェニル（ＮＰＤ）（ＵＳ　５０６１５６９）またはＭＴＤＡＴＡ
（ＪＰ　Ａ　４－３０８６８８）、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ（４－ビフェニル）ジア
ミノビフェニレン（ＴＢＤＢ）、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シ
クロヘキサン（ＴＡＰＣ）、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）－３－
フェニルプロパン（ＴＡＰＰＰ）、１，４－ビス［２－［４－［Ｎ，Ｎ－ジ（ｐ－トリル
）アミノ］フェニル］ビニル］ベンゼン（ＢＤＴＡＰＶＢ）、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テト
ラ－ｐ－トリル－４，４’－ジアミノビフェニル（ＴＴＢ）、ＴＰＤ、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ
’－テトラフェニル－４，４’’’－ジアミノ－１，１’：４’，１’’：４’’，１’
’’－クアテルフェニル、同様に、カルバゾール単位を含む第３級アミン、たとえば、４
（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）－Ｎ，Ｎ－ビス［４－（９Ｈ－カルバゾール－９－イ
ル）フェニル］ベンゼンアミン（ＴＣＴＡ）が好ましい。同様に、ＵＳ　２００７／００
９２７５５　Ａ１による、ヘキサアザトリフェニレン化合物も好ましい。
【０１１０】
　式（１９）から（２４）の次のトリアリールアミン化合物が特に好ましく、これらは、
また、置換されていてもよく、ＥＰ　１１６２１９３　Ａ１、ＥＰ　６５０９５５　Ａ１
、Ｓｙｎｔｈ．Ｍｅｔａｌｓ　１９９７、９１（１－３）、２０９、ＤＥ　１９６４６１
１９　Ａ１、ＷＯ　２００６／１２２６３０　Ａ１、ＥＰ　１８６００９７　Ａ１、ＥＰ
　１８３４９４５　Ａ１、ＪＰ　０８０５３３９７　Ａ、ＵＳ　６２５１５３１　Ｂ１、
およびＷＯ　２００９／０４１６３５に開示されている。
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【化６】

【０１１１】
　態様に含まれるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、４種、好ま
しくは３種、特に好ましくは２種、特に非常に好ましくは１種のホスト材料（複数可）を
含んでいてよい。好ましいのは、１種のホスト材料を含むＱＤ－ＬＥＣである。２種以上
のホスト材料が含められる場合、追加のホスト材料に、コ－ホスト（co-host）という用
語がしばしば用いられる。
【０１１２】
　たとえば態様の蛍光エミッターなどの態様に適する好ましいホスト材料は、アントラセ
ン、ベンゾアントラセン、インデノフルオレン、フルオレン、スピロビフルオレン、フェ
ナントレン、デヒドロフェナントレン、チオフェン、トリアジン、イミダゾール、および
これらの誘導体から選択される。
【０１１３】
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　蛍光エミッターにとって特に好ましいホスト材料は、オリゴアリーレン（たとえば、Ｅ
Ｐ　６７６４６１による２，２’，７，７’－テトラフェニルスピロビフルオレン、また
はジナフチルアントラセン）、特に、縮合芳香族基、たとえば、フェナントレン、テトラ
セン、コロネン、クリセン、フルオレン、スピロフルオレン、ペリレン、フタロペリレン
、ナフタロペリレン、デカシクレン、ルブレンを含むオリゴアリーレン、オリゴアリーレ
ンビニレン（たとえば、ＥＰ　６７６４６１による４，４’－ビス（２，２－ジフェニル
エテニル）－１，１’－ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）または４，４－ビス－２，２－ジフェ
ニルビニル－１，１－スピロビフェニル（スピロ－ＤＰＶＢｉ））、多脚金属錯体（たと
えば、ＷＯ　２００４／０８１０１７による）、特に、８　ヒドロキシキノリンの金属錯
体、たとえば、アルミニウム（ＩＩＩ）トリス（８－ヒドロキシキノリン）（アルミニウ
ムキノレート、Ａｌｑ3）またはビス（２－メチル－８－キノリノラト）－４－（フェニ
ルフェノリノラト）アルミニウム、また、イミダゾールキレートとの金属錯体（ＵＳ　２
００７／００９２７５３　Ａ１）およびキノリン金属錯体、アミノキノリン金属錯体、ベ
ンゾキノリン金属錯体、ホール伝導性化合物（たとえば、ＷＯ　２００４／０５８９１１
による）、電子伝導性化合物、特に、ケトン、ホスフォンオキシド、スルホキシドなど（
たとえば、ＷＯ　２００５／０８４０８１およびＷＯ　２００５／０８４０８２による）
、アトロプ異性体（たとえば、ＷＯ　２００６／０４８２６８による）、ボロン酸誘導体
（たとえば、ＷＯ　２００６／１１７０５２による）、あるいはベンゾアントラセン（た
とえば、ＤＥ　１０２００７０２４８５０）のクラスから選択される。特に好ましいホス
ト材料は、ナフタレン、アントラセン、ベンゾアントラセンおよび／またはピレンを含む
オリゴアリーレン、あるいはこれらの化合物のアトロプ異性体、ケトン、ホスフィンオキ
シド、ならびにスルホキシドのクラスから選択される。特に非常に好ましいホスト材料は
、アントラセン、ベンゾアントラセンおよび／またはピレンを含むオリゴアリーレン、あ
るいはこれらの化合物のアトロプ異性体のクラスから選択される。本発明の目的では、オ
リゴアリーレンは、少なくとも３つのアリールまたはアリーレン基が互いに結合した化合
物を意味すると理解されているものとする。
【０１１４】
　蛍光エミッターにとって好ましい更なるホスト材料は、特に、式（２５）の化合物から
選択される。
【０１１５】
　　Ａｒ4－（Ａｒ5）p－Ａｒ6　　　式（２５）
　式中、
　Ａｒ4、Ａｒ5、Ａｒ6は、出現する毎に、同じかまたは異なり、５～３０個の芳香族環
原子を有するアリールまたはヘテロアリール基であり、これは、１つ以上のラジカルによ
って置換されていてもよく、
　ｐは、１、２、または３であり、
　Ａｒ4、Ａｒ5およびＡｒ6におけるπ－電子の合計は、ｐ＝１の場合、少なくとも３０
個であり、ｐ＝２の場合、少なくとも３６個であり、ｐ＝３の場合、少なくとも４２個で
ある。
【０１１６】
　式（２５）のホスト材料において、基Ａｒ5がアントラセン（これは、１つ以上のラジ
カルＲ1によって置換されていてもよい）を表し、９および１０位に、基Ａｒ4およびＡｒ
6が結合していることが、特に好ましい。特に非常に好ましくは、基Ａｒ4および／または
Ａｒ6の少なくとも一つは、１－もしくは２－ナフチル、２－、３－もしくは９－フェナ
ントレニル、または２－、３－、４－、５－、６－もしくは７－ベンゾアントラセニルか
ら選択される縮合アリール基であり、これらの各々は、１つ以上のラジカルＲ1によって
置換されていてもよい。アントラセン系化合物は、ＵＳ　２００７／００９２７５３　Ａ
１およびＵＳ　２００７／０２５２５１７　Ａ１に記載されており、たとえば、２－（４
－メチルフェニル）－９，１０－ジ－（２－ナフチル）アントラセン、９－（２－ナフチ
ル）－１０－（１，１’－ビフェニル）アントラセンおよび９，１０－ビス［４－（２，
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、９，１０－ビス（フェニルエチニル）アントラセン、および１，４－ビス（９’－エチ
ニルアントラセニル）ベンゼンである。２つのアントラセン単位を含むホスト材料（ＵＳ
　２００８／０１９３７９６　Ａ１）、たとえば、１０，１０’－ビス［１，１’，４’
，１’’］テルフェニル－２－イル－９，９’－ビスアントラセニルもまた好ましい。
【０１１７】
　好ましい更なるホスト材料は、アリールアミン、スチリルアミン、フルオレセイン、ペ
リノン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブ
タジエン、シクロペンタジエン、テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシ
クロペンタジエン、クマリン、オキサジアゾール、ビスベンゾオキサゾリン、オキサゾン
、ピリジン、ピラジン、イミン、ベンゾチアゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾイミダ
ゾール（ＵＳ　２００７／００９２７５３　Ａ１）の誘導体、たとえば、２，２’，２’
’－（１，３，５－フェニレン）トリス［１－フェニル－１Ｈ－ベンゾイミダゾール］、
アルダジン、スチルベン、スチリルアリーレンの誘導体、たとえば、９，１０－ビス［４
－（２，２－ジフェニルエテニル）フェニル］アントラセン、およびスチリルアリーレン
誘導体（ＵＳ　５１２１０２９）、ジフェニルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノ
カルバゾール、ピラン、チオピラン、ジケトピロロピロール、ポリメチン、メロシアニン
、アクリドン、キナクリドン、ケイ皮酸エステル、および蛍光染料である。
【０１１８】
　アリールアミンおよびスチリルアミンの誘導体、たとえば、４，４’－ビス［Ｎ－（１
－ナフチル）－Ｎ－（２－ナフチル）アミノ］ビフェニル（ＴＮＢ）が、特に好ましい。
【０１１９】
　蛍光エミッターのためのホストとして好ましい、オリゴアリーレンを有する化合物は、
たとえば、ＵＳ　２００３／００２７０１６　Ａ１、ＵＳ　７３２６３７１　Ｂ２、ＵＳ
　２００６／０４３８５８　Ａ、ＵＳ　７３２６３７１　Ｂ２、ＵＳ　２００３／００２
７０１６　Ａ１、ＷＯ　２００７／１１４３５８、ＷＯ　２００８／１４５２３９、ＪＰ
　３１４８１７６　Ｂ２、ＥＰ　１００９０４４、ＵＳ　２００４／０１８３８３、ＷＯ
　２００５／０６１６５６　Ａ１、ＥＰ　０６８１０１９Ｂ１、ＷＯ　２００４／０１３
０７３Ａ１、ＵＳ　５０７７１４２、ＷＯ　２００７／０６５６７８、およびＵＳ　２０
０７／０２０５４１２　Ａ１に開示されている化合物である。特に好ましいオリゴアリー
レン系化合物は、式（２６）～（３２）を有する化合物である。
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【化７】

【０１２０】
　蛍光エミッターのための更なるホスト材料は、スピロビフルオレンおよびその誘導体、
たとえば、ＥＰ　０６７６４６１に開示されているスピロ－ＤＰＶＢｉ、およびＵＳ　６
５６２４８５に開示されているインデノフルオレンから選択できる。
【０１２１】
　燐光エミッターのための好ましいホスト材料、すなわち、マトリックス材料は、ケトン
、カルバゾール、インドロカルバゾール、トリアリールアミン、インデノフルオレン、フ
ルオレン、スピロビフルオレン、フェナトレン（phenathrene）、デヒドロフェナントレ
ン、チオフェン、トリアジン、イミダゾールおよびこれらの誘導体から選択される。いく
つかの好ましい誘導体が、以下でより詳細に記載される。
【０１２２】
　燐光エミッターが用いられる場合、ホスト材料は、蛍光エミッターのために用いられる
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めに用いられるホスト材料は、エミッターの３重項レベルに比べて、エネルギーにおいて
、より高い３重項レベルを有することが必要である。ホスト材料は、電子もしくはホール
の何れか、またはこれらの両方を輸送できる。さらに、エミッターは、１重項－３重項の
混合を十分に容易にするために、大きなスピン－軌道カップリング定数を有すると仮定さ
れる。これは、金属錯体を用いることによって可能になり得る。
【０１２３】
　好ましいマトリックス材料は、Ｎ，Ｎ－ビスカルバゾリルビフェニル（ＣＢＰ）、カル
バゾール誘導体（たとえば、ＷＯ　２００５／０３９２４６、ＵＳ　２００５／００６９
７２９、ＪＰ　２００４／２８８３８１、ＥＰ　１２０５５２７もしくはＤＥ　１０２０
０７００２７１４による）、アザカルバゾール（たとえば、ＥＰ　１６１７７１０、ＥＰ
　１６１７７１１、ＥＰ　１７３１５８４、ＪＰ　２００５／３４７１６０による）、ケ
トン（たとえば、ＷＯ　２００４／０９３２０７による）、ホスフィンオキシド、スルホ
キシドおよびスルホン（たとえば、ＷＯ　２００５／００３２５３による）、オリゴフェ
ニレン、芳香族アミン（たとえば、ＵＳ　２００５／００６９７２９による）、双極性マ
トリックス材料（たとえば、ＷＯ　２００７／１３７７２５による）、シラン（たとえば
、ＷＯ　２００５／１１１１７２による）、９，９－ジアリールフルオレン誘導体（たと
えば、ＤＥ　１０２００８０１７５９１による）、アザボロールまたはボロン酸エステル
（たとえば、ＷＯ　２００６／１１７０５２による）、トリアゾール誘導体、オキサゾー
ルおよびオキサゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラ
ゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、チオピランジオキシド誘
導体、フェニレンジアミン誘導体、第３級芳香族アミン、スチリルアミン、インドール、
アントロン誘導体、フルオレノン誘導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ヒドラゾン誘
導体、シラザン誘導体、芳香族ジメチリデン化合物、ポルフィリン化合物、カルボジイミ
ド誘導体、ジフェニルキノン誘導体、フタロシアニン誘導体、８　ヒドロキシキノリン誘
導体の金属錯体、たとえば、Ａｌｑ3、（これらの８　ヒドロキシキノリン錯体は、また
、トリアリールアミノフェノールリガンドを含んでいてもよい（ＵＳ　２００７／０１３
４５１４　Ａ１））、リガンドとして金属フタロシアニン、ベンゾオキサゾールもしくは
ベンゾチアゾールを有する様々な金属錯体－ポリシラン化合物、ホール伝導性ポリマー、
たとえば、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）（ＰＶＫ）、アニリンコポリマー、チオフェ
ンオリゴマー、ポリチオフェン、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフ
ルオレン誘導体である。
【０１２４】
　特に好ましい更なるマトリックス材料は、たとえば、ＤＥ　１０２００９０２３１５５
．２、ＥＰ　０９０６９４７Ｂ１、ＥＰ　０９０８７８７Ｂ１、ＥＰ　９０６９４８Ｂ１
、ＷＯ　２００８／０５６７４６Ａ１、ＷＯ　２００７／０６３７５４Ａ１、ＷＯ　２０
０８／１４６８３９Ａ１、およびＷＯ　２００８／１４９６９１Ａ１に開示されている、
インドロカルバゾールおよびそれらの誘導体（たとえば、式（３３）～（３９））を含む
化合物から選択される。
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【化８】

【０１２５】
　好ましいカルバゾール誘導体の例は、１，３－Ｎ，Ｎ－ジカルバゾールベンゼン（＝９
，９’－（１，３－フェニレン）ビス－９Ｈ－カルバゾール）（ｍＣＰ）、９，９’－（
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ゾール（ＣＤＢＰ）、１，３－ビス（Ｎ，Ｎ’－ゾカルバゾ－ル）ベンゼン（＝１，３－
ビス（カルバゾール－９－イル）ベンゼン）、ＰＶＫ（ポリビニルカルバゾール）、３，
５－ジ（９Ｈ－カルバゾール－９－イル）ビフェニル、および式（４０）～（４４）の化
合物である。
【化９】

【０１２６】
　好ましいＳｉテトラアリール化合物は、たとえば、（ＵＳ　２００４／０２０９１１５
、ＵＳ　２００４／０２０９１１６、ＵＳ　２００７／００８７２１９　Ａ１、ＵＳ　２
００７／００８７２１９　Ａ１）式（４５）～（５９）の化合物である。
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【化１０】

【０１２７】
　燐光ドーパントにとって特に好ましいマトリックスは、式（５１）の化合物である（Ｅ
Ｐ　６５２２７３　Ｂ１）。
【化１１】

【０１２８】
　燐光ドーパントにとって特に好ましい更なるマトリックス材料は、一般式（５２）の化
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合物から選択される（ＥＰ　１９２３４４８Ａ１）。
【０１２９】
　　［Ｍ（Ｌ）2］n　　　式（５２）
　式中、Ｍ、Ｌ、およびｎは、前記文献と同じ定義である。好ましくは、ＭはＺｎであり
、Ｌはキノリネートであり、ｎは、２、３または４である。特に非常に好ましいのは、［
Ｚｎｑ2］2、［Ｚｎｑ2］3、および［Ｚｎｑ2］4である。
【０１３０】
　金属オキシノイド錯体から選択されるコ－ホストが好ましく、リチウムキノレート（Ｌ
ｉｑ）またはＡｌｑ3が特に好ましい。
【０１３１】
　好ましい態様において、前記ＱＤ－ＬＥＤおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、少なくと
も一種の低分子有機蛍光エミッターを含む。したがって、本発明は、また、少なくとも一
種の低分子有機機能性材料が蛍光エミッターから選択されることを特徴とする、ＱＤ－Ｌ
ＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤを含む、前記細胞および／または細胞の処置デバイス
にも関する。
【０１３２】
　基本的に、当業者に知られている任意の蛍光エミッターを、本発明の目的に用いること
ができる。一般に、エミッター化合物は、広がった共役π－電子系を有する傾向がある。
多くの例、たとえば、ＪＰ　２９１３１１６ＢおよびＷＯ　２００１／０２１７２９　Ａ
１に開示されているスチリルアミン誘導体、ならびに、ＷＯ　２００８／００６４４９お
よびＷＯ　２００７／１４０８４７に開示されているインデノフルオレン誘導体が、公開
されている。
【０１３３】
　青色蛍光エミッターは、好ましくは、多環芳香族化合物、たとえば、９，１０－ジ（２
－ナフチルアントラセン）および他のアントラセン誘導体、テトラセン、キサンテン、ペ
リレンの誘導体、たとえば、２，５，８，１１－テトラ－ｔ－ブチルペリレン、フェニレ
ン、たとえば、４，４’－（ビス（９－エチル－３－カルバゾビニレン）－１，１’－ビ
フェニル、フルオレン、アリールピレン（ＵＳ　２００６／０２２２８８６）、アリーレ
ンビニレン（ＵＳ　５１２１０２９、ＵＳ　５１３０６０３）、ルブレン、クマリン、ロ
ーダミン、キナクリドンの誘導体、たとえば、Ｎ，Ｎ’－ジメチルキナクリドン（ＤＭＱ
Ａ）、ジシアノメチレンピラン、たとえば、４（ジシアノエチレン）－６－（４－ジメチ
ルアミノスチリル－２－メチル）－４Ｈ－ピラン（ＤＣＭ）、チオピラン、ポリメチン、
ピリリウムおよびチアピリリウム塩、ペリフランテン、インデノペリレン、ビス（アジニ
ル）イミン－ホウ素化合物（ＵＳ　２００７／００９２７５３　Ａ１）、ビス（アジニル
）メテン化合物、ならびにカルボスチリル化合物である。
【０１３４】
　好ましい更なる青色蛍光エミッターは、Ｃ．Ｈ．Ｃｈｅｎら：「Ｒｅｃｅｎｔ　ｄｅｖ
ｅｌｏｐｍｅｎｔｓ　ｉｎ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　
ｍａｔｅｒｉａｌｓ」、Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｓｙｍｐ．１２５、（１９９７）、１－４８
、および「Ｒｅｃｅｎｔ　ｐｒｏｇｒｅｓｓ　ｏｆ　ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　ｏｒｇａｎｉ
ｃ　ｅｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ａｎｄ　ｄｅｖｉｃ
ｅｓ」、Ｍａｔ．Ｓｃｉ．ａｎｄ　Ｅｎｇ．Ｒ、３９（２００２）、１４３－２２２に記
載されている。
【０１３５】
　本発明による好ましい蛍光ドーパントは、モノスチリルアミン、ジスチリルアミン、ト
リスチリルアミン、テトラスチリルアミン、スチリルホスフィン、スチリルエーテルおよ
びアリールアミンのクラスから選択される。
【０１３６】
　モノスチリルアミンは、１つの置換または無置換スチリル基、および少なくとも一つの
、好ましくは芳香族の、アミンを含む化合物を意味すると見なされている。ジスチリルア
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族の、アミンを含む化合物を意味すると見なされている。トリスチリルアミンは、３つの
置換または無置換スチリル基、および少なくとも一つの、好ましくは芳香族の、アミンを
含む化合物を意味すると見なされている。テトラスチリルアミンは、４つの置換または無
置換スチリル基、および少なくとも一つの、好ましくは芳香族の、アミンを含む化合物を
意味すると見なされている。スチリル基は、特に好ましくはスチルベンであり、これは、
また、さらに置換されていてもよい。対応するホスフィンおよびエーテルは、アミンと同
様に定義される。本発明の目的では、アリールアミンまたは芳香族アミンは、窒素に直接
結合した、３つの置換もしくは無置換芳香族またはヘテロ芳香族環系を含む化合物を意味
すると見なされている。これらの芳香族またはヘテロ芳香族環系の少なくとも一つは、好
ましくは少なくとも１４個の芳香族環原子を有する、好ましくは縮合環系である。これら
の好ましい例は、芳香族アントラセン－アミン、芳香族アントラセン－ジアミン、芳香族
ピレン－アミン、芳香族ピレン－ジアミン、芳香族クリセン－アミンおよび芳香族クリセ
ン－ジアミンである。芳香族アントラセン－アミンは、１つのジアリールアミノ基が、好
ましくは９位で、アントラセン基に直接結合している化合物を意味すると見なされている
。芳香族アントラセン－ジアミンは、２つのジアリールアミノ基が、好ましくは９，１０
位で、アントラセン基に直接結合している化合物を意味すると見なされている。芳香族ピ
レン－アミン、ピレン－ジアミン、クリセン－アミン、およびクリセン－ジアミンは、こ
れらと同様に定義され、この場合、ピレン上のジアリールアミノ基は、好ましくは、１位
で、または１，６位で結合している。
【０１３７】
　好ましい更なる蛍光ドーパントは、たとえばＷＯ　２００６／１２２６３０による、イ
ンデノフルオレン－アミンおよびインデノフルオレン－ジアミン、たとえばＷＯ　２００
８／００６４４９による、ベンゾインデノフルオレン－アミンおよびベンゾインデノフル
オレン－ジアミン、ならびに、たとえばＷＯ　２００７／１４０８４７による、ジベンゾ
インデノフルオレン－アミンおよびジベンゾインデノフルオレン－ジアミンから選択され
る。
【０１３８】
　スチリルアミンのクラスからのドーパントの例は、置換または無置換トリスチルベン－
アミン、または、ＷＯ　２００６／０００３８８、ＷＯ　２００６／０５８７３７、ＷＯ
　２００６／０００３８９、ＷＯ　２００７／０６５５４９、およびＷＯ　２００７／１
１５６１０に記載されているドーパントである。ジスチリルベンゼンおよびジスチリルビ
フェニル誘導体は、ＵＳ　５１２１０２９に記載されている。更なるスチリルアミンは、
ＵＳ　２００７／０１２２６５６　Ａ１に見出される。
【０１３９】
　特に好ましいスチリルアミンドーパントおよびトリアリールアミンドーパントは、ＵＳ
　７２５０５３２　Ｂ２、ＤＥ　１０２００５０５８５５７　Ａ１、ＣＮ　１５８３６９
１　Ａ、ＪＰ　０８０５３３９７　Ａ、ＵＳ　６２５１５３１　Ｂ１、およびＵＳ　２０
０６／２１０８３０　Ａに開示されている、式（５３）～（５８）の化合物である。



(31) JP 6351974 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

【化１２】

【０１４０】
　好ましい更なる蛍光ドーパントは、ＥＰ　１９５７６０６　Ａ１、およびＵＳ　２００
８／０１１３１０１　Ａ１に開示されている、トリアリールアミンの群から選択される。
【０１４１】
　好ましい更なる蛍光ドーパントは、ナフタレン、アントラセン、テトラセン、フルオレ
ン、ペリフランテン、インデノペリレン、フェナントレン、ペリレン（ＵＳ　２００７／
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０２５２５１７　Ａ１）、ピレン、クリセン、デカシクレン、コロネン、テトラフェニル
シクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジエン、フルオレン、スピロフルオレ
ン、ルブレン、クマリン（ＵＳ　４７６９２９２、ＵＳ　６０２００７８、ＵＳ　２００
７／０２５２５１７　Ａ１）、ピラン、オキサゾン、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾ
ール、ベンゾイミダゾール、ピラジン、ケイ皮酸エステル、ジケトピロロピロール、アク
リドンおよびキナクリドン（ＵＳ　２００７／０２５２５１７　Ａ１）の誘導体から選択
される。
【０１４２】
　アントラセン化合物の中で、９，１０－置換アントラセン、たとえば、９，１０－ジフ
ェニルアントラセンおよび９，１０－ビス（フェニルエチニル）アントラセンが特に好ま
しい。１，４－ビス（９’－エチニルアントラセニル）ベンゼンもまた好ましいドーパン
トである。
【０１４３】
　態様のＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、４種、好ましくは３
種、特に好ましくは２種、特に非常に好ましくは蛍光エミッター（複数可）を含む。好ま
しいのは、１種のＥＩＭを含むＱＤ－ＬＥＣである。本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥ
Ｃおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、好ましくは、蛍光エミッターを、発光層の全量に対
して、少なくとも０．１ｗｔ％、特に好ましくは少なくとも０．５ｗｔ％、特に非常に好
ましくは少なくとも３ｗｔ％の濃度で含む。
【０１４４】
　好ましい態様において、前記のＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤ
は、少なくとも一種の低分子有機燐光エミッターを含む。したがって、本発明は、また、
少なくとも一種の低分子有機機能性材料が燐光エミッターから選択されることを特徴とす
る、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤを含む、前記細胞および／または細胞の
処置デバイスにも関する。
【０１４５】
　基本的に、当業者に知られている任意の燐光エミッターを、本発明の目的に用いること
ができる。いくつかの態様では、前記の少なくとも一種の低分子有機機能性材料は、燐光
エミッターから選択される。
【０１４６】
　燐光エミッターの例は、出願ＷＯ　００／７０６５５、ＷＯ　０１／４１５１２、ＷＯ
　０２／０２７１４、ＷＯ　０２／１５６４５、ＥＰ　１１９１６１３、ＥＰ　１１９１
６１２、ＥＰ　１１９１６１４およびＷＯ　２００５／０３３２４４に開示されている。
一般に、先行技術により用いられ、有機エレクトロルミネッセンスの分野の当業者に知ら
れている全ての燐光錯体が適切である。
【０１４７】
　燐光エミッターは、好ましくは式Ｍ（Ｌ）zを有する、金属錯体であってよい、式中、
Ｍは金属原子であり、Ｌは、出現する毎に互いに独立に、１つ、２つまたはこれを超える
位置によりＭに結合または配位した有機リガンドであり、ｚは、１以上の整数、好ましく
は、１、２、３、４、５もしくは６であり、任意選択で、これらの基は、好ましくはリガ
ンドＬを通じて、１つ以上の、好ましくは１つ、２つまたは３つの位置により、ポリマー
に連結している。
【０１４８】
　Ｍは、特に、遷移金属から選択され、好ましくはＶＩＩＩ族の遷移金属、またはランタ
ノイド、またはアクチニドから選択され、特に好ましくは、Ｒｈ、Ｏｓ、Ｉr、Ｐｔ、Ｐ
ｄ、Ａｕ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｒｅ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｗ、Ｍｏ、Ｐｄ、Ａｇ、
またはＲｕから選択され、特に非常に好ましくは、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｒｅ、Ｐｄ
、またはＰｔから選択される金属原子である。Ｍはまた、Ｚｎであってもよい。
【０１４９】
　好ましいリガンドは、２　フェニルピリジン誘導体、７，８－ベンゾキノリン誘導体、
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２（２－チエニル）ピリジン誘導体、２（１－ナフチル）ピリジン誘導体または２　フェ
ニルキノリン誘導体である。これらの全ての化合物は、たとえば、青色では、フルオロ－
またはトリフルオロメチル置換基によって、置換されていてもよい。補助リガンドは、好
ましくは、アセチルアセトネートまたはピクリン酸である。
【０１５０】
　特に、ＰｔまたはＰｄと、ＵＳ　２００７／００８７２１９　Ａ１に開示されている式
（５９）（式中、Ｒ1～Ｒ14、およびＺ1～Ｚ5は、その文献に定義されている通りである
）の４座リガンドとの錯体、拡張された環系を有するＰｔポルフィリン錯体（ＵＳ　２０
０９／００６１６８１　Ａ１）、ならびにＩｒ錯体、たとえば、２，３，７，８，１２，
１３，１７，１８－オクタエチル－２１Ｈ，２３Ｈ－ポルフィリン－Ｐｔ（ＩＩ）、テト
ラフェニル－Ｐｔ（ＩＩ）－テトラベンゾポルフィリン（ＵＳ　２００９／００６１６８
１　Ａ１）、シス－ビス（２－フェニルピリジナト－Ｎ，Ｃ２’）Ｐｔ（ＩＩ）、シス－
ビス（２－（２’－チエニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ３’）Ｐｔ（ＩＩ）、シス－ビス（２
－（２’－チエニル）キノリナト－Ｎ，Ｃ５’）Ｐｔ（ＩＩ）、（２－（４，６－ジフル
オロフェニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’）Ｐｔ（ＩＩ）アセチルアセトネート、またはト
リス（２－フェニルピリジナト－Ｎ，Ｃ２’）Ｉｒ（ＩＩＩ）（Ｉｒ（ｐｐｙ）3、緑色
）、ビス（２－フェニルピリジナト－Ｎ，Ｃ２）Ｉｒ（ＩＩＩ）アセチルアセトネート（
Ｉｒ（ｐｐｙ）2アセチルアセトネート、緑色、ＵＳ　２００１／００５３４６２　Ａ１
、Ｂａｌｄｏ、Ｔｈｏｍｐｓｏｎら、Ｎａｔｕｒｅ　４０３、（２０００）、７５０－７
５３）、ビス（１－フェニルイソキノリナト－Ｎ，Ｃ２’）（２－フェニルピリジナト－
Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（ＩＩＩ）、ビス（２－フェニルピリジナト－Ｎ，Ｃ２’）（１
－フェニルイソキノリナト－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（ＩＩＩ）、ビス（２－（２’－ベ
ンゾチエニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ３’）イリジウム（ＩＩＩ）アセチルアセトネート、
ビス（２－（４’，６’－ジフルオロフェニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’）イリジウム（
ＩＩＩ）ピコリネート（Ｆｉｒｐｉｃ、青色）、ビス（２－（４’，６’－ジフルオロフ
ェニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ２’）Ｉｒ（ＩＩＩ）テトラキス（１－ピラゾリル）ボレー
ト、トリス（２－（ビフェニル－３－イル）－４－ｔｅｒｔ－ブチルピリジン）イリジウ
ム（ＩＩＩ）、（ｐｐｚ）2Ｉｒ（５ｐｈｄｐｙｍ）（ＵＳ　２００９／００６１６８１
　Ａ１）、（４５ｏｏｐｐｚ）2Ｉｒ（５ｐｈｄｐｙｍ）（ＵＳ　２００９／００６１６
８１　Ａ１）、２　フェニルピリジン－Ｉｒ錯体の誘導体、たとえば、イリジウム（ＩＩ
Ｉ）ビス（２－フェニルキノリル－Ｎ，Ｃ２’）アセチルアセトナート（ＰＱＩｒ）、ト
リス（２－フェニルイソキノリナト－Ｎ，Ｃ）Ｉｒ（ＩＩＩ）（赤色）、ビス（２－（２
’－ベンゾ［４，５－ａ］チエニル）ピリジナト－Ｎ，Ｃ３）Ｉｒアセチルアセトネート
（［Ｂｔｐ2Ｉｒ（ａｃａｃ）］、赤色、Ａｄａｃｈｉら、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔ
ｔ．７８（２００１）、１６２２－１６２４）が、適切である。
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【化１３】

【０１５１】
　やはり適切であるのは、３価ランタニド、たとえば、Ｔｂ3+およびＥｕ3+の錯体（Ｊ．
Ｋｉｄｏら、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．６５（１９９４）、２１２４、Ｋｉｄｏら
、Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ．６５７、１９９０、ＵＳ　２００７／０２５２５１７　Ａ１）、
または、Ｐｔ（ＩＩ）、Ｉｒ（Ｉ）、Ｒｈ（Ｉ）とマレオニトリルジチオレートとの燐光
錯体（Ｊｏｈｎｓｏｎら、ＪＡＣＳ　１０５、１９８３、１７９５）、Ｒｅ（Ｉ）トリカ
ルボニルジイミン錯体（とりわけ、Ｗｒｉｇｈｔｏｎ、ＪＡＣＳ　９６、１９７４、９９
８）、Ｏｓ（ＩＩ）とシアノリガンドおよびビピリジルまたはフェナントロリンリガンド
との錯体（Ｍａら、Ｓｙｎｔｈ．Ｍｅｔａｌｓ　９４、１９９８、２４５）、あるいは、
Ａｌｑ3である。
【０１５２】
　３座リガンドを有する更なる燐光エミッターが、ＵＳ　６８２４８９５およびＵＳ　７
０２９７６６に記載されている。赤色発光燐光錯体は、ＵＳ　６８３５４６９およびＵＳ
　６８３０８２８に挙げられている。
【０１５３】
　特に好ましい燐光ドーパントは、たとえばＵＳ　２００１／００５３４６２　Ａ１に開
示されている、式（６０）を有する化合物、および更なる化合物である。
【０１５４】
　特に好ましい燐光ドーパントは、たとえばＷＯ　２００７／０９５１１８　Ａ１に開示
されている、式（６１）を有する化合物、および更なる化合物である。
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【化１４】

【０１５５】
　更なる誘導体が、ＵＳ　７３７８１６２　Ｂ２、ＵＳ　６８３５４６９　Ｂ２、および
ＪＰ　２００３／２５３１４５　Ａに記載されている。
【０１５６】
　有機金属錯体から選択される有機エレクトロルミネッセンス化合物が特に好ましい。
【０１５７】
　エレクトロルミネッセンス化合物という用語は、電圧を加えることによってエネルギー
を受け取ると、放射減衰して発光する材料を表す。
【０１５８】
　本明細書において他の箇所で挙げられている金属錯体に付け加えて、本発明での適切な
金属錯体は、遷移金属から選択され得るが、希土類元素、ランタニドおよびアクチニドも
また本発明の主題である。好ましくは、金属は、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｏｓ、Ｅｕ、Ａｕ、Ｐｔ、
Ｃｕ、Ｚｎ、Ｍｏ、Ｗ、Ｒｈ、Ｐｄ、またはＡｇから選択される。
【０１５９】
　好ましい態様において、低分子有機機能性材料は、紫外（ＵＶ）領域に発光する。適切
なＵＶエミッター材料は、小さなπ共役系を有し、最高被占分子軌道（ＨＯＭＯ）と最低
空分子軌道（ＬＵＭＯ）との間のワイドギャップ部分を含む有機化合物から選択できる。
このようなＵＶエミッターは、好ましくは、カルバゾール、インデノカルバゾール、イン
ドロカルバゾール、シラン、フルオレン、トリアジン、チオフェン、ジベンゾチオフェン
、フラン、ジベンゾフラン、イミダゾール、ベンゾイミダゾール、アントラセン、ナフタ
レン、フェナントレン、アミン、トリアリールアミンおよびこれらの誘導体が含まれる、
低分子化合物から選択され得る。
【０１６０】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、４種、好まし
くは３種、特に好ましくは２種、特に非常に好ましくは蛍光エミッター（複数可）を含む
。１種のＥＩＭを含むＱＤ－ＬＥＣが好ましい。
【０１６１】
　本発明によるＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、好ましくは、
蛍光エミッターを、発光層の全量に対して、少なくとも０．１ｗｔ％、特に好ましくは少
なくとも０．５ｗｔ％、特に非常に好ましくは少なくとも３ｗｔ％の濃度で含む。
【０１６２】
　一態様において、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスのＱＤ－ＬＥＣ
は、
　（１）第１の電極；
　（２）第２の電極；
　（３）第１の電極と第２の電極の間に置かれ、「少なくとも一つの量子ドット」、少な
くとも一種のイオン性化合物および少なくとも一種の低分子有機機能性材料を含む発光層
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（ＥＭＬ）；
を含む。
【０１６３】
　本出願内の他の箇所で概略が示されているように、ＯＬＥＣ（本明細書では、ＬＥＣと
も呼ばれている）、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤを含む、細胞および／ま
たは細胞組織の処置デバイスは、光線療法およびＰＤＴにおける利用に特に適している。
それらは、構造および製造に関してかなり簡単であり、これは、製造コストを低下させる
。ＯＬＥＣ、特にＱＤ－ＬＥＣの更なる利点は、本発明内ですでに論じられた。ＯＬＥＣ
またはＱＤ－ＬＥＣは、好ましくは、少なくとも２つの電極、特に好ましくは２つの電極
、陰極および陽極を含む。２つの電極は、ＥＭＬを介して結び付けられる。
【０１６４】
　ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤに用いられる電極に好ましい材
料は、金属、特に好ましくは、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｇ、Ｍｇ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｍｎ
、Ｚｎ、Ｃｒ、Ｖ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｇａ、Ｉｎおよびこれらの合金から、導電性酸化物、た
とえば、ＩＴＯ、ＡＺＯ、ＺｎＯ、ならびに、たとえば、ポリ（エチレンジオキシチオフ
ェン）－ポリスチレンスルホネート（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳＨ）、ポリアニリン（ＰＡＮＩ
）を含めて、導電性有機薄膜（thin film）から選択される。適切な更なる導電性ポリマ
ーは、たとえば、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｓ．Ｆｒｅｕｎｄ＆Ｂｈａｖａｎａ　Ｄｅｏｒｅ編、
「Ｓｅｌｆ－Ｄｏｐｅｄ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ」、Ｊｏｈｎ　Ｗｉ
ｌｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ，Ｌｔｄ．、２００７の総説に見出され得る。
【０１６５】
　好ましくは、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、可撓性のある
基板に製造される。適切な基板は、好ましくは、ポリマーまたはプラスチックに基づく膜
または箔（foil）から選択される。ポリマーまたはプラスチックに対する主な選択規準は
、１）衛生上の特性、および２）ガラス転移温度である。ポリマーのガラス転移温度（Ｔ

g）は、一般的なハンドブック、たとえば、「Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ」、Ｊ
．Ｂｒａｎｄｒｕｐ、Ｅ．Ｈ．Ｉｍｍｅｒｇｕｔ、Ｅ．Ａ．Ｇｒｕｌｋｅ編、Ｊｏｈｎ　
Ｗｉｌｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ、Ｉｎｃ．、１９９９、ＶＩ／１９３－ＶＩ／２７６に見出すこ
とができる。好ましくは、ポリマーのＴgは、１００℃を超え、特に好ましくは１５０℃
を超え、特に非常に好ましくは１８０℃を超える。非常に好ましい基板は、たとえば、ポ
リ（エチレンテレフタレート）（ＰＥＴ）およびポリ（エチレン　２，６－ナフタレート
）（ＰＥＮ）である。
【０１６６】
　酸素および湿気により引き起こされる劣化を避けるために、また、デバイス内の活性材
料、たとえば、イオン性化合物および有機エレクトロルミネッセンス化合物が、処置され
る対象と接触することを防ぐために、前記デバイスの適切な封止が、治療処置および美容
に関する状態における利用のために、前もって必要である。
【０１６７】
　本発明によるデバイスの封止に適する多くの技術が存在する。通常、有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）、有機太陽電池、有機色素増感（dye-sensitized）太陽電池、有機電界効
果トランジスター（ＯＦＥＴ）、薄膜バッテリー、微小電気機械システム（ＭＥＭＳ）お
よび電子ペーパーのために開発された封止技術の全てが、本発明によるデバイスを封止す
るために適用できる。
【０１６８】
　好ましい態様において、本発明のデバイスは、薄膜封止を用いて封止される。通常、薄
膜封止は、無機物／有機物スタックの複数の交互層からなり、無機物層は、適切なバリア
性能を実現するために、有機層は、無機層の不可避な欠点を除くために、用いられる。無
機層に用いられる材料は、金属、金属酸化物または混合酸化物、たとえば、Ａｇ、ＳｉＯ

x、ＳｉＮx、ＡｌＯx、ＺｒＯx、ＺｎＯx、ＨｆＯx、ＴｉＯx、および酸化インジウムス
ズなどから選択できる。いくつかの例は、Ｇｒａｆｆ，Ｇ．Ｌ．ら（Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈ
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ｙｓ．２００４、９６、１８４０）に報告された、真空堆積によるアクリレートポリマー
／ＡｌＯxの交互多層、Ｙｏｕｎｇ　Ｇｕ　Ｌｅｅら（Ｏｒｇ．Ｅｌｅｃｔｒｏｎ．２０
０９、１０、１３５２、およびＤｉｇ．Ｔｅｃｈ．Ｐａｐ．－Ｓｏｃ．Ｉｎｆ．Ｄｉｓｐ
．Ｉｎｔ．Ｓｙｍｐ．２００８、３９、２０１１）に報告された、Ａｌ2Ｏ3／ポリウレア
層、Ｈａｎ，Ｊｉｎ　Ｗｏｏら（Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．、Ｐａｒｔ１　２０
０６、４５、９２０３）に報告された、ＰＥＴ基板上のＳｉＯＮ／ＳｉＯ2／パリレン、
および、Ｗａｎｇ，Ｌｉ　Ｄｕｏら（Ｃｈｉｎ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．２００５、２２、
２６８４）に報告された、ポリアクリレート（２０μｍ）－Ａｇ（２００ｎｍ）である。
【０１６９】
　最先端の堆積技術、たとえば、原子層堆積（ＡＬＤ）、プラズマ支援パルスレーザー堆
積（ＰＡＰＬＤ）およびプラズマ支援化学気相堆積（ＰＥＣＶＤ）を用いることによって
、無機層における欠陥は著しく減らすことができるので、全ての無機層を用いることがで
き、たとえば、Ｃｈａｎｇ，Ｃｈｉｈ　Ｙｕら（Ｏｒｇ．Ｅｌｅｃｔｒｏｎ．２００９、
１０、１３００）により報告された、ＡＬＤによるＡｌ2Ｏ3／ＨｆＯ2ナノ積層膜、およ
び、Ｌｉ，Ｃ．Ｙ．ら（ＩＥＥＥ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ．Ｃｏｍｐｏｎ．Ｔｅｃｈｎｏｌ．
Ｃｏｎｆ．２００８、５８ｔｈ、１８１９）により報告されたＳｉＮx／ＳｉＯx層、Ｓｈ
ｉｍｏｏｋａ，Ｙ．ら（ＩＥＥＥ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ．Ｃｏｍｐｏｎ．Ｔｅｃｈｎｏｌ．
Ｃｏｎｆ．２００８、５８ｔｈ、８２４）による（ＰＥＣＶＤ　ＳｉＯ）／ポリ－ベンゾ
－オキサゾール（ＰＢＯ）、Ｍｅｙｅｒ，Ｊ．ら（Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．２０
０９、９４、２３３３０５／１）によるＡｌ2Ｏ3／ＺｒＯ2のナノ積層交互層、および、
Ｇｏｒｒｎ，Ｐａｔｒｉｃｋら（Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．２００９、１１３、１１１２
６）により報告された、ＰＡＰＬＤによるＡｌ2Ｏ3／ＺｒＯ2のナノ積層体、および、Ｗ
ｅｉｄｎｅｒ，Ｗ．Ｋ．ら（Ａｎｎｕ．Ｔｅｃｈ．Ｃｏｎｆ．Ｐｒｏｃ－Ｓｏｃ．Ｖａｃ
．Ｃｏａｔｅｒｓ　２００５、４８ｔｈ、１５８）により報告された、ＰＥＣＶＤによる
ＳｉＣ層、Ｌｉｆｋａ，Ｈ．ら（Ｄｉｇ．Ｔｅｃｈ．Ｐａｐ．－Ｓｏｃ．Ｉｎｆ．Ｄｉｓ
ｐ．Ｉｎｔ．Ｓｙｍｐ．２００４、３５、１３８４）により報告された、ＰＥＣＶＤによ
る窒化ケイ素－酸化ケイ素－窒化ケイ素　酸化ケイ素－窒化ケイ素（ＮＯＮＯＮ）多層ス
タック、および、Ｐａｒｋ，Ｓａｎｇ－Ｈｅｅ　Ｋｏら（ＥＴＲＩ　Ｊｏｕｒｎａｌ　２
００５、５４５）によって報告されたポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）／ＡＬＤ　ＡｌＯ
ｘを用いることができる。ＣＶＤおよびＡＬＤによる薄膜封止についての総説は、Ｓｔｏ
ｌｄｔ，Ｃｏｎｒａｄ　Ｒら（Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｄ：Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．２００６、３９
、１６３）によって提供されている。
【０１７０】
　更なる単一層封止もまた、開発された。単一バリア層の例は、Ｇｒａｎｓｔｒｏｍ，Ｊ
．ら（Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．２００８、９３、１９３３０４／１）により報告
された、パーフルオロ化ポリマー（Ｃｙｔｏｐ）（これは、ＯＬＥＤに容易にスピンコー
トできる）、および、Ｈｕａｎｇ，Ｌ．Ｔ．ら（Ｔｈｉｎ　Ｓｏｌｉｆ　Ｆｉｌｍｓ　２
００９、５１７、４２０７）により報告された、反応性高周波（ＲＦ）マグネトロンスパ
ッタリングを用いることによる、オキシ窒化アルミニウム（ＡｌＯxＮy）からなる単一層
、Ｒｕｓｕ，Ｃｒｉｓｔｉｎａら（Ｊ．Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｍｅｃｈ．Ｓｙｓｔ．
２００３、１２、８１６）により報告された、ＰＥＣＶＤによるポリ－ＳｉＧｅ単一層で
ある。
【０１７１】
　封止のための材料および方法についての更なる詳細は、たとえば、ＷＯ　２００９／０
８９４１７、ＷＯ　２００９／０８９４１７、ＷＯ　２００９／０４２１５４、ＷＯ　２
００９／０４２０５２、ＵＳ　２００９／０８１３５６、ＵＳ　２００９／０７９３２８
、ＷＯ　２００８／１４０３１３、ＷＯ　２００８／０１２４６０、ＥＰ　１８６８２５
６、ＫＲ　２００６／０８４７４３、ＫＲ　２００５／０２３６８５、ＵＳ　２００５／
１７９３７９、ＵＳ　２００５／０２３９７４、ＫＲ　２００３／０８９７４９、ＵＳ　
２００４／１７０９２７、ＵＳ　２００４／０２４１０５、ＷＯ　２００３／０７０６２
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【０１７２】
　別の好ましい態様において、本発明のデバイスは、硬化性樹脂を、キャップ（cap）と
一緒に用いることによって封止され、この場合、キャップは、少なくとも発光部分を被覆
し、硬化性樹脂は、基板とキャップの間に付けられる。キャップ材料は、板または箔の形
態の金属およびプラスチック、ならびにガラスキャップから選択できる。好ましくは、キ
ャップは可撓性があり、これは、好ましくは、金属箔、プラスチック箔または金属で被覆
されたプラスチック箔から選択される。金属は、Ａｌ、Ｃｕ、Ｆｅ、Ａｇ、Ａｕ、Ｎｉか
ら選択でき、Ａｌが特に好ましい。プラスチックに対する選択規準は、１）衛生上の性質
、２）ガラス転移温度（Ｔg）であり、後者は、十分に高いことを前提としている。ポリ
マーのＴgは、適切なハンドブック、たとえば、「Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ」
、Ｊ．Ｂｒａｎｄｒｕｐ、Ｅ．Ｈ．Ｉｍｍｅｒｇｕｔ、Ｅ．Ａ．Ｇｒｕｌｋｅ編、Ｊｏｈ
ｎ　Ｗｉｌｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ、Ｉｎｃ．、１９９９、ＶＩ／１９３－ＶＩ／２７６に見出
すことができる。好ましくは、キャップ材料に適するポリマーは、６０℃を超え、好まし
くは７０℃を超え、特に好ましくは１００℃を超え、特に非常に好ましくは１２０℃を超
えるＴgを有する。本発明において用いられるキャップは、ポリ（エチレン　２，６－ナ
フタレート）（ＰＥＮ）である。
【０１７３】
　適切な樹脂は、熱硬化またはＵＶ－硬化性であり得る。好ましくは、樹脂は、ＵＶ－硬
化性であり、任意選択で、加熱により補助または促進されてもよい。典型的な樹脂は、エ
ポキシ系樹脂であり、これは、たとえば、Ｎａｇａｓｅ＆Ｃｏ．，ＬＴＤ．、およびＤＥ
ＬＯ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ　Ｋｌｅｂｓｔｏｆｆｅから市販されている。樹脂は、発光部
分の全面に、または発光部分が下層にない端部にだけ付けられ得る。
【０１７４】
　ＯＬＥＣおよびＱＤ－ＬＥＣは、電荷輸送が、ＯＬＥＤにおいて認められる電子および
ホールの純粋な輸送よりもむしろ、荷電化学種の輸送により行われることに特徴がある。
このように、ＯＬＥＣおよびＱＤ－ＬＥＣは、通常、イオン種を含む。
【０１７５】
　本発明によるＯＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＬＥＣに適する、典型的なイオン種（イオ
ン性材料とも呼ばれる）は、一般式Ｋ+Ａ-を有し、式中、Ｋ+およびＡ-は、それぞれ、カ
チオンおよびアニオンを表す。
【０１７６】
　好ましくは、イオン性材料は、有機発光材料と同じ溶媒に可溶である。これは、前記エ
ミッター材料（複数可）およびイオン性材料（複数可）を含む混合物の調製を容易にする
。通常、有機発光材料は、一般的な有機溶媒、たとえば、トルエン、アニソール、クロロ
ホルムに可溶である。
【０１７７】
　好ましくは、前記イオン性材料は、室温で固体であり、特に好ましくは、前記イオン性
材料は、室温で固体であって、３０～３７℃で軟化する。
【０１７８】
　前記カチオンは、有機または無機であり得る。適切な無機カチオンＫ+は、たとえば、
Ｋ+（カリウム）およびＮａ+から選択できる。適切な有機カチオンＫ+は、式（６２）～
（６６）に示されているアンモニウム－、ホスホニウム、チオウロニウム－、グアニジニ
ウムカチオン、または式（６７）～（９４）に示されている複素環式カチオンから選択さ
れ得る。
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【化１５】

【０１７９】
　式中、
　Ｒ1～Ｒ6は、互いに独立に、１～２０個のＣ原子を有する線状もしくは超分枝アルキル
残基、２～２０個のＣ原子および１つ以上の非共役２重結合を有する線状もしくは超分枝
アルケニル残基、２～２０個のＣ原子および１つ以上の非共役３重結合を有する線状もし
くは超分枝アルキニル残基、３～７個のＣ原子を有する飽和、部分飽和もしくは完全飽和
シクロアルキル（これは、１～６個のＣ原子を有するアルキル基によりさらに置換されて
いてもよい）から選択でき、ここで、１つ以上の置換基Ｒは、ハロゲン、特に、－Ｆおよ
び／または－Ｃｌにより部分的もしくは完全に置換されていてもよい、あるいは、－ＯＲ
’、－ＣＮ、－Ｃ（Ｏ）ＯＨ、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ’2、－ＳＯ2ＮＲ’2、－ＳＯ2ＯＨ、－Ｓ
Ｏ2Ｘ、－ＮＯ2により部分的に置換されていてもよく、Ｒ1～Ｒ6の非隣接、非α－炭素原
子の１個または２個は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｓ（Ｏ）－、－ＳＯ2－、－Ｎ+Ｒ’2

-、－Ｃ
（Ｏ）ＮＲ’－、－ＳＯ2ＮＲ’－、および－Ｐ（Ｏ）Ｒ’－から選択される基により置
換されていてもよく、式中、Ｒ’＝Ｈ、無置換または－Ｆにより部分的もしくは完全に置
換されたＣ1～Ｃ6－アルキル、Ｃ3～Ｃ7－シクロアルキル、無置換もしくは置換フェニル
であり、またＸ＝ハロゲンである。
【０１８０】
　式（６２）において、Ｒ1～Ｒ4はＨであってもよいが、但し、残基Ｒ1～Ｒ4の少なくと
も一つはＨでない。式（６３）において、Ｒ1～Ｒ4は、ＨおよびＮＲ’2（Ｒ’は、上記
と同じ定義である）であり得る。式（６４）において、Ｒ1～Ｒ5はＨであり得る。式（６
５）において、Ｒ1～Ｒ6は、Ｈ、ＣＮ、およびＮＲ’2（Ｒ’は、上記と同じ定義である
）であり得る。
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【化１６】
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【化１７】

【０１８１】
　式中、置換基Ｒ1’～Ｒ4’は、互いに独立に、Ｈ、ＣＮ、１～２０個のＣ原子を有する
線状および分枝アルキル残基、２～２０個のＣ原子および１つ以上の非共役２重結合を有
する線状および分枝アルケニル残基、２～２０個のＣ原子および１つ以上の非共役３重結
合を有する線状および分枝アルキニル残基、３～７個のＣ原子を有する部分もしくは完全
不飽和シクロアルキル残基（これは、１～６個のＣ原子を有するアルキル残基により置換
されていてもよい）、飽和および部分もしくは完全不飽和ヘテロアリール、ヘテロアリー
ル－Ｃ1－Ｃ6－アルキル、または、アルキル－Ｃ1－Ｃ6－アルキルから選択され、置換基
Ｒ1’、Ｒ2’、Ｒ3’および／またはＲ4’は、一緒に環を形成していてもよく、置換基Ｒ
1’～Ｒ4’の１つ以上は、ハロゲン、特に、－Ｆおよび／または－Ｃｌ、ならびに、－Ｏ
Ｒ’、－ＣＮ、－Ｃ（Ｏ）ＯＨ、－、Ｃ（Ｏ）ＮＲ’2、－ＳＯ2ＮＲ’2、－Ｃ（Ｏ）Ｘ
、－ＳＯ2ＯＨ、－ＳＯ2Ｘ、－ＮＯ2により部分的もしくは完全に置換されていてもよく
、置換基Ｒ1’およびＲ4’は、ハロゲンにより同時には置換されておらず、置換基Ｒ1’
およびＲ2’の１個または２個の炭素原子（これらは、隣接していない、またはヘテロ原
子に結合している）は、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｓ（Ｏ）－、－ＳＯ2－、－Ｎ+Ｒ’2－、－
Ｃ（Ｏ）ＮＲ’－、－ＳＯ2ＮＲ’－、および－Ｐ（Ｏ）Ｒ’－から選択される基によっ
て置換されていてもよく、式中、Ｒ’＝Ｈ、無置換または－Ｆにより部分的もしくは完全
に置換された１～６個のＣ原子を有するアルキル、３～７個のＣ原子を有するシクロアル
キル、無置換もしくは置換フェニルであり、またＸ＝ハロゲンである。
【０１８２】
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　－ＯＲ’、－ＮＲ’2、－Ｃ（Ｏ）ＯＨ、－Ｃ（Ｏ）ＮＲ’2、－ＳＯ2ＮＲ’2）－ＳＯ

2ＯＨ、－ＳＯ2Ｘ、および－ＮＯ2から選択されるＲ2’が好ましい。
【０１８３】
　好ましい更なるイオン性材料が、たとえばＵＳ　２００７／０２６２６９４　Ａ１に開
示されている。
【０１８４】
　特に好ましい更なるイオン性材料は、式（９５）によって表される構造を有するカチオ
ンを含む。それらには、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルブチルアンモニウムイオン、Ｎ－エチル
－Ｎ，Ｎ－ジメチル－プロピルアンモニウムイオン、Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルブチ
ルアンモニウムイオン、Ｎ，Ｎ，－ジメチル－Ｎ－プロピルブチルアンモニウムイオン、
Ｎ－（２－メトキシエチル）－Ｎ，Ｎ－ジメチルエチルアンモニウムイオン、１－エチル
－３－メチルイミダゾリウムイオン、１－エチル－２，３－ジメチルイミダゾリウムイオ
ン、１－エチル－３，４－ジメチルイミダゾリウムイオン、１－エチル－２，３，４－ト
リメチルイミダゾリウムイオン、１－エチル－２，３，５－トリメチルイミダゾリウムイ
オン、Ｎ－メチル－Ｎ－プロピルピロリジニウムイオン、Ｎ－ブチル－Ｎ－メチルピロリ
ジニウムイオン、Ｎ－ｓｅｃ－ブチル－Ｎ－メチルピロリジニウムイオン、Ｎ－（２－メ
トキシエチル）－Ｎ－メチルピロリジニウムイオン、Ｎ－（２－エトキシエチル）－Ｎ－
メチルピロリジニウムイオン、Ｎ－メチル－Ｎ－プロピルピペリジニウムイオン、Ｎ－ブ
チル－Ｎ－メチルピペリジニウムイオン、Ｎ－ｓｅｃ－ブチル－Ｎ－メチルピペリジニウ
ムイオン、Ｎ－（２－メトキシエチル）－Ｎ－メチルピペリジニウムイオン、およびＮ－
（２－エトキシエチル）－Ｎ－メチルピペリジニウムイオンが含まれる。

【化１８】

【０１８５】
　特に非常に好ましいのは、Ｎ－メチル－Ｎ－プロピルピペリジニウムである。
【０１８６】
　特に好ましいイオン性材料は、メチルトリオクチルアンモニウムトリフルオロメタン－
スルホネート（ＭＡＴＳ）、１－メチル－３－オクチルイミダゾリウムオクチルサルフェ
ート、１－ブチル－２，３－ジメチルイミダゾリウムオクチルサルフェート、１－オクタ
デシル－３－メチルイミダゾリウムビス（トリフルオロメチルスルホニル）イミド、１－
オクタデシル－３－メチルイミダゾリウムトリス（ペンタフルオロエチル）トリフルオロ
ホスフェート、１，１－ジプロピルピロリジニウムビス（トリフルオロメチルスルホニル
）イミド、トリへキシル（テトラデシル）ホスホニウムビス（１，２－ベゼン（bezene）
ジオラト（２－）－Ｏ，Ｏ’）ボレート、およびＮ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’，Ｎ’，Ｎ’－ペン
タメチル－Ｎ’－プロピルグアニジニウムトリフルオロメタンスルホネートからなるイオ
ン性化合物の群から選択される化合物であり、これらは、一般的な有機溶媒、たとえば、
トルエン、アニソール、およびクロロホルムに可溶である。
【０１８７】
　好ましい更なるカチオンは、一般式（９６）～（１０１）の１つの化合物から選択され
る。
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【化１９】

【０１８８】
　式中、Ｒ1～Ｒ4は、式（６２）、（６３）、および（６７）における定義と同じであり
、Ｒ1’およびＲ4’は、式（６８）、（８２）、および（７７）における定義と同じであ
る。
【０１８９】
　態様のＯＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＬＥＣに適する、好ましい更なるイオン性材料は
、Ｋ+またはＡ-の１つが、ポリマー骨格に共有結合している化合物である。
【０１９０】
　態様のＯＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＬＥＣに適する、好ましい更なるイオン性材料は
、Ｋ+またはＡ-の１つが、発光性有機材料である化合物から選択され、これらの発光性有
機材料は、本発明内で別の箇所に記載されている低分子およびポリマーの発光材料から選
択され得る。
【０１９１】
　適切なアニオンＡ-は、［ＨＳＯ4］

-、［ＳＯ4］
2-、［ＮＯ3］

-、［ＢＦ4］
-、［（Ｒ

F）ＢＦ３］-、［（ＲF）2ＢＦ2］
-、［（ＲF）3ＢＦ］-、［（ＲF）4Ｂ］-、［Ｂ（ＣＮ

）4］
-、［ＰＯ4］

3-、［ＨＰＯ4］
2-、［Ｈ2ＰＯ4］

-、［アルキル－ＯＰＯ3］
2-、［（

アルキル－Ｏ）2ＰＯ2］
-、［アルキル－ＰＯ3］

2-、［ＲFＰＯ3］
2-、［（アルキル）2

ＰＯ2］
-、［（ＲF）2ＰＯ2］

-、［ＲFＳＯ3］
-、［ＨＯＳＯ2（ＣＦ2）nＳＯ2Ｏ］-、［

ＯＳＯ2（ＣＦ2）nＳＯ2Ｏ］2-、［アルキル－ＳＯ3］
-、［ＨＯＳＯ2（ＣＨ2）nＳＯ2Ｏ

］-、［ＯＳＯ2（ＣＨ2）nＳＯ2Ｏ］2-、［アルキル－ＯＳＯ3］
-、［アルキル－Ｃ（Ｏ

）Ｏ］-、［ＨＯ（Ｏ）Ｃ（ＣＨ2）nＣ（Ｏ）Ｏ］-、［ＲFＣ（Ｏ）Ｏ］-、［ＨＯ（Ｏ）
Ｃ（ＣＦ2）nＣ（Ｏ）Ｏ］-、［Ｏ（Ｏ）Ｃ（ＣＦ2）nＣ（Ｏ）Ｏ］2-、［（ＲFＳＯ2）2

Ｎ］-、［（ＦＳＯ2）2Ｎ］-、［（（ＲF）2Ｐ（Ｏ））2Ｎ］-、［（ＲFＳＯ2）3Ｃ］-、
［（ＦＳＯ2）3Ｃ］-、Ｃｌ-および／またはＢｒ-から選択できる。
【０１９２】
　式中、
　ｎ＝１～８であり、
　ＲFは、式（ＣmＦ2m-x+1Ｈx）のフッ素化アルキル（ｍ＝１～１２、ｘ＝０～７であり
、ｍ＝１では、ｘ＝０～２である）、および／またはフッ素化（さらに、パーフルオロ化
）アリールもしくはアルキル－アリールである。
【０１９３】
　前記のアルキル基は、１～２０個のＣ原子、好ましくは１～１４個のＣ原子、特に好ま
しくは１～４個のＣ原子を有する線状または超分枝アルキル基から選択され得る。好まし
くは、ＲFは、ＣＦ3、Ｃ2Ｆ5、Ｃ3Ｆ7またはＣ4Ｆ9を意味する。
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【０１９４】
　好ましいアニオンは、ＰＦ6

-、［ＰＦ3（Ｃ2Ｆ5）3］
-、［ＰＦ3（ＣＦ3）3］

-、ＢＦ4
-、［ＢＦ2（ＣＦ3）2］

-、［ＢＦ2（Ｃ2Ｆ5）2］
-、［ＢＦ3（ＣＦ3）］-、［ＢＦ3（Ｃ

2Ｆ5）］-、［Ｂ（ＣＯＯＣＯＯ）2
-（ＢＯＢ-）、ＣＦ3ＳＯ3

-（Ｔｆ-）、Ｃ4Ｆ9ＳＯ3

（Ｎｆ-）、［（ＣＦ3ＳＯ2）2Ｎ］-（ＴＦＳＩ-）、［（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2Ｎ］-（ＢＥＴ
Ｉ-）、［（ＣＦ3ＳＯ2）（Ｃ4Ｆ9ＳＯ2）Ｎ］-、［（ＣＮ）2Ｎ］-（ＤＣＡ-）、［ＣＦ

3ＳＯ2］3Ｃ］-、および［（ＣＮ）3Ｃ］-から選択される。
【０１９５】
　本発明によるＯＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＬＥＣに適する、好ましい更なるイオン性
材料は、式（Ｋn+）a（Ａm-）bを有する化合物から選択され、式中、ｎ、ｍ、ａ、および
ｂは、１～３の整数であり、ｎ×ａ－ｍ×ｂ＝０であり、Ｋn+またはＡm-の１つは、発光
性有機材料であり、これは、本発明内で別の箇所に概略が示されている、低分子またはポ
リマーのエミッターの群を含む化合物から選択され得る。好ましくは、ｎ、ｍ、ａ、ｂは
１である。
【０１９６】
　好ましい態様において、（Ｋn+）a（Ａm-）bの形の前記化合物において、Ｋn+またはＡ
m-の１つは、発光性金属錯体であり、特に好ましくは、Ｋn+が発光性金属錯体であり、こ
の場合、金属は、遷移金属、好ましくは、ＶＩＩＩ族元素、ランタニド、およびアクチニ
ドの金属から選択でき、特に好ましくは、Ｒｈ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｓｍ、Ｅｕ、
Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｒｅ、Ｃｕ、Ｗ、Ｍｏ、Ｐｄ、Ａｇ、Ｒｕから選択でき、特に非常に
好ましくは、Ｒｕ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｒｅから選択され得る。Ｋn+の非限定的例のいくつかは
、［Ｉｒ（ｐｐｙ）2（ｂｐｙ）］+、［Ｉｒ（ｐｐｙ）2（ｄｐｐ）］+、［Ｉｒ（ｐｐｙ
）2（ｐｈｅｎ）］+、［Ｒｕ（ｂｐｙ）3］2+、［Ｏｓ（ｂｐｙ）2Ｌ）］2+（Ｌ＝シス－
１，２－ビス（ジフェニルホスフィノ）エチレン）である。
【０１９７】
　本発明の更なる態様において、前記ＯＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＬＥＣは、式（Ｋn+

）a（Ａm-）bを有する化合物を含み、ここで、Ｋn+またはＡm-の１つは、発光性１重項エ
ミッターであり、特に好ましくはＫn+が発光性１重項エミッターである。この種の化合物
は、荷電レーザー染料、たとえば、ｐ－クアテルフェニル－４，４’’’－ジスルホン酸
二ナトリウム塩（ポリフェニル　１）、ｐ－クアテルフェニル－４，４’’’－ジスルホ
ン酸二カリウム塩（ポリフェニル　２）、２－（４－ビフェニルイル）－６－フェニルベ
ンゾオキサゾテトラスルホン酸カリウム塩（フラン　２）、［１，１’－ビフェニル］－
４－スルホン酸，４’，４’’－１，２－エテン－ジイルビス－，二カリウム塩、（スチ
ルベン　１）、２，２’－（［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジイルジ－２，１－
エテンジイル）－ビス－ベンゼンスルホン酸二ナトリウム塩（スチルベン　３）、ベンゾ
フラン，２，２’－［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジイル－ビス－テトラスルホ
ン酸（四ナトリウム塩）（フラン　１）、２－（ｐ－ジメチルアミノスチリル）－ピリジ
ルメチルヨージド（ＤＡＳＰＩ）、２－（ｐ－ジメチルアミノスチリル）－ベンゾチアゾ
リルエチルヨージド（ＤＡＳＢＴＩ）、３，３’－ジエチルオキサカルボシアニンヨージ
ド（ＤＯＣＩ）、４，４－ジフルオロ－１，３，５，７，８－ペンタメチル－４－ボラ－
３ａ，４ａ－ジアザ－ｓ－インダセン　１，３，５，７，８－ペンタメチルピロメテンジ
フルオロボレート錯体（ピロメテン　５４６）、３，３’－ジメチル－９－エチルチアカ
ルボシアニンヨージド（ＤＭＥＴＣＩ）、二ナトリウム－１，３，５，７，８－ペンタメ
チルピロメテン－２，６－ジスルホネート－ジフルオロボレート錯体（ピロメテン　５５
６）、４，４－ジフルオロ－２，６－ジエチル－１，３，５，７，８－ペンタメチル－４
－ボラ－３ａ，４ａ－ジアザ－ｓ－インダセン　２，６－ジエチル－１，３，５，７，８
－ペンタメチルピロメテンジフルオロボレート錯体（ピロメテン　５６７）、ｏ－（６－
アミノ－３－イミノ－３Ｈ－キサンテン－９－イル）－安息香酸（ローダミン　１１０）
、安息香酸，２－［６－（エチルアミノ）－３－（エチルイミノ）－２，７－ジメチル－
３Ｈ－キサンテン－９－イル］，過塩素酸塩（ローダミン　１９）、４，４－ジフルオロ
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－２，６－ジ－ｎ－ブチル－１，３，５，７，８－ペンタメチル－４－ボラ－３ａ，４ａ
－ジアザ－ｓ－インダセン　２，６－ジ－ｎ－ブチル－１，３，５，７，８－ペンタメチ
ルピロメテンジフルオロボレート錯体（ピロメテン　５８０）、安息香酸、および、２－
［６－（エチルアミノ）－３－（エチルイミノ）－２，７－ジメチル－３Ｈ－キサンテン
－９－イル］－エチルエステル，一塩酸塩（ローダミン　６Ｇ）から選択でき、これらは
、Ｌａｍｂｄａ　Ｐｈｙｓｉｋ　ＡＧ（ゲッチンゲン、ドイツ）から市販されている。
【０１９８】
　本発明の別の主題は、式（Ｋn+）a（Ａm-）bの少なくとも一種の化合物を含み、Ｋn+ま
たはＡm-の１つが発光性１重項エミッターであることを特徴とする前記ＱＤ－ＬＥＣであ
る。
【０１９９】
　非常に好ましくは、Ｋn+が発光性１重項エミッターである。Ｋn+は、好ましくは、上記
で定められた群から選択される。
【０２００】
　好ましくは、本発明の発光デバイスは、エレクトロルミネッセンスデバイスである。３
種、特に好ましくは２種、特に非常に好ましくは１種の、前記式（Ｋn+）a（Ａm-）bの化
合物を含む前記ＱＤ－ＬＥＣが好ましい。
【０２０１】
　実際に、前記イオン種が、それ自体、発光材料である場合、それは、本明細書において
定義された有機機能性材料と見なされる。この場合、前記ＯＬＥＣおよび／またはＱＤ－
ＬＥＣには、更なる低分子機能性材料は、不要であり得る。
【０２０２】
　基本的に、当業者に知られている任意の量子ドット（ＱＤ）を、本発明によるＱＤ－Ｌ
ＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤに用いることができる。
【０２０３】
　３００～２０００ｎｍ、好ましくは３５０～１５００ｎｍの範囲に発光強度極大を有す
る量子ドットが好ましい。発光波長は、適切な有機半導体を選択すること、および／また
は、適切な量子ドットを選択すること、および／または、量子ドットの大きさ（これにつ
いて言えば、合成によって正確に用途に合わせることができる）によって容易に調節でき
る。発光強度も、また、前記ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤに用いられる特
定の大きさの量子ドットの濃度によって適合させることができる。
【０２０４】
　好ましくは、本発明によるＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、ＩＩ－ＶＩ
族、ＩＩＩ－Ｖ族、ＩＶ－ＶＩ族、およびＩＶ族の半導体、好ましくは、ＺｎＯ、ＺｎＳ
、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、Ｍ
ｇＳ、ＭｇＳｅ、ＧｅＳ、ＧｅＳｅ、ＧｅＴｅ、ＳｎＳ、ＳｎＳｅ、ＳｎＴｅ、ＰｂＯ、
ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、
ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ
、ＧａＳｂ、およびこれらの組合せから選択される量子ドットを含む。
【０２０５】
　量子ドットに組み入れることができる、適切な半導体材料は、ＩＩ－ＶＩ族元素、たと
えば、ＣｄＳｅ、ＣｄＳ、ＣｄＴｅ、ＺｎＳｅ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＴｅ、ＨｇＳ、Ｈ
ｇＳｅ、ＨｇＴｅ、およびこれらの合金、たとえば、ＣｄＺｎＳｅ；ＩＩＩ－Ｖ族元素、
たとえば、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ、ＧａＡｓ、ＧａＰ、ＩｎＮ、ＧａＮ、ＩｎＳｂ、ＧａＳｂ
、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、およびこれらの合金、たとえば、ＩｎＡｓＰ、ＣｄＳｅ
Ｔｅ、ＺｎＣｄＳｅ、ＩｎＧａＡｓ；ＩＶ－ＶＩ族元素、たとえば、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ
、ＰｂＳ、およびこれらの合金；ＩＩＩ－ＶＩ族元素、たとえば、ＩｎＳｅ、ＩｎＴｅ、
ＩｎＳ、ＧａＳｅ、および合金、たとえば、ＩｎＧａＳｅ、ＩｎＳｅＳ；ＩＶ族元素の半
導体、たとえば、ＳｉおよびＧｅ、これらの合金、ならびに複合構造体としてのこれらの
組合せから選択される。
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【０２０６】
　適切な更なる半導体材料には、米国特許出願第１０／７９６８３２号に開示されている
ものが含まれ、ＩＩ－ＶＩ族、ＩＩＩ－Ｖ族、ＩＶ－ＶＩ族、およびＩＶ族の半導体を含
めて、任意のタイプの半導体が含まれる。適切な半導体材料には、これらに限らないが、
Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｂ、Ｃ（ダイヤモンドが含まれる）、Ｐ、ＢＮ、ＢＰ、
ＢＡｓ、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳ、ＡｌＳｂ、ＢａＳ、ＢａＳｅ、ＢａＴｅ、
ＣａＳ、ＣａＳｅ、ＣａＴｅ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、
ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ
、ＧａＳｂ、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、Ｈｇ
Ｓ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＢｅＳ、ＢｅＳｅ、ＢｅＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＧｅＳ、Ｇ
ｅＳｅ、ＧｅＴｅ、ＳｎＳ、ＳｎＳｅ、ＳｎＴｅ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ
、ＣｕＦ、ＣｕＣｌ、ＣｕＢｒ、ＣｕＩ、Ｓｉ3Ｎ4、Ｇｅ3Ｎ4、Ａｌ2Ｏ3、（Ａｌ、Ｇａ
、Ｉｎ）2（Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ）3、Ａｌ2ＣＯ、および２種以上のこのような半導体の適切
な組合せが含まれる。
【０２０７】
　好ましくは、量子ドットは、ＩＩ－ＶＩ族、ＩＩＩ－Ｖ族、ＩＶ－ＶＩ族、およびＩＶ
族の半導体から、特に好ましくは、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、Ｃｄ
Ｓｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳｅ、ＨｇＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＧｅＳ、ＧｅＳｅ、
ＧｅＴｅ、ＳｎＳ、ＳｎＳｅ、ＳｎＴｅ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＧａＮ
、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＡｌＮ、ＡｌＰ
、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、およびこれらの組合せか
ら選択される。
【０２０８】
　いくつかの態様では、量子ドットは、ｐ型ドーパントまたはｎ型ドーパントからなる群
からのドーパントを含んでいてよい。ドーピングされた量子ドットの特性および合成は、
「ｎ－ｔｙｐｅ　ｃｏｌｌｏｉｄａｌ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｎａｎｏｃｒｙｓ
ｔａｌｓ」、Ｍｏｏｎｓｕｂ　Ｓｈｉｍ＆Ｐｈｉｌｉｐｐｅ　Ｇｕｙｏｔ－Ｓｉｏｎｎｅ
ｓｔ、Ｎａｔｕｒｅ　ｖｏｌ４０７（２０００）　ｐ９８１、および「Ｄｏｐｅｄ　Ｎａ
ｎｏｃｒｙｓｔａｌｓ」、Ｎｏｒｒｉｓら、Ｓｃｉｅｎｃｅ、３１９（２００８）、ｐ１
７７６を参照できる。本発明での量子ドットは、また、ＩＩ－ＶＩ、またはＩＩＩ－Ｖの
半導体も含み得る。ＩＩ－ＶＩ、またはＩＩＩ－Ｖの半導体ナノ結晶の例には、周期表の
ＩＩ族からの元素、たとえば、Ｚｎ、ＣｄおよびＨｇと、ＶＩ族からの任意の元素、たと
えば、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｐｏとの任意の組合せ；ならびに、周期表のＩＩＩ族からの元素
、たとえば、Ｂ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、およびＴｌと、Ｖ族からの任意の元素、たとえば、
Ｎ、Ｐ、Ａｓ、ＳｂおよびＢｉとの任意の組合せ；が含まれる。
【０２０９】
　量子ドットにおいて、光ルミネッセンスおよびエレクトロルミネッセンスは、ナノ結晶
のバンドエッジ状態から生じる。ナノ結晶からの放射バンドエッジ発光は、Ｘ．Ｐｅｎｇ
ら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｖｏｌ１１９：７０１９－７０２９（１９９７）によ
って報告されたように、表面電子状態に由来する非放射減衰チャネルと競合する。このた
め、表面欠陥、たとえばダングリングボンド（dangling bond）の存在は、非放射再結合
中心を提供し、より低い発光効率をもたらす。表面トラップ状態を不動態化し、除去する
効率的な方法は、Ｘ．Ｐｅｎｇら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｖｏｌ１１９：７０１
９－７０２９（１９９７）に開示されているように、ナノ結晶の表面に無機シェル材料を
エピタキシャル成長させることである。シェル材料は、電子準位が、コア材料との関係で
タイプＩである（たとえば、電子およびホールをコアに局在化させる可能性のあるステッ
プをもたらす、より大きなバンドギャップを有する）ように選択され得る。結果的に、非
放射再結合の確率を下げることができる。
【０２１０】
　コア－シェル構造体は、シェル材料を含む有機金属前駆体を、コアナノ結晶含む反応混
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合物に加えることによって得られる。この場合、その後に成長が起こる核形成事象という
よりはむしろ、コアが核として働き、シェルは、それらの表面から成長する。反応温度は
、コア表面へのシェル材料モノマーの付加を容易にし、同時に、シェル材料のナノ結晶の
独自の核形成を防ぐために、低く保たれる。反応混合物における界面活性剤は、シェル材
料の制御された成長を導き、溶解性を保証するために存在する。エピタキシャル成長した
一様なシェルが、２つの材料の間の格子不整合が低い場合に、得られる。さらに、球状の
形が、大きな曲率半径による界面歪みエネルギーを最小限にするように作用し、これによ
って、ナノ結晶系の光学的特性を下落させる転位の形成を防ぐ。
【０２１１】
　好ましい態様において、ＺｎＳが、当業者によく知られた合成方法を用い、シェル材料
として使用できる。
【０２１２】
　特に好ましい態様において、本発明での量子ドットは、ＩＩ－ＶＩ族の半導体、これら
の合金から選択される半導体材料、およびこれらから製造されるコア／シェル構造体を含
む。更なる態様において、ＩＩ－ＶＩ族半導体は、ＣｄＳｅ、ＣｄＳ、ＣｄＴｅ、ＺｎＳ
ｅ、ＺｎＳ、ＺｎＴｅ、これらの合金、これらの組合せ、およびこれらのコア／シェル構
造体、コア多層シェル構造体である。
【０２１３】
　いくつかの態様では、本発明での量子ドットは、それらの表面に、接合した（conjugat
ed）、協働する（cooperated）、結合した、または結び付いた、更なるリガンドを含む。
適切なリガンドには、ＵＳ　１０／６５６９１０およびＵＳ　６０／５７８２３６に開示
されているものを含めて、当業者に知られている任意のグループが含まれる。このような
リガンドの使用により、量子ドットの、様々な溶媒およびマトリックス材料（ポリマーが
含まれる）に組み入れられる能力を高めることができる。好ましい更なるリガンドは、Ｕ
Ｓ　２００７／００３４８３３Ａ１に開示されている、「ヘッド－本体－テイル」構造を
有するものであり、この場合、さらに好ましくは、「本体」は、ＵＳ　２００５０１０９
９８９Ａ１に開示されているように、電子またはホール輸送機能を有する。
【０２１４】
　量子ドットという用語は、大きさが実質的に単分散であるナノ結晶を表す。量子ドット
は、約５００ｎｍ未満で、下は約１ｎｍ未満の程度までの寸法を有する、少なくとも一つ
の部分または特性寸法を有する。単分散という用語は、大きさの分布が、言われている値
の±１０％以内にあること、たとえば、直径が１００ｎｍの単分散ナノ結晶は、９０ｎｍ
以上～１１０ｎｍ以下の大きさの範囲を含むことを意味する。
【０２１５】
　ＱＤ、特にコア－シェルＱＤの限定された大きさのせいで、それらは、それらのバルク
の対応物に比べて、特有の光学的特性を示す。発光スペクトルは、単一のガウス形ピーク
によって形が定められるが、これは、バンドエッジルミネッセンスが引き起こす。発光ピ
ークの位置は、量子閉じ込め効果の直接の結果として、コア粒子の大きさによって決めら
れる。電子的および光学的特性は、Ａｌ．Ｌ．ＥｆｒｏｓおよびＭ．Ｒｏｓｅｎ、Ａｎｎ
ｕ．Ｒｅｖ．Ｍａｔｅｒ．Ｓｃｉ．２０００．３０：４７５－５２１に論じられている。
さらに、発光強度は、上記で概略が示されたように、前記ＱＤ－ＬＥＣに用いられる濃度
により、用途に合わせることができる。
【０２１６】
　本発明によるＯＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＬＥＣは、本発明内で別の箇所に概略が示
されているように、少なくとも一種のイオン種を含む。好ましくは、この少なくとも一種
のイオン種は、イオン性遷移金属錯体（ｉＴＭＣ）から選択される。
【０２１７】
　典型的な１つのｉＴＭＣ材料が、たとえば、Ｒｕｄｍａｎｎら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．
Ｓｏｃ．２００２、１２４、４９１８－４９２１、および、Ｒｏｔｈｅら、Ａｄｖ．Ｆｕ
ｎｃ．Ｍａｔｅｒ．２００９、１９、２０３８－２０４４によって報告されている。発光
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層（ＥＭＬ）におけるｉＴＭＣの濃度は、発光層に対して、１～５０ｗｔ％、好ましくは
５～３０ｗｔ％、特に好ましくは１０～３０ｗ％。特に非常に好ましくは１０～２０ｗｔ
％であり得る。
【０２１８】
　前記ＯＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＬＥＣは、好ましくは、更なるイオン伝導性材料、
および／または中性マトリックス材料を含み、これらは、層の全量に対して、１～９０ｗ
ｔ％、好ましくは１０～８０ｗｔ％、特に好ましくは２０～７０ｗｔ％、特に非常に好ま
しくは３０～７０ｗｔ％の濃度を有し得る。
【０２１９】
　態様において、本発明によるＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤを含む、細胞
および／または細胞の処置デバイスは、ＱＤを含み、これは、それ自体、イオン性化合物
である。
【０２２０】
　適切なイオン性ＱＤは、少なくとも一種のイオン性リガンド（または、キャップ）を含
むＱＤから選択される。この態様での適切なリガンドは、好ましくは、一般式（１０２）
および（１０３）に従って選択できる。
【０２２１】
　　［Ｋ+］［Ａ-－Ｂ－Ｄ］　　　　　式（１０２）
　　［Ａ+］［Ｋ-－Ｂ－Ｄ］　　　　　式（１０３）
　式中、Ｄは、アンカー基であり、これは、ＱＤ表面に固定され、たとえば、チオール基
であり；Ｂは、簡単な結合（simple bond）またはスペーサーであり、好ましくは、アル
キル、アルコキシ基から選択され；Ｋ+/-およびＡ-/+は、上記のカチオンおよびアニオン
を表す。
【０２２２】
　式（１０２）または（１０３）に従う少なくとも一種のイオン性リガンドを含む量子ド
ットは、たとえば、Ｄｅｎｉｓ　Ｄｏｒｏｋｈｉｎら（Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　
２０１０、２１、２８５７０３）に報告されたリガンド交換によって合成できる。リガン
ドは、たとえば、次の式（１０４）を有する。

【化２０】

【０２２３】
　リガンド交換は、トリオクチル－ホスフィンオキシド（ＴＯＰＯ）でコーティングされ
たコア－シェルＣｄＳｅ／ＺｎＳのＱＤのトルエン溶液と、式（１０４）を有するリガン
ドのトルエン溶液とを、窒素流の下で、たとえば４０℃での加熱の助けにより、混合する
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ことによって達成できる。反応時間を制御することによって、ＴＯＰＯと式（１０４）の
アニオンとの間のリガンド交換の様々な度合いを得ることができる。好ましい態様におい
て、部分的にのみ交換が望まれ、その結果、反応時間は、好ましくは短く、たとえば、２
４時間より短い。
【０２２４】
　発光層（ＥＭＬ）が、少なくとも一種のイオン性量子ドットと、ホスト材料、蛍光エミ
ッター、燐光エミッター、ホール輸送材料（ＨＴＭ）、ホール注入材料（ＨＩＭ）、電子
輸送材料（ＥＴＭ）、および電子注入材料（ＥＩＭ）から選択される少なくとも一種の低
分子有機機能性分子とを含むことを特徴とする、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬ
ＥＤが好ましい。低分子有機機能性材料は、電気的に中性であり、本発明内で別の箇所に
概略が示されているものと同じである。
【０２２５】
　ＥＬＭが、２種、特に非常に好ましくは１種のイオン性量子ドット（複数可）を含む前
記ＱＤ－ＬＥＣが特に好ましい。
【０２２６】
　さらに別の好ましい態様において、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤのＥＬ
Ｍは、１種のイオン性量子ドットと、ホストおよび／または燐光エミッターから選択され
る１種の低分子有機機能性材料とを含む。ＥＭＬにおける前記成分の濃度は、量子ドット
が、１～２０ｗｔ％、ホストが、５～９８ｗｔ％、燐光エミッターが、１～２０ｗｔ％で
あり得る。
【０２２７】
　好ましい更なる一態様において、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤのＥＭＬ
は、１種のイオン性量子ドットと、ホストおよび／または蛍光エミッターから選択される
１種の低分子有機機能性材料とを含む。ＥＭＬにおける前記成分の濃度は、量子ドットが
、１～２０ｗｔ％、ホストが、５～９８ｗｔ％、蛍光エミッターが、１～２０ｗｔ％であ
り得る。
【０２２８】
　ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤのＥＭＬは、更なる有機機能性材料を含ん
でいてもよく、これらは、低分子またはポリマーであり得る。
【０２２９】
　態様において用いられるイオン性量子ドットは、式（１０２）または（１０３）に従う
少なくとも一種のイオン性リガンドを含んでいてもよい。
【０２３０】
　本発明は、さらに、態様による細胞および／または細胞の処置デバイスのＯＬＥＣ、Ｑ
Ｄ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤに用いられる混合物に関し、これは、「少なく
とも一つの量子ドット」および／または少なくとも一種のイオン性化合物および／または
少なくとも低分子有機機能性材料を含む。
【０２３１】
　ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤを含む好ましい態様において、前記混合物
は、少なくとも一種のＱＤ、少なくとも一種のイオン性化合物、少なくとも一種のホスト
材料および少なくとも一種のエミッター（これは、燐光エミッターまたは蛍光エミッター
から選択され得る）を含む。
【０２３２】
　ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤを含む別の好ましい態様において、前記混
合物は、少なくとも一種のイオン性ＱＤ、少なくとも一種のホスト材料および少なくとも
一種のエミッター（これは、燐光エミッターまたは蛍光エミッターから選択され得る）を
含む。さらに別の好ましい態様において、前記混合物は、少なくとも一種のＱＤ、少なく
とも一種のホスト材料および少なくとも一種のイオン性エミッター（これは、燐光エミッ
ターまたは蛍光エミッターから選択され得る）を含む。好ましくは、前記イオン性エミッ
ターは、ｉＴＭＣから選択される。
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【０２３３】
　ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤを含む好ましい更なる態様において、前記
混合物は、少なくとも一種のイオン伝導性材料を含み、これは、たとえば、Ｌｉ+に対す
るポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）から選択できる。
【０２３４】
　前記混合物は、さらに、他の有機機能性材料を含んでいてもよく、これは、低分子また
はポリマーまたはオリゴマーまたはデンドリマーの形であってよく、ホスト、エミッター
、ＨＩＭ、ＨＴＭ、ＥＴＭ、ＥＩＭ、および金属錯体から選択され得る。
【０２３５】
　何れかの態様による前記混合物において、ＱＤは、ＩＩ－ＶＩ族、ＩＩＩ－Ｖ族、ＩＶ
－ＶＩ族、およびＩＶ族の半導体から選択される少なくとも一種の構成要素、好ましくは
、ＺｎＯ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＴｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＨｇＳ、ＨｇＳ
ｅ、ＨｇＴｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳｅ、ＧｅＳ、ＧｅＳｅ、ＧｅＴｅ、ＳｎＳ、ＳｎＳｅ、Ｓ
ｎＴｅ、ＰｂＯ、ＰｂＳ、ＰｂＳｅ、ＰｂＴｅ、ＧａＮ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、
ＩｎＮ、ＩｎＰ、ＩｎＡｓ、ＩｎＳｂ、ＡｌＮ、ＡｌＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＳｂ、ＧａＮ、
ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＳｂ、およびこのような半導体の２種以上の適切な組合せ、なら
びに／または、これらのコア／シェル、コア多層シェルの構造を有する構成要素を含んで
いてもよい。
【０２３６】
　何れかの態様による混合物は、ＱＤの濃度が、好ましくは０．５～３０ｗｔ％、特に好
ましくは１～２０ｗｔ％、特に非常に好ましくは５～１５ｗｔ％から選択されることに特
徴があってもよい。
【０２３７】
　何れかの態様による混合物は、少なくとも一種の更なるエミッターを含んでいてもよい
。態様による混合物において、量子ドットの発光スペクトルは、この更なるエミッターの
吸収と重なっていてもよい。これにより、フェルスターのエネルギー移動が実現できる。
何れかの態様による混合物において、更なるエミッターは、有機化合物または他の量子ド
ットから選択できる。
【０２３８】
　更なる態様によれば、細胞／細胞組織の処置デバイスは、本明細書に記載の混合物また
は本明細書に記載の量子ドットを含む電子デバイスとしての、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣお
よび／またはＱＤ－ＬＥＣを含む。電子デバイスは、１つの陽極、１つの陰極、および陽
極と陰極の間に機能層を、少なくとも含んでいてもよいが、ここで、機能層は、前記混合
物または量子ドットを含む。
【０２３９】
　本発明の別の態様は、細胞および／または細胞の処置デバイスにおいて用いられる配合
物、好ましくは溶液に関し、この配合物は、本明細書に記載の混合物または量子ドット、
および１種以上の有機溶媒を含む。
【０２４０】
　適切で好ましい有機溶媒の例には、限定ではなく、ジクロロメタン、トリクロロメタン
、モノクロロベンゼン、ｏ－ジクロロベンゼン、テトラヒドロフラン、アニソール、モル
ホリン、トルエン、ｏ－キシレン、ｍ－キシレン、ｐ－キシレン、１，４－ジオキサン、
アセトン、メチルエチルケトン、１，２－ジクロロエタン、１，１，１－トリクロロエタ
ン、１，１，２，２－テトラクロロエタン、酢酸エチル、酢酸ｎ－ブチル、ジメチルホル
ムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、テトラリン、デカリン、イン
ダンおよび／またはこれらの混合物が含まれる。溶液における前記混合物の濃度は、好ま
しくは０．１～１０ｗｔ％、特に好ましくは０．５～５ｗｔ％である。任意選択で、溶液
はまた、ＷＯ　２００５／０５５２４８　Ａ１に記載されているように、レオロジー特性
を調節するために、１種以上のバインダーも含む。
【０２４１】
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　適切な混合およびエージングの後、溶液は、次の分類の１つとして評価される：完全溶
液、境界線上の溶液、または不溶解物。溶解性と不溶解性を分ける、溶解度パラメータ－
水素結合の限界値の輪郭を描くために、等高線が引かれる。溶解性領域内に入る「完全」
溶媒は、たとえば、「Ｃｒｏｗｌｅｙ，Ｊ．Ｄ．、Ｔｅａｇｕｅ，Ｇ．Ｓ．ＪｒおよびＬ
ｏｗｅ，Ｊ．Ｗ．Ｊｒ．、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐａｉｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、
３８、Ｎｏ　４９６、２９６（１９６６）」に公表された文献値から選択できる。溶媒ブ
レンドもまた用いられてもよく、「Ｓｏｌｖｅｎｔｓ、Ｗ．Ｈ．Ｅｌｌｉｓ、Ｆｅｄｅｒ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｓｏｃｉｅｔｉｅｓ　ｆｏｒ　Ｃｏａｔｉｎｇｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ、９－１０、１９８６」に記載されているように、同定できる。このような手順は、
混合物を溶かし得る、「非」溶媒のブレンドに導き得るが、少なくとも一種の真の溶媒を
ブレンド中に有することが望ましい。
【０２４２】
　態様において用いられる配合物の別の好ましい形態は、エマルジョン、非常に好ましく
はミニ（mini）エマルジョンであり、これは、１つの相の安定なナノ液滴が、第２の連続
相に分散している、特別に配合されたヘテロ相（heterophase）系である。態様はミニエ
マルジョンに関し、ミニエマルジョンにおいては、混合物の様々な成分が、同じ相、また
は異なる相の何れかに見出される。好ましい分布は次の通りである：
　１）ＱＤおよび有機機能性材料の大部分または全ては、ナノ液滴（不連続層）に、イオ
ン性化合物の大部分または全ては、連続相に；
　２）有機機能性材料の大部分または全ては、ナノ液滴（不連続層）に、ＱＤおよびイオ
ン性化合物の大部分または全ては、連続相に。
【０２４３】
　連続相が極性相であるミニエマルジョンと、連続相が非極性相である逆相ミニエマルジ
ョンの両方が、本発明において用いられ得る。好ましい形態は、ミニエマルジョンである
。エマルジョンの動力学的安定性を増すために、界面活性剤（複数可）が添加されてもよ
い。２つの相のための溶媒と界面活性剤との選択、および安定なミニエマルジョンを製造
するための加工法は、当業者によく知られており、様々な出版物、たとえば、Ｌａｎｄｆ
ｅｓｔｅｒら（Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｍａｔｅｒ．Ｒｅｓ．２００６、３６、２３１）が参
照される。
【０２４４】
　電子または光電子デバイスにおいて薄い層として用いられるように、本発明のそれらの
混合物または配合物は、適切な何れかの方法によって堆積されてもよい。デバイス、たと
えば発光デバイスの液体コーティングは、真空堆積法より望ましい。溶液堆積法が特に好
ましい。好ましい堆積法には、限定ではないが、浸漬コーティング、スピンコーティング
、インクジェット印刷、凸版印刷、スクリーン印刷、ドクターブレードコーティング、ロ
ール印刷、リバースロール印刷、オフセット印刷、フレキソ印刷、ウェブ（web）印刷、
スプレーコーティング、ブラシ（brush）コーティングまたはパッド印刷、およびスロッ
トダイコーティングが含まれる。インクジェット印刷が、高解像度ディスプレイが製造さ
れるので、特に好ましい。
【０２４５】
　本発明での選択された溶液は、インクジェット印刷またはマイクロディスペンシング（
microdispensing）によって、予め製造されたデバイス基板に塗布されてよい。好ましく
は、工業用圧電印刷ヘッド、たとえば、これらに限らないが、Ａｐｒｉｏｎ、Ｈｉｔａｃ
ｈｉ－Ｋｏｋｉ、ＩｎｋＪｅｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｏｎ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ、Ｐｉｃｏｊｅｔ、Ｓｐｅｃｔｒａ、Ｔｒｉｄｅｎｔ、Ｘａａｒにより供給
されるものが、基板に有機半導体層を塗布するために使用されてよい。さらに、準工業用
ヘッド、たとえば、Ｂｒｏｔｈｅｒ、Ｅｐｓｏｎ、Ｋｏｎｉｃａ、Ｓｅｉｋｏ　Ｉｎｓｔ
ｒｕｍｅｎｔｓ　Ｔｏｓｈｉｂａ　ＴＥＣによって製造されるもの、またはシングルノズ
ルのマイクロディスペンサ、たとえば、ＭｉｃｒｏｄｒｏｐおよびＭｉｃｒｏｆａｂによ
って製造されるものが使用されてよい。
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【０２４６】
　インクジェット印刷またはマイクロディスペンシングによって塗布されるように、本発
明での混合物は、最初に、適切な溶媒に溶かされるべきである。溶媒は、上記の必要条件
を満たさなければならず、選ばれた印刷ヘッドに有害な影響を及ぼしてはならない。さら
に、溶媒は、印刷ヘッド内部での溶液の乾固により生じる作業上の問題を防ぐために、１
００℃を超え、好ましくは１４０℃を超え、より好ましくは１５０℃を超える沸点を有す
るべきである。上記の溶媒の他に、適切な溶媒には、置換および無置換キシレン誘導体、
ジ－Ｃ1-2－アルキルホルムアミド、置換および無置換アニソール、および他のフェノー
ル－エーテル誘導体、置換複素環、たとえば、置換されたピリジン、ピラジン、ピリミジ
ン、ピロリジノン、置換および無置換Ｎ，Ｎ－ジ－Ｃ1-2－アルキルアニリン、ならびに
他のフッ素化または塩素化芳香族が含まれる。
【０２４７】
　インクジェット印刷によって態様の混合物を堆積させるための好ましい溶媒には、ベン
ゼン誘導体が含まれ、これは、１つ以上の置換基により置換されたベンゼン環を有し、こ
こで、この１つ以上の置換基の中の炭素原子の全数は、少なくとも３個である。たとえば
、ベンゼン誘導体は、プロピル基または３つのメチル基により置換されていてもよく、何
れの場合においても、全部で少なくとも３個の炭素原子が存在する。このような溶媒は、
ポリマーと共に溶媒を含むインクジェット流体を生成することを可能にし、これは、スプ
レーの間のジェットの詰まりおよび成分の分離を減らし、防ぐ。溶媒（複数可）には、次
の例のリストから選択されるものが含まれていてもよい：ドデシルベンゼン、１－メチル
－４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゼン、テルピネオール　リモネン、イソズレン、テルピノレ
ン、シメン、ジエチルベンゼン。溶媒は、溶媒混合物、すなわち、２種以上の溶媒の組合
せであってもよく、各溶媒は、好ましくは、１００℃を超え、より好ましくは１４０℃を
超える沸点を有する。このような溶媒（複数可）はまた、堆積した層における膜形成を促
進し、層における欠陥を減らす。
【０２４８】
　インクジェット流体（すなわち、溶媒、バインダーおよび前記混合物の混合物）は、２
０℃で、好ましくは、１～１００ｍＰａ・ｓ、特に好ましくは１～５０ｍＰａ・ｓ、特に
非常に好ましくは１～３０ｍＰａ・ｓの粘度を有する。
【０２４９】
　本発明による態様の混合物または配合物は、たとえば、界面活性化合物、潤滑剤、湿潤
剤、分散剤、疎水性剤、接着剤、流動向上剤、消泡剤、脱気剤、希釈剤（これは、反応性
または非反応性であってよい）、補助剤、着色剤、染料または顔料、増感剤（sensitizer
）、安定剤、または阻害剤などの更なる成分をさらに１種以上含み得る。
【０２５０】
　態様の細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、いかなる形状を有していてもよ
く、堅いまたは可撓性であり得る。デバイスは、何らかの形のエネルギー供給源を必要と
する。エネルギー供給源は、デバイスに直接結び付いていても、または、たとえばケーブ
ルによって引き離されていてもよい。処置される対象にとって快適であり、全体として自
己充足的な持ち運びできるユニットをなすデバイスを提供するために、バッテリー、特に
印刷できるバッテリーが、デバイスに取り付けられてもよい。こうして、照射は、処置さ
れる対象を煩わせることなく、その習慣または日常生活の中で、どのような時でも、どの
ような場所でも行われてよい。本発明によるデバイスの自宅での使用は、特に好ましい。
デバイスは、接着剤付きで、脱着可能であってよい。それは、身体の平らな、または平ら
でない部分に沿わせることができる、あるいは埋め込み可能なプローブであってもよい。
【０２５１】
　デバイスは、インタラクティブステアリングユニットを含んでいてもよい。このステア
リングユニットにより、連続照明からパルス照明へ切り替えることができる。それにより
、また、照射強度および／または放出される波長を正確に適合させることができる。ステ
アリングユニットは、デバイスに直接結び付いていてもよい。それは、また、常置のまた
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は一時的な連結具によって離されていてもよい。デバイスは、使い捨てであってもよく、
病院内または病院の外での使用に適している。
【０２５２】
　どんな場合でも、本発明による細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、携帯用
軽量デバイスとして適している。しかし、固定デバイスもまた製造できる。デバイスは、
移動式処置、すなわち、対象が自由に動き回ることができる処置を可能にするのに十分に
、持ち運び可能である。それは、後で、ヒトの対象自身が決める時間に、取り外すことが
できるので、処置は、ほとんどどこででも、またいつでも行われ得る。これにより、結果
として、より便利に、より低コストになる（病院における外来患者または入院患者の入院
の何れも避けることによる）。
【０２５３】
　ＰＤＴの場合には、処置は、多くの場合、痛みを伴う。本発明による移動式の細胞およ
び／または細胞組織の処置デバイスは、曝露が、より長時間、行われ得るので、より弱い
光のレベルで用いることができる。これは、病院で用いられる通常の光源からの大きな放
射強度によって、一部の患者に引き起こされる痛みの問題を克服する。さらに、より小さ
な放射強度は、光薬剤の光漂白（photobleaching）の度合いの低下のせいで、ＰＤＴにお
いては、より有効である。
【０２５４】
　細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、たとえば局所用組成物としての、光化
学および／または光薬剤製剤と共に提供されてもよい。これは、ゲル、軟膏またはクリー
ムの形態であってよい。代わりに、または、その上に、デバイスは、光薬剤が染み込んだ
薄膜と共に提供されてもよい。通常、光薬剤製剤は、光源と接触する層として提供される
。光薬剤製剤が、刺激光の振動数に対して透明である、または十分に透光性であれば、得
られるデバイスは、患者に光薬剤を適用する別個のステップなしに、容易に適用できる。
光を散乱すると思われるクリームは、それにもかかわらず、光源が点燈される前にそれら
が吸収される場合、使用されてもよい。光薬剤層は、引き剥がせる剥離媒体、たとえば、
裏面シリコーン付きシートによって覆われてもよい。光薬剤製剤は、ｉｎ　ｖｉｖｏで活
性化合物に代謝される不活性化合物を含んでいてもよい。光薬剤の送達は、イオン導入法
によって支援され得る。有機発光半導体からの光出力は、パルス状であってもよく、電子
制御回路またはマイクロプロセッサが、このパルス発生および／またはデバイス機能の他
の局面、たとえば、処置される部分の曝露時間および発光強度を制御するために備えられ
てもよい。パルスのデバイスは、光化学および／または光薬剤物質（これは、光漂白性で
ある、または光漂白性である化学種にｉｎ　ｖｉｖｏで代謝される）の製剤と共に提供さ
れてよい。
【０２５５】
　細胞および／または細胞組織の処置デバイスの出力は、一連のパルスの形を取ってよい
が、好ましくは、この場合、パルスの持続時間は、引き続くパルスの間の間隔と実質的に
同じである。パルスの連なりの周期は、前記物質の光漂白特性に応じて、たとえば、２０
ｍｓ～２０００ｓの範囲にあってよい。好ましくは、デバイスが患者に取り付けられるこ
とを可能にするために、取付け手段は、接着性表面を含む。
【０２５６】
　好ましくは、細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、移動式であり、光化学お
よび／または光薬剤製剤と共に提供される。製剤およびその送達の好ましい特徴は、上記
の通りである。特に、光化学および／または光薬剤は、光漂白性であってもよい、または
ｉｎ　ｖｉｖｏで光漂白性の化学種に代謝されてもよい。
【０２５７】
　細胞および／または細胞組織の処置デバイスを活性化および不活性化させるための手段
は、デバイス機能の他の局面、たとえば処置される部分の曝露時間（複数可）および発光
強度を制御してもよい。この制御手段は、有利には、本発明の第１の局面によるデバイス
によって生成されるパルスの連なりの好ましい特徴の何れか１つ以上を有するパルスの連
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なりを放出する光源を覆うように、操作可能であってよい。本発明による適切な細胞およ
び／または細胞組織の処置デバイスは、スリーブ、巻き布、パッド、プラスター、埋め込
み可能プローブ、経鼻胃管、胸腔排液管、ステント、布状デバイス、毛布、寝袋、口腔内
の１本以上の歯に合うデバイス、およびパッチから選択される何れかの構成要素として形
作られてもよいし、または、そのような構成要素に含められてもよい。
【０２５８】
　細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、食道内で用いられるステント、たとえ
ば、１．２５～２．２５ｃｍの半径で、たとえば１０～１２ｃｍの長さのチューブとして
使用されてもよい。
【０２５９】
　細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、たとえば新生児の黄疸を処置するため
の、毛布または寝袋であってもよい。現在、黄疸を患う新生児は、彼らの両親から引き離
され、インキュベータ内で目隠しされ照明される。これは、新生児と両親の両方にとって
、不快な状況を示す。さらに、新生児は、体温を、成人ができると同じ様に容易には調節
できず、インキュベータ内の過熱は、重大な問題である。可撓性のある毛布および寝袋は
、これらの問題なしに、新生児を処置する方法を提供する。毛布または寝袋によって覆わ
れた新生児は、両親の腕の中で横たわっている間に、照射され得るし、新生児の身体の過
熱は、従来の療法に比べて、重大ではない。これは、本発明によるデバイスが、より少な
い電力を必要とし、そのため、より少ない熱を発生するという事実に起因する。
【０２６０】
　乾癬患者では、しばしば、身体の襞に、プラークが見出される。通常の光線療法は、光
源によって放出される光が、身体の襞におけるプラークに達しないという事実に起因する
問題を示す。ＯＬＥＤは、理論上、身体の襞における乾癬の皮膚に直接接触する光源を考
案する格好の機会をもたらす。上記で概略が示されたように、曲がった表面は、ＯＬＥＤ
を製造する時に、技術的困難を示す。しかし、この問題は、ＯＬＥＣおよび／またはＱＤ
－ＬＥＣにより解決できる。ＯＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＬＥＣは、身体の襞に見出さ
れる乾癬ならびに他の疾患および／または状態を処置するために、身体の襞にぴったりと
合うように設計できる。
【０２６１】
　細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、それ自体、処置の間に、制御された仕
方で放出される治療薬剤を含んでいてもよい。
【０２６２】
　好ましくは、細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、上記のイオン性プラスチ
ック材料を含み、これは、２５～４５℃の範囲のガラス転移温度Ｔgまたは融点を有する
。こうして、デバイスは、皮膚に取り付けられた時に、皮膚により良く接触するように、
軟化し得る。
【０２６３】
　好ましい更なる態様において、本発明による細胞および／または細胞組織の処置デバイ
スは、移動式デバイスである。
【０２６４】
　本発明はまた、患者にデバイスを取り付けるための取付け手段を含むことを特徴とする
細胞および／または細胞組織の処置デバイスにも関する。
【０２６５】
　デバイスは、接着剤付きであってもよいし、または、補助材料、たとえば接着剤ストリ
ップの作用の面で、一時的に固定されてもよい。前記デバイスは、プラスター、巻き布、
毛布、寝袋、スリーブ、埋め込み可能プローブ、経鼻胃管、胸腔排液管、パッド、ステン
ト、およびパッチであることができることを特徴とする。デバイスの形態および形状は、
個々の処置での必要性、および処置される対象の体格に合わせることができる。
【０２６６】
　本発明はまた、電力供給ユニット、または外部電力供給源へのインターフェースを含む
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ことを特徴とする、本発明によるデバイスにも関する。上記で概略が示されたように、電
力供給源は、デバイスに直接取り付けることができる。これにより、たとえば、処置され
る対象を煩わせることなく、衣類の下で使用できる、極薄デバイスを考案することが可能
になる。電力供給源はまた、電力を供給するために、何らかの可能な仕方で、デバイスに
連結される、もっと離れたユニットであってもよい。
【０２６７】
　本発明による細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、対象の部分を照らそうと
するものである。デバイスは、動物およびヒトにおける、治療および／または美容に関わ
る疾患および状態の処置および／または予防に用いられることを特徴とする。
【０２６８】
　本発明による細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、前記処置および／または
予防を一定の範囲に生じる電磁放射を放出し、いくつかの態様では、ＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥ
Ｃおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、少なくとも０．５ｃｍ2の広さを有する。ＬＥＣ、
ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、連続または不連続であり得る。ＬＥＣ、
ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤならびにその照明部分は、処置に適する任意
の形状を取ることができる。これは、特に治療状態において、対象の、処置が必要でない
部分の照射による副作用を防ぐことができる。
【０２６９】
　好ましい更なる態様において、本発明の細胞および／または細胞組織の処置デバイスは
、０．５ｃｍ2～１０００００ｃｍ2、特に好ましくは０．５ｃｍ2～５０００ｃｍ2の広さ
を有する。
【０２７０】
　本発明による細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、医療および／または美容
に関する状態を処置するために使用できる。ここでは、任意の治療戦略が含められる、す
なわち、光による対象の処置は、他の処置手法と組み合わせて、または組み合わせないで
、実施され得る。たとえば、処置は、１つ以上の本発明の細胞および／または細胞組織の
処置デバイスにおける、１つ以上の波長で実施され得る。さらに、前記のＯＬＥＣ、ＱＤ
－ＬＥＣ、および／またはＱＤ－ＯＬＥＤに加えて、別の技術を用いる更なる光源、たと
えば、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ，およびレーザーが、処置に使用され得る。さらに、前記細胞お
よび細胞組織の処置デバイスによる処置は、薬剤および美容製品を用いる既知のどのよう
な処置戦略とも組み合わせることができる。別の態様において、細胞および／または細胞
組織の処置デバイスは、医療用組成物と組み合わせて使用されてもよい。
【０２７１】
　それゆえに、本発明はまた、先行する請求項の何れかに記載のデバイスおよび局所用組
成物または局所用発色団組成物を含む、細胞および／または細胞組織の処置のためのパー
ツのキットにも関する。
【０２７２】
　態様によるパーツのキットにおいて、局所用組成物または局所用発色団組成物は、媒体
にカプセル化またはマイクロカプセル化されてもよい。これにより、前記組成物は、標的
指向性のある仕方で、処置される１つまたは複数の細胞に輸送されてもよい。
【０２７３】
　さらに、局所用組成物は、天然に存在するクロロフィル含有化合物、カロチノイド（ca
rotenoid）含有化合物、フィコビリン化合物、インドシアニングリーン、メチレンブルー
、ローズベンガル、ビタミンＣ、ビタミンＥ、ビタミンＤ、ビタミンＡ、ビタミンＫ、ビ
タミンＦ、レチンＡ（トレチノイン）、アダパレン、レチノール、ヒドロキノン、コウジ
酸、成長因子、エキナセア、抗生物質、抗真菌剤、抗ウイルス剤、漂白剤、αヒドロキシ
酸、βヒドロキシ酸、サリチル酸、抗酸化トリアド化合物、海藻誘導体、海水誘導体、藻
類、抗酸化剤、フィトアントシアニン、植物栄養素、プランクトン、植物性製品、草本性
製品、ホルモン、酵素、ミネラル、補因子、アンチエイジング物質、インスリン、ミノキ
シジル、リコピン、天然もしくは合成のメラニン、メタロプロテイナーゼ阻害剤、プロリ
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ン、ヒドロキシプロリン、麻酔剤、クロロフィル、バクテリオクロロフィル、銅クロロフ
ィリン、葉緑体、カロチノイド、フィコビリン、ロドプシン、アントシアニン、オルニチ
ンデカルボキシラーゼの阻害剤、血管内皮成長因子（ＶＥＧＦ）の阻害剤、ホスホリパー
ゼＡ２の阻害剤、Ｓ－アデノシルメチオニンの阻害剤、カンゾウ、リコカルコン（licoch
alone）Ａ、ゲニステイン（genestein）、大豆イソフラボン、フィトエストロゲン、これ
らの誘導体、類似体、相同体、およびサブコンポーネント、ならびに前記細胞または細胞
組織の誘導体、サブコンポーネント、免疫学的複合体、および抗体、ならびにこれらの合
成および天然の類似体、これらの組合せから選択される少なくとも一つの構成要素を含ん
でいてもよい。
【０２７４】
　前記局所用発色団組成物は、３００ｎｍ～１３００ｎｍに少なくとも一つの吸収極大を
有し、クロロフィル、ポルフィリン、およびこれらの組合せからなる群より選択される有
効成分を含んでいてもよい。この有効成分は、少なくとも一つの金属－リガンド結合を有
し、ここで、金属－リガンド結合中の金属は、Ｆｅ、Ｍｇ、Ｃｕ、Ａｌ、反応性遷移金属
、金属キレート、および抗体複合体からなる群より選択される。
【０２７５】
　何れかの態様の細胞および／または細胞組織の処置デバイスあるいはパーツのキットは
、植物細胞、動物細胞、ヒト細胞、哺乳類細胞、真核細胞、原核細胞、毛髪細胞、毛根細
胞、皮膚細胞、粘膜細胞、および幹細胞から選択される少なくとも一つの構成要素を処置
するために使用されてもよい。何れかの態様のデバイスまたはパーツのキットは、美容的
処置；予防的処置；治療的処置；非侵襲性処置；細胞および／または細胞組織の活性化、
刺激、不活性化、消毒、脱毛、光線療法、光力学的療法、体外処置、体内処置；細胞組織
のピーリングおよび／またはリフティング；および／または幹細胞の分化の活性化または
阻害のために、使用されてもよい。
【０２７６】
　たとえば、毛髪成長の低下、排除または刺激が実現され得る。このような処置は、毛髪
の一部または全ての、ヒトまたは哺乳類の皮膚の周辺組織または支持組織の活性の一時的
または永続的刺激を生じるための、毛包、毛球、毛隆起、幹細胞、腺および導管の活性、
ならびに周辺組織のフォトモデュレーションを含んでいてもよい。この方法は、通常、す
ぐ近くの皮膚組織に、永続的な傷害または損傷を、ほとんどまたは全く生じない。主に、
毛髪およびじかに接する周辺の組織だけが影響を受ける。
【０２７７】
　別の態様において、態様の細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、皮脂腺の活
性を阻害し、座瘡菌を除去するために、皮脂腺および周辺の組織を、フォトモデュレーシ
ョン促進剤としての局所用組成物または局所用発色団組成物、たとえば、Ｃｕクロロフィ
ルンＮａおよびカロチノイドにより処置すること、および、次いで、標的組織を、細胞お
よび／または細胞組織の処置デバイスからの約４５０ｎｍの光に晒すことによる、座瘡お
よび座瘡瘢痕の防止のために使用されてもよい。この作用は、酵素ピーリング、マイクロ
ダーマブレーション（microderm abrasion）、または超音波を含む手法の使用により、皮
脂腺および周辺組織への局所用組成物の浸透を促進することによって支援され得る。たと
えば、天然に存在する自然の発色団が、皮脂腺の近くの皮膚、もしくは皮脂腺に直接、塗
布される、また／または、皮脂腺の組織に与えられてもよい。次いで、このフォトモデュ
レーション促進剤が、座瘡菌の数を減少させるのに適する少なくとも一つの主要な発光波
長を含む、細胞および／または細胞組織の処置デバイスからの電磁放射に晒される。
【０２７８】
　別の例において、態様の細胞および／または細胞組織の処置デバイスは、毛髪の生える
哺乳類の皮膚に選択的な損傷を生じるために、たとえば脱毛のために、使用されてもよい
。局所用作用剤が用いられ、その作用剤は、態様の細胞および／または細胞組織の処置デ
バイスからの電磁放射の第１の波長を吸収することを可能にする電磁放射吸収特性を有す
る。局所用作用剤は皮膚に塗布され、その結果、その作用剤は、皮膚に浸透し、毛幹、毛
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包、毛球または毛導管に結び付く、または物理的に組み入れられた状態になる。作用剤は
、電磁放射の第１の波長に晒され、電磁放射の第１の波長を吸収し、これにより、処置さ
れる皮膚領域が脱毛される。作用剤は、約１ミクロンの平均直径を有していてよい。作用
剤は、さらに、マイクロカプセル化媒体にカプセル化されてもよく、これは、約１ミクロ
ンの平均直径を有していてよい。その皮膚領域は、さらに、外部酵素、超音波により処置
されてもよい。局所用作用剤は、クロロフィル（これは、カプセル化されていてもよい）
を含んでいてもよい。
【０２７９】
　光線療法が、化合物、たとえば薬剤および／または美容製品による処置と組み合わせら
れる場合、光は、化合物の（光）化学反応または活性化を開始させるために用いることが
でき、これは、光力学的療法（ＰＤＴ）と呼ばれる。本発明での光線療法は、また、光化
学反応または活性化を開始させることなく、化合物と結び付けて用いることもできる。治
療疾患の処置の有効性および安全性に対する相乗効果が、光療法と薬剤および／または美
容製品との両方による逐次、並行、および重複処置から生じ得る。たとえば、薬剤（複数
可）または美容用化合物（複数可）が、最初に、特定の期間、投与され、その後、本発明
による細胞および／または細胞組織の処置デバイスを用いる光線療法が適用され得る。薬
剤、その光反応性、患者の個々の事情、および具体的な疾患または状態に応じて、２つの
処置の間の時間間隔もまた変わってもよい。２つの処置は、また、部分的にかまたは完全
にかの何れかで、時間的に重複してもよい。的確な処置戦略は、個々の事情および疾患ま
たは状態の重症度に応じて決まるであろう。
【０２８０】
　併用療法は、相乗効果を有し得るし、従来の処置戦略の副作用（たとえば、テトラサイ
クリンの副作用）を減らすことができる。これは、少なくともある程度は、本明細書に概
略が示されている併用手法に従う場合、必要とされる薬剤用量がより少なくなり得るとい
う事実に起因する。
【０２８１】
　処置は、前記のＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤの放射への、対
象の何らかの曝露である。処置は、対象と、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ
－ＯＬＥＤを含むデバイスとの間の直接接触によって、またはそれらの間の直接接触なし
に、実施されてもよい。処置は、対象の外側または内側であってもよい。対象の外側の処
置は、たとえば、皮膚、外傷、目、歯肉、粘膜、舌、毛髪、爪床、および爪の処置であっ
てもよい。対象の内側の処置は、たとえば、血管、心臓、胸部、肺、または対象の他の任
意の臓器であってもよい。対象の内側への適用の大部分では、特別なデバイスが必要とさ
れる。このような例の１つは、本発明による細胞および細胞組織の処置デバイスを含むス
テントであってもよい。対象は、好ましくは、ヒトまたは動物であってもよい。美容とい
う用語は、また、審美的適用を含む。
【０２８２】
　ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤならびに／あるいはデバイスに
よって放出される光の波長は、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤの
適切な構成要素の選択によって、正確に、用途に合わせることができる。これは、上記で
概略が示されたように、量子ドットの特定のデザイン、ならびに様々なエミッターまたは
カラーフィルターおよびカラーコンバーターの使用を含む。ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよ
び／またはＱＤ－ＯＬＥＤの用途に応じて、それぞれの治療的または美容的処置は、多か
れ少なかれ限定された、放出される波長または波長スペクトルを必要とする。
【０２８３】
　好ましくは、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤは、２００～１０
００ｎｍ、好ましくは３００～１０００ｎｍ、特に好ましくは３００～９５０ｎｍ、特に
非常に好ましくは４００～９００ｎｍの範囲で、発光する、および／または照射する。
【０２８４】
　上記で概略が示されたように、光線療法の１つの作用は、ミトコンドリアにおける代謝
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の刺激である。光線療法の後、細胞は、代謝の増加を示し、細胞は、より良く情報伝達を
行い、よりよい仕方でストレスの多い状態に耐える。
【０２８５】
　細胞および／または細胞の処置デバイスは、細胞刺激のために用いることができる。細
胞刺激のために好ましい波長または波長範囲は、６００～９００ｎｍ、特に好ましくは６
２０～８８０ｎｍ、特に非常に好ましくは６５０～８７０ｎｍの範囲にある。細胞刺激の
ために特に好ましい波長の例は、６８３．７、６６７．５、７７２．３、７５０．７、８
４６、および８１２．５ｎｍである。
【０２８６】
　本発明は、また、本明細書に記載の何れかの態様の細胞および／または細胞組織の処置
デバイスから放出される光に、細胞または細胞組織を晒すことを含む、細胞および／また
は細胞組織の処置のための方法にも関する。上記のように、細胞および／または細胞組織
の処置デバイスは、有機発光電気化学セル（ＯＬＥＣ）、「少なくとも一つの量子ドット
」を含む発光電気化学セル（ＱＤ－ＬＥＣ）、および「少なくとも一つの量子ドット」を
含む有機発光デバイス（ＱＤ－ＯＬＥＤ）から選択される少なくとも一つの光源を含む。
【０２８７】
　本発明による方法のいくつかの態様において、細胞または細胞組織を光に晒すステップ
は、多色性および／または狭帯域の光および／または黄色波長範囲の光および／または赤
外波長範囲の光を発することを含む。
【０２８８】
　たとえば、細胞または細胞組織を光に晒すステップは、黄色光と赤外線との有効放射電
力比が約４：１である多色性の光を発することを含む。特に、細胞または細胞組織を光に
晒すステップは、約４ｍＷ／ｃｍ2の有効放射電力において約５９０ｎｍの黄色光、およ
び約１ｍＷ／ｃｍ2の有効放射電力において約８５０ｎｍの赤外線を含む多色性の光を発
することを含み得る。
【０２８９】
　態様の方法において、光は、ＯＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣ、ＱＤ－ＯＬＥＤから選択される
少なくとも一つの構成要素から、約３００ｎｍ～約１３００ｎｍの波長で、および／また
は１０Ｊ／ｃｍ2未満の全エネルギーフルエンスで、発せられてもよい。
【０２９０】
　いくつかの態様では、前記方法は、哺乳動物の組織における、コラーゲン、線維芽細胞
、および線維芽細胞由来細胞のレベルの処置のためである。この態様は、前記組織を、約
３００ｎｍ～１６００ｎｍの主要な発光波長を有する、細胞および／または細胞組織の処
置デバイスからの光に、約１０秒～約２４時間、晒すことを含み、ここで、前記組織によ
り受容されるエネルギーフルエンスは、約１０Ｊ／ｃｍ2未満である。
【０２９１】
　この方法では、光は、パルス状に、たとえば、約０．１フェムト秒～約１００秒の持続
時間を有するパルスで、放出されてもよい。前記パルス間のパルス間隔遅延は、約０．１
～約１０００ミリ秒である。たとえば、しわの削減は、細胞および／または細胞組織のパ
ルス処置デバイスを用い、皮膚組織を、２５０ミリ秒のパルス、１００ミリ秒のパルス間
隔遅延を有する光に、１００回繰返して晒し、結果的に全エネルギーフルエンスを７０．
０ｍＪ／ｃｍ2とすることによって、実施できる。光源は、５７４ｎｍに主要発光波長を
有していてもよい。
【０２９２】
　態様の方法は、発光ダイオード、レーザー、蛍光源、発光ポリマー、キセノンアークラ
ンプ、ハロゲン化金属ランプ、フィラメント光源、強力パルス光源、硫黄ランプ、および
これらの組合せから選択される更なる光源から光を発することを含んでいてもよく、ここ
で、少なくとも一つの更なる光源は、約４００ｎｍ～約１６００ｎｍの波長で光を発する
ように適合させられている。さらに、細胞または細胞組織は、超音波に晒されてもよい。
細胞および／または細胞組織により受容される赤外放射の強度は、低減されてもよい。さ
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らに、波長または波長帯を選択するために、発せられた光はフィルターにかけられてもよ
い。さらに、細胞または細胞組織は、たとえば、処置の前、その間、またはその後で、冷
却され得る。
【０２９３】
　前記方法の一態様において、局所用組成物または局所用発色団組成物が、細胞または細
胞組織を光に晒す前、その間、またはその後で、細胞または細胞組織に適用されてもよい
。局所用組成物または局所用発色団組成物の例は、上で記載されている。
【０２９４】
　態様の方法は、美容的処置；予防的処置；治療的処置；非侵襲性処置；細胞および／ま
たは細胞組織の活性化、刺激、不活性化、消毒、脱毛、光線療法、光力学的療法、体外処
置、体内処置；細胞組織のピーリングまたはリフティング；および／または幹細胞の分化
の活性化または阻害のために、用いられてもよい。細胞または細胞組織の細胞は、植物細
胞、動物細胞、ヒト細胞、哺乳類細胞、真核細胞、原核細胞、毛髪細胞、毛根細胞、皮膚
細胞、粘膜細胞、および幹細胞から選択される少なくとも一つの構成要素であってもよい
。
【０２９５】
　前記方法のいくつかの態様において、処置は、手術または治療によるヒトまたは動物の
体の処置でなく、および／またはヒトまたは動物の体に対して実施されない。
【０２９６】
　光線療法によって取り組むことができる、どのような治療疾患および／または美容に関
わる状態も、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスならびに前記デバイス
により処置できる。これらの疾患および／または状態には、たとえば、皮膚の加齢、セル
ライト、拡張毛穴、油性肌、毛包炎、前癌性日光角化症、皮膚病巣（lesion）、加齢、し
わおよび日光損傷皮膚、カラスの足跡、皮膚潰瘍（糖尿病性、圧迫性、静脈鬱血性）、酒
さ病巣、セルライトを含めて、皮膚疾患、および皮膚に関連する状態；皮脂腺および周辺
組織のフォトモデュレーション；しわの削減、座瘡瘢痕および座瘡細菌、炎症、痛み、外
傷、心理学的および神経学的関連疾患および状態、浮腫（edema）、ページェット病、原
発性および転移性腫瘍、結合組織疾患、哺乳類の組織におけるコラーゲン、線維芽細胞お
よび線維芽細胞由来細胞のレベルの操作、網膜の照明、新生、新生血管および肥大による
疾患、炎症およびアレルギー反応、エクリン（汗）またはアポクリン腺による発汗、汗を
かくこと、および多汗、黄疸、白斑、眼内新生血管疾患、神経性過食症、ヘルペス、季節
性情動障害、気分（mood）、睡眠障害、皮膚癌、クリグラーナジャール症候群、アトピー
性皮膚炎、糖尿病性皮膚潰瘍、圧迫潰瘍、膀胱感染症、筋肉痛の緩和、痛み、関節の硬直
、細菌の減少、歯肉炎、歯の白色化、歯および口腔内組織の処置、外傷の治癒が含まれる
。
【０２９７】
　美容に関わる状態は、好ましくは、座瘡、皮膚の若返りおよび皮膚のしわ、セルライト
、ならびに白斑から選択される。多くの治療処置は、また、美容の要素も有する。たとえ
ば、乾癬は、軽度（mild）、軽度～中度、中度、中度～重度、および重度であり得る。こ
れらの分類の何れも、美容の要素を有し、この要素は、冒された患者の過酷な心理学的問
題の原因であり得る。
【０２９８】
　好ましくは、細胞および／または細胞の処置デバイスは、ヒトおよび／または動物の処
置および／または予防のために用いられる。好ましくは、本発明による細胞および／また
は細胞の処置デバイスは、ヒトの処置および／または予防のために用いられる。
【０２９９】
　本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによる照射によって処置されるの
に適する更なる対象は、植物、微生物、細菌、真菌、および液体である。微生物には、こ
れらに限らないが、原核生物、たとえば細菌および古細菌、真核生物、たとえば原生生物
、動物、真菌および植物が含まれる。好ましい液体は、飲料、特に好ましくは、水である
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。
【０３００】
　本明細書で用いられる場合、皮膚は、毛髪、鱗、羽毛および爪を含めて、外皮系の最大
の器官として定義される。皮膚という用語は、また、舌、粘膜および歯肉を含む。
【０３０１】
　すでに記載されたように、基本的に、光線療法によって取り組むことのできるいかなる
治療および美容に関わる状態も、本発明によって包含される。治療および美容という用語
の間の区別は、上記で概略が示されたように、個々の事情、状態の重症度および医師の評
価に依存する。本発明において概略を示したように、多くの治療を要する状態は、治療疾
患の重症度とは無関係に、美容に関わる効果に結び付いている。
【０３０２】
　皮膚疾患および皮膚に関連する状態には、これらに限らないが、座瘡様発疹、自己炎症
性皮膚疾患または状態、慢性水疱、粘膜の状態、皮膚付属器の状態、皮下脂肪の状態、結
合組織の疾患、真皮の線維および弾性組織、真皮および皮下の成長の異常、皮膚炎、アト
ピー性皮膚炎、接触皮膚炎、湿疹、膿疱性皮膚炎、脂漏性皮膚炎および湿疹、色素沈着障
害、薬疹、内分泌関連疾患および状態、表皮母斑疾患および状態、新生物、嚢胞、紅斑、
遺伝性皮膚症、感染症に関連する疾患および状態、細菌に関連する疾患および状態、マイ
コバクテリウムに関連する疾患および状態、真菌症に関連する疾患および状態、寄生虫侵
入、刺創および咬傷、ウイルスに関連する疾患および状態、苔癬型発疹、リンパに関連す
る疾患および状態、メラニン細胞性母斑および新生物、単球およびマクロファージに関連
する疾患および状態、ムチン症、神経皮膚非伝染性免疫不全に関連する疾患および状態、
栄養摂取に関連する疾患および状態、丘疹鱗屑過角化症に関連する疾患および状態、掻痒
に関連する疾患および状態、乾癬（軽度、軽度～重度、および重度）、反応性好中球疾患
および状態、抵抗性（recalcitrant）掌蹠発疹、代謝異常から生じる疾患および状態、物
理的要因により生じる疾患および状態、じんましんおよび血管浮腫、導管に関連する疾患
および状態、歯周炎または歯肉の他の疾患および状態が含まれる。
【０３０３】
　皮膚に関連する疾患および状態には、また、皮膚腫瘍、前癌性腫瘍、悪性腫瘍、細胞癌
、２次転移、放射線皮膚炎および角化症も含まれる。
【０３０４】
　外傷の治癒は、また、皮膚疾患および皮膚に関連する状態に指定され得る。これによっ
て、外傷の治癒は、処置される対象の外側表面で、その内部で、皮膚、目、爪または爪床
、対象の口腔内の表面の何れかで、また粘膜、歯肉、導管系の上皮の表面あるいは対象の
身体の他の部分で、起こり得る。
【０３０５】
　座瘡、乾癬、湿疹、皮膚炎、アトピー性皮膚炎、アトピー性湿疹、浮腫、白斑、皮膚の
加齢、皮膚、しわ、皮膚の脱感作（desensibilization）、ボーエン病、腫瘍、前癌性腫
瘍、悪性腫瘍、基底細胞癌、扁平上皮細胞癌、２次転移、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、日光角化
症、ヒ素角化症、放射線皮膚炎、皮膚の赤み、にきび、およびセルライトから選択される
皮膚疾患および／または美容に関わる皮膚の状態の処置および／または予防および／また
は診断が好ましい。
【０３０６】
　本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスは、スキンケアおよびスキンリペ
アのために、たとえば、光プラスター（light plaster）として、美容に使用され得る。
前記ＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤならびに／あるいはデバイスに
よって放出される波長または波長範囲は、４００～８００ｎｍ、好ましくは４５０～７５
０ｎｍ、特に好ましくは５００～７００ｎｍ、特に非常に好ましくは５８０～６４０ｎｍ
の範囲にある。
【０３０７】
　好ましい皮膚疾患および皮膚に関連する状態は、座瘡、乾癬、湿疹、浮腫、皮膚炎、ア



(61) JP 6351974 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

トピー性皮膚炎、白斑、ボーエン病、腫瘍、前癌性腫瘍、悪性腫瘍、基底細胞癌、扁平上
皮細胞癌、２次転移、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、日光角化症、ヒ素角化症、放射線皮膚炎、お
よびセルライトから選択される。
【０３０８】
　好ましい更なる皮膚疾患および皮膚に関連する状態は、乾癬、多形日光疹、日光じんま
しん、光線性類細網症、アトピー性湿疹、白斑、掻痒、扁平苔癬、初期皮膚Ｔ細胞リンパ
腫、皮膚描記症、および苔癬状粃糠疹から選択される。好ましくは、これらの疾患および
状態は、２００～５００ｎｍ、特に好ましくは２５０～４００ｎｍ、特に非常に好ましく
は２７０～３５０ｎｍの波長または波長範囲を有する光により処置される。
【０３０９】
　細胞および／または細胞の処置デバイスは、ＰＵＶＡ療法に使用され得る。ＰＵＶＡ療
法は、ソラレン（７Ｈ－フロ［３，２－ｇ］クロメン－７－オン）およびその誘導体を、
ＵＶ－Ａ光と共に治療に適用することに由来する。ＰＵＶＡは、過剰増殖状態によって特
徴付けられる皮膚疾患の処置のために用いることができる。ソラレンは、一つのファミリ
ーの天然産物の親化合物である。それは、構造的にクマリンに関連しており、好ましくは
、乾癬、湿疹、白斑、菌状息肉症、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、および他の自己免疫疾患の処置
のために使用され得る。ＰＵＶＡにより、アトピー性湿疹、扁平苔癬、色素じんましん、
多形日光疹、および円形脱毛症もまた処置できる。
【０３１０】
　ソラレンは、経口投与されるか、または皮膚に局所投与され得る。好ましい化合物は、
ソラレン、８－メトキシソラレン（８－ＭＯＰ）、５－メトキシソラレン（５－ＭＯＰ）
、および４，５’，８－トリメチルソラレン（ＴＭＰ）である。８－ＭＯＰの経口投与の
後、患者は、ＵＶ－Ａに対して、従ってまた光線化学療法処置に対して、徐々に、よく反
応するようになる。患者は、薬剤の摂取後、２～３時間、最もよく反応し、この期間の間
に、照射が実施される。白斑の場合には、ソラレンの代わりに、ケーリンを用いることが
できる。光とケーリンを組み合わせた処置は、しばしば、ＫＵＶＡと呼ばれる。
【０３１１】
　本発明の細胞および／または細胞の処置デバイスは、また、フォトフェレーシスにも用
いることができる。フォトフェレーシスは、末梢血液が、体外流システムにおいて、５－
ＭＯＰを光活性化するために晒されるプロセスであり、異常Ｔリンパ球によって引き起こ
される障害のための処置を示す。それは、進行期の皮膚Ｔ細胞リンパ腫、尋常性天疱瘡お
よび進行性全身性硬化症（強皮症）のための治療法である。それは、自己免疫疾患を処置
するために用いることができる。処置され得る更なる疾患には、多発性硬化症、臓器移植
拒絶反応、関節リウマチ、およびＡＩＤＳが含まれる。
【０３１２】
　本発明は、特に、座瘡様発疹の処置のための細胞および／または細胞の処置デバイスに
関する。座瘡様発疹という用語は、尋常性座瘡、酒さ、毛包炎、および口周囲皮膚炎を含
む一群の皮膚病を表す。座瘡様発疹は、一般的に言えば、毛包皮脂腺単位における変化に
よって引き起こされ、夏期座瘡（マヨルカ座瘡）、凝塊性座瘡、化粧剤性座瘡、電撃性座
瘡（急性発熱性潰瘍性座瘡）、ケロイド性座瘡（頂部ケロイド性座瘡、頭部乳頭状皮膚炎
、ケロイド性毛包炎、頭部ケロイド性毛包炎、頂部ケロイド座瘡）、機械性座瘡、薬物性
座瘡、粟粒性壊死性座瘡（痘瘡状座瘡）、尋常性座瘡、顔面浮腫を伴う座瘡（充実性顔面
浮腫）、座瘡様発疹、眼瞼腫瘤、赤色毛細血管拡張性酒さ（erythrotelangiectatic rosa
cea、erthemaotelangiectatic rosacea）、表皮剥離（excoriated）座瘡（少女表皮剥離
座瘡、ほじる人の座瘡）、腺性酒さ、顎腫瘤（gnathophyma）、グラム陰性酒さ、肉芽腫
顔面皮膚炎、肉芽腫口周囲皮膚炎、ハロゲン座瘡、化膿性汗腺炎（hidradenitis suppura
tiva、acne inversa、ベルヌーイ疾患）、特発性顔面無菌性肉芽腫、小児座瘡、狼瘡性酒
さ（肉芽腫酒さ、斑丘疹状結核疹、Ｌｅｗａｎｄｏｗｓｋｙの酒さ状結核疹）、顔面播種
状粟粒性狼瘡、額腫瘤（metophyma）、新生児座瘡（neonatal acne、acne infantum、acn
e neonatorum）、職業性座瘡、目酒さ（ophthalmic rosacea、ocular rosacea、ophthalm
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orosacea）、耳腫瘤、酒さの持続性浮腫（慢性上部顔面紅斑浮腫、モルビアン（Morbihan
）病、酒さ様リンパ浮腫）、ポマード座瘡、丘疹膿疱性酒さ、膿瘍性穿掘性頭部毛包周囲
炎（頭皮の解離性蜂窩織炎、解離性毛嚢炎、perifolliculitis capitis abscedens et su
ffodiens of Hoffman）、口周囲皮膚炎、眼窩周囲皮膚炎（目周囲皮膚炎）、顔面膿皮症
（電撃性酒さ）、鼻腫瘤、酒さ（酒さ様座瘡）、集簇性座瘡、電撃性酒さ、ＳＡＰＨＯ症
候群、ステロイド酒さ、熱帯座瘡から選択される。
【０３１３】
　尋常性座瘡（一般に、座瘡と呼ばれる）は、アンドロゲンの刺激による、毛包皮脂腺単
位（毛包とその付随する皮脂腺からなる構造体）における変化によって引き起こされる、
よく起こる皮膚の状態である。それは、非炎症性毛包性丘疹または面皰によって、また、
そのより重い状態では、炎症性丘疹、膿疱、および結節によって、特徴付けられる。尋常
性座瘡は、最も密集した脂肪分泌性毛包を有する皮膚の部分に影響を及ぼす；これらの部
分には、顔、胸部の上側部分、および背中が含まれる。重い座瘡は炎症性であるが、座瘡
はまた、非炎症性の状態でも現れ得る。座瘡による病巣は、一般に、ニキビ、ブレミッシ
ュ（blemish）、スポット、ジット（zit）、または単にアクネと呼ばれる。
【０３１４】
　座瘡は、最も一般的には、青年期に現れ、８９％を超えるティーンエージャーに影響を
及ぼし、しばしば、成人期まで続く。青年期において、座瘡は、通常、男性ホルモンの増
加によって引き起こされ、どちらの性別の人も、思春期の間、このホルモンを生じる。ほ
とんどの人の場合、座瘡は、時が経つと徐々に減り、２０歳台の初期に達した後、消え去
る傾向にある－または、少なくとも減少する。しかし、完全に消え去るのにどれだけ長く
かかるかを予想する方法はなく、一部の人は、３０代、４０代まで、またそれ以上、この
状態をかなり持ち越す。
【０３１５】
　顔および首上部は、最も一般的に冒されるが、胸、背中および肩もまた、座瘡を有し得
る。上腕もまた座瘡を有し得るが、そこに見出される病巣は、多くの場合、毛孔性角化症
である。典型的な座瘡病巣は、面皰、炎症性丘疹、膿疱、および結節である。大きな結節
の中には、嚢胞と呼ばれるものがあり、結節性嚢胞性という用語が、炎症性座瘡の重い場
合を表すために用いられている。
【０３１６】
　瘢痕以外に、その主な影響は、心理学的で、たとえば、自尊心の低下、また、ある場合
には、鬱病または自殺である。通常、座瘡は、人が、最も社会的に不安定である傾向をす
でに有している時である青年期の間に現れる。そのため、個人に対する全体的な影響を小
さくするために、初期の積極的な処置が、一部の人々によって支持されている。
【０３１７】
　光への曝露が、座瘡の処置として用いられ得る。週に２回用いると、約６４％だけ、座
瘡の病巣の数を減らせることが示され、毎日用いられると、より一層効果的である。その
メカニズムは、４２０ｎｍおよびより短い波長の光によって照射された時に、Ｐ．アクネ
ス内で産出されたポルフィリン（コプロポルフィリンＩＩＩ）が、フリーラジカルを生成
することにあると思われる。特に、数日間に渡って適用された場合、これらのフリーラジ
カルは、最終的に、細菌を殺す。ポルフィリンは、別の状況では、皮膚に存在せず、ＵＶ
光は用いられないので、それは、安全であると思われる。
【０３１８】
　前記処置は、紫色／青色光と赤色可視光（たとえば、６６０ｎｍ）を混ぜて用いると、
より一層うまくいくようであり、３ヶ月間、毎日処置した後、８０％の患者で、病巣の７
６％が削減されるという結果が得られる；全体としての除去は、過酸化ベンゾイルと同等
またはより良好であった。他のほとんどの処置と異なり、望ましくない副作用は、たとえ
あったとしても、通常、ほとんど見出されず、処置に対する細菌の耐性の発達は、極めて
起こりそうでないように思われる。処置の後、除去は、局所用または経口抗生物質処置で
典型的であるよりも、長く存続し得る；数か月もまれではない。さらに、皮膚専門医によ
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る基礎科学および臨床研究は、強い青色／紫色光（４０５～４２５ｎｍ）は、４週間の治
療で、特に、Ｐ．アクネスが、デルタ－アミノレブリン酸（ＡＬＡ）（これは、ポルフィ
リンの産出を増加させる）で前処置された場合、炎症性座瘡病巣の数を６０～７０％減ら
すことができるという証拠を示した。
【０３１９】
　したがって、本発明は、また、細胞および／または細胞の処置デバイスと、治療疾患お
よび／または美容に関わる状態の処置のために有効な薬剤または有効な成分との組合せに
も関する。特に、本発明は、細胞および／または細胞の処置デバイスと、座瘡の処置のた
めに用いられる薬剤とを組み合わせた使用に関する。薬剤は、座瘡を処置するために通常
用いられる薬剤の何れか、たとえば、抗生物質（局所用および／または経口）、ホルモン
治療薬、局所用レチノイド、局所用滅菌剤、硫黄から選択され得る。適切な局所用滅菌剤
は、たとえば、過酸化ベンゾイル、トリクロサン、およびクロルヘキシジングルコン酸塩
である。適切な局所用抗生物質は、たとえば、エリスロマイシン、クリンダマイシン、お
よびテトラサイクリンである。適切な経口抗生物質は、たとえば、エリスロマイシン、テ
トラサイクリン抗生物質（たとえば、オキシテトラサイクリン、ドキシサイクリン、ミノ
サイクリン、またはリメサイクリン）、トリメトプリム、およびミノサイクリンである。
【０３２０】
　適切なホルモンは、たとえば、エストロゲン、プロゲストーゲン、エストロゲンとプロ
ゲストーゲンの組合せ、シプロテロン、エストロゲン、シプロテロンとエストロゲンの組
合せ、ドロスピレノン、スピロノラクトン、およびコルチゾンから選択される。適切な経
口レチノイドは、たとえば、ビタミンＡ誘導体、たとえば、イソトレチノイン（たとえば
、アキュテイン、アムネスティーム、ソトレット、クララビス、クラルス）である。適切
な局所用レチノイドは、たとえば、トレチノイン（たとえば、レチン－Ａ）、アダパレン
（たとえば、ディフェリン）、タザロテン（たとえば、タゾラック）、イソトレチノイン
、およびレチノールである。適切な更なる薬剤は、たとえば、抗炎症薬から選択される。
【０３２１】
　本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスは、また、座瘡を処置または防止
するために、皮膚擦傷法と組み合わせて用いられてもよい。皮膚擦傷法は、皮膚の表面が
、擦ること（やすり掛け）によって除去される美容医療手法である。
【０３２２】
　本発明により、いかなる治療戦略も含められる。たとえば、薬剤が、最初に、特定の期
間、投与され、その後、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスを用いる光
線療法が適用されてもよい。薬剤、その光反応性、対象の個々の事情、および具体的な疾
患または状態に応じて、２つの処置の間の時間間隔もまた変わってもよい。２つの処置は
、また、部分的にかまたは完全にかの何れかで、時間的に重なってもよい。的確な処置戦
略は、個々の事情および疾患または状態の重症度に応じて決まるであろう。
【０３２３】
　併用療法は、相乗効果を有し得、従来の処置戦略の副作用（たとえば、テトラサイクリ
ンの副作用）を減らし得る。これは、本明細書に概略が示されている併用手法に従う場合
、必要とされる薬剤用量がより少なくなり得るという事実に起因する。
【０３２４】
　面皰（吹き出物（blackhead）とも呼ばれる）も、また、本発明による細胞および／ま
たは細胞の処置デバイスを用いる光線療法によって処置され得る。面皰は、皮膚の上の黄
色もしくは黒っぽい隆起または角栓（plug）である。実際には、それは、ある種の尋常性
座瘡である。面皰は、皮脂腺の導管に溜まった余分な油状物によって引き起こされる。こ
れらの隆起に見出される物質は、大部分、ケラチンおよび変性した皮脂（これは、酸化さ
れるにつれて、黒くなる）からなる。塞がれた毛包（ここに、吹き出物がしばしば現れる
）は、光を不規則に反射して、面皰を示す。この理由で、塞いでいるものは、孔から抜き
取られた時に、必ずしも黒くは見えないかもしれないが、そのメラニン含有量の結果とし
て、一層、黄色～茶色を有し得る。
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【０３２５】
　対照的に、いわゆる稗粒腫（これは、閉鎖面皰とも呼ばれる）は、同じ物質（皮脂）で
いっぱいに塞がれた毛包であるが、皮膚表面に非常に小さい開口部を有する。空気は、毛
包に到達できないので、前記物質は酸化されず、白色のままである。
【０３２６】
　座瘡の処置のために用いられる、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイス
は、好ましくは、３５０～９００ｎｍ、好ましくは３８０～８５０ｎｍ、特に好ましくは
４００～８５０ｎｍ、特に非常に好ましくは４００～８００ｎｍの範囲の光を放出する少
なくとも一種の有機エレクトロルミネッセンス化合物を含む。
【０３２７】
　座瘡の処置にとって特に好ましい更なる光は、青色の光である。座瘡の処置に好ましい
青色発光波長は、３９０、３９１、３９２、３９３、３９４、３９５、３９６、３９７、
３９８、３９９、４００、４０１、４０２、４０３、４０４、４０５、４０６、４０７、
４０８、４０９、４１０、４１１、４１２、４１３、４１４、４１５、４１６、４１７、
４１８、４１９、４２０、４２１、４２２、４２３、４２４、４２５、４２６、４２７、
４２８、４２９および４３０ｎｍである。たとえば、４１４および４１５ｎｍは、Ｐ．ア
クネス細菌を殺し、存在するブレミッシュを治し、また、更なる発生を防ぐために、特に
適している。
【０３２８】
　座瘡を処置するための光線療法の適用についての研究は、様々な波長または波長範囲の
組合せが、座瘡を効率的に処置するのに特に適していることを明らかにした。その結果、
座瘡を処置するために特に好ましいのは、赤色光と青色光の組合せである。前記赤色光は
、好ましくは５９０～７５０ｎｍ、特に好ましくは６００～７２０ｎｍ、特に非常に好ま
しくは６２０～７００ｎｍの範囲から選択される。座瘡の処置にとって好ましい２つの更
なる波長は、６３３および６６０ｎｍである。青色光は、上記の波長から選択され得る。
【０３２９】
　面飽の場合には、５００ｎｍの波長を有する光、または５００～７００ｎｍの範囲の光
を放出する発光化合物を含む、ＬＥＣ、ＱＤ－ＬＥＣおよび／またはＱＤ－ＯＬＥＤが、
特に好ましい。
【０３３０】
　セルライトは、大部分の女性に起こると言われる状態を表し、下肢、腹部および骨盤部
分の皮膚が、さざ波がたったようになる。セルライトの原因は、よく理解されておらず、
一方の性に限られる二形性皮膚構造、結合組織の構造の変化、管の変化および炎症性過程
などの、代謝ならびに生理機能における変化を含み得る。いくつかの治療法が、セルライ
トを防止または処置するために適用される。熱および血流の増加が、２つの一般的な方法
である。したがって、光療法は、セルライトを患う人に有益であると考えられる。本発明
によるデバイスは、セルライトの処置および／または予防に適している。ＰＤＴもまた、
セルライトの処置および／または予防に適している。
【０３３１】
　本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって放出される、セルライト
の処置および／または予防のための波長は、４００～１０００ｎｍの範囲にあり、好まし
くは４００～９００ｎｍ、特に好ましくは４５０～９００ｎｍ、特に非常に好ましくは５
００～８５０ｎｍの範囲にある。より一般的な用語である皮膚の加齢は、しわの生成と色
素沈着過剰の両方を表す。内因性および外因性の要素の皮膚への影響から生じるヒトの皮
膚の加齢の徴候は、しわおよび細かいしわの出現によって、しおれた外観を、色素沈着に
よる汚損の出現と共に進展させる皮膚の黄色化によって、通常、結果的に角質層および表
皮が厚くなり、真皮が薄くなる、皮膚の厚さの変化によって、弾性、しなやかさ、および
張りの低下を引き起こす、エラスチンおよびコラーゲン線維の秩序の崩壊によって、また
、毛細血管拡張症の出現によって、特徴付けられる。
【０３３２】
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　より詳細には、これらの徴候のいくつかは、内因性または生理学的な加齢、すなわち、
年齢に伴う「正常な」加齢に関連しているのに対して、他は、外因性の加齢、すなわち、
一般に環境によって引き起こされる加齢に、より特有である；より詳細には、このような
加齢は、日光に晒されることに起因する、光－加齢である。皮膚の加齢を引き起こす他の
要因は、大気汚染、外傷、感染症、外傷性傷害（traumatism）、酸素欠乏、喫煙、ホルモ
ンの状態、神経ペプチド、電磁場、重力、生活様式（たとえば、アルコールの過度の消費
）、繰り返される顔の表情、寝相、および精神的ストレスである。
【０３３３】
　内因性の加齢のせいで起こる皮膚の変化は、内部に生じる要因に関連する、遺伝的にプ
ログラムされた継起の結果である。この内因性加齢は、特に、皮膚細胞の再生の鈍化を引
き起こし、本質的には、これは、臨床損傷、たとえば皮下脂肪組織の縮小の出現、および
細かいしわまたは小じわの出現に、および組織病理学的変化（たとえば、弾性線維の数お
よび厚さの増加、弾性組織膜からの縦方向線維の減少、およびこの弾性組織の細胞内の大
きく不揃いな線維芽細胞の存在）に、反映される。
【０３３４】
　対照的に、外因性の加齢は、臨床損傷、たとえば太いしわ、および弛んで日に焼けた皮
膚の形成、ならびに、組織病理学的変化、たとえば真皮上部における弾性物質の過度の蓄
積およびコラーゲン線維の変質を生じる。
【０３３５】
　皮膚の加齢の原因となる別の生物学的および分子メカニズムが存在し、このプロセスは
、現在、完全には理解されていない。しかし、皮膚の加齢の内因性と外因性の両方の要素
が、共通のメカニズムを共有していることが確認された［Ｐ．Ｕ．Ｇｉａｃｏｍｏｎｉら
、Ｂｉｏｇｅｒｏｎｔｏｌｏｇｙ　２００４、２、２１９－２２９］。細胞接着分子の発
現が循環する免疫細胞の補充および遊出を引き起こし、これが、コラゲナーゼ、ミエロペ
ルオキシダーゼおよび反応性酸素化学種を分泌することによって細胞外マトリックス（Ｅ
ＣＭ）を消化するので、これらの要因は、皮膚の加齢を生じる、皮膚における損傷の蓄積
に導くプロセスの引き金となる。
【０３３６】
　これらの溶解プロセスの活性化が、これらの常在性細胞のランダムな損傷を引き起こし
、これらが、次には、プロスタグランジンおよびロイコトリエンを分泌する。これらのシ
グナル分子は、オータコイドヒスタミンおよびサイトカインＴＮＦαを放出する、常在性
肥満細胞の脱顆粒を誘発するので、隣接する毛細血管の内側を覆う内皮細胞（ｐ－セレク
チンを放出する）、ならびに細胞接着分子、たとえばＥ－セレクチンおよびＩＣＡＭ－１
の合成を活性化する。これにより、自己継続されるミクロ－炎症サイクルは終わり、この
サイクルが、結果的に、ＥＣＭ損傷の蓄積、すなわち、皮膚の加齢を生じる。
【０３３７】
　皮膚の加齢の処置または予防のための新規な戦略が、美容および治療に強く求められて
いる。とりわけ皮膚の加齢の防止または処置を意図する、様々な美容および治療組成物（
スキンケア用を含めて）が知られている。レチノイン酸およびその誘導体は、特に、ＵＳ
　４６０３１４６において、スキンケア組成物、美容組成物、または皮膚科学的組成物に
おける、アンチエイジング剤として記載されている。ヒドロキシ酸、たとえば乳酸、グリ
コール酸あるいはクエン酸もまた、この同じ用途で知られており、これらの酸は、多くの
特許および出版物（たとえば、ＥＰ－Ａ－４１３５２８）に記載されており、市販の多数
のスキンケア組成物、美容組成物、または皮膚科学的組成物に導入されている。芳香族オ
ルトヒドロキシ酸、たとえばサリチル酸もまた提案されている（たとえば、ＷＯ　９３／
１０７５６およびＷＯ　９３／１０７５５）。
【０３３８】
　これらの化合物の全ては、落屑によって、すなわち、角質層の表面で死んだ細胞の除去
によって、皮膚の加齢に対して作用する。この落屑は、また、表皮剥離性とも呼ばれる。
しかし、これらの化合物は、また、ヒリヒリすること、および赤くなることからなる副作
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用を有し、使用者はこれらを不快であると感じる。こうして、知られている化合物と少な
くとも同じように有効であるが、それらの欠点を示さない、アンチエイジング戦略が求め
られている。皮膚の加齢を処置または防止するための確立された戦略と異なり、セレクチ
ンの機能を調整することは、非常に初期の段階でミクロ－炎症カスケードに介入する新規
な考え方であり、本発明に従って内因性および外因性の皮膚加齢を処置および防止するこ
とは、他の戦略で知られている欠点を有さない戦略を示す。
【０３３９】
　光線療法は、皮膚の加齢を処置する新しい方法を提供する。こうして、本発明の別の主
題は、皮膚の加齢の処置および／または予防のための、本発明による細胞および／または
細胞の処置デバイスの使用である。これは、本発明が、とりわけ、皮膚の若返りのための
、またしわの生成を減らす、または防止するための、解決策を提供することを意味する。
【０３４０】
　本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって放出される、皮膚加齢の
処置のための波長は、４００～９５０ｎｍの範囲にある。好ましくは、その波長は、５５
０～９００ｎｍ、特に好ましくは５５０～８６０ｎｍの範囲にある。
【０３４１】
　本発明の細胞および／または細胞の処置デバイスはまた、本発明の他の態様にも適用さ
れる様々な波長または波長範囲の光も放出し得る。
【０３４２】
　本発明の別の好ましい態様において、皮膚加齢の処置に用いられる細胞および／または
細胞の処置デバイスは、６００ｎｍ～６５０ｎｍの範囲、特に好ましくは６２０ｎｍ～６
５０ｎｍの範囲の光を放出する。
【０３４３】
　皮膚加齢の処置および／または防止のために用いられる、本発明による細胞および／ま
たは細胞の処置デバイスは、３５０～９５０ｎｍ、好ましくは３８０～９００ｎｍ、特に
好ましくは４００～９００ｎｍの範囲の光を放出する好ましくは少なくとも一種の有機エ
レクトロルミネッセンス化合物を含む。
【０３４４】
　皮膚加齢の処置および／または予防のために特に好ましい更なる光は、青色光である。
皮膚加齢の処置および／または予防のために好ましい青色発光波長は、３９０、３９１、
３９２、３９３、３９４、３９５、３９６、３９７、３９８、３９９、４００、４０１、
４０２、４０３、４０４、４０５、４０６、４０７、４０８、４０９、４１０、４１１、
４１２、４１３、４１４、４１５、４１６、４１７、４１８、４１９、４２０、４２１、
４２２、４２３、４２４、４２５、４２６、４２７、４２８、４２９、および４３０ｎｍ
である。たとえば、４１５ｎｍは、特に適している。
【０３４５】
　皮膚加齢の処置および／または予防のために特に好ましい更なる光は、４００～９００
ｎｍの波長を有する。
【０３４６】
　皮膚の若返りも、また、８３０ｎｍ、またはこの値の僅かに下もしくは上の波長の光に
より実現され得る。したがって、７００ｎｍ～１０００ｎｍ、好ましくは７５０ｎｍ～９
００ｎｍ、特に好ましくは７５０ｎｍ～８６０ｎｍ、特に非常に好ましくは８００～８５
０ｎｍの範囲の光を放出する、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスもま
た、本発明の主題である。
【０３４７】
　対象の皮膚の赤みは、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって処
置できる。本発明によるデバイスによって放出される、赤みの処置および／または予防の
ための波長は、４６０～６６０ｎｍの範囲にある。この波長は、好ましくは５００～６２
０ｎｍ、特に好ましくは５４０～５８０ｎｍの範囲にある。この目的のための特に好まし
い１つの波長は、５６０ｎｍである。
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【０３４８】
　対象の皮膚炎は、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって処置さ
れ得る。本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって放出される、皮膚
炎の処置および／または予防のための波長は、４７０～６７０ｎｍの範囲にある。この波
長は、好ましくは４９０～６５０ｎｍ、特に好ましくは５３０～６１０ｎｍの範囲にある
。この目的のための特に好ましい２つの波長は、５５０ｎｍおよび５９０ｎｍである。
【０３４９】
　対象のアトピー性湿疹は、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによっ
て処置され得る。本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって放出され
る、アトピー性湿疹の処置および／または予防のための波長は、４７０～６７０ｎｍの範
囲にある。この波長は、好ましくは４９０～６５０ｎｍ、特に好ましくは５３０～６１０
ｎｍの範囲にある。この目的にとって特に好ましい１つの波長は、３２０ｎｍである。
【０３５０】
　乾癬は、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって処置され得る。
本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって放出される、乾癬の処置お
よび／または予防のための波長は、２４０～５００ｎｍの範囲にある。この波長は、好ま
しくは２９０～４００ｎｍ、特に好ましくは３００～３３０ｎｍの範囲にある。この目的
にとって特に好ましい２つの波長は、３１１および３２０ｎｍである。
【０３５１】
　白斑は、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって処置され得る。
本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって放出される、白斑の処置お
よび／または予防のための波長は、２４０～５００ｎｍの範囲にある。この波長は、好ま
しくは２９０～４００ｎｍ、特に好ましくは３００～３３０ｎｍの範囲にある。この目的
のために特に好ましい１つの波長は、３１１ｎｍである。
【０３５２】
　標的を定めた光線療法は、健康な皮膚の曝露を最低限にしながら、特定の皮膚病に対す
る、治療のための紫外線の照射を可能にした。特に、紫外Ｂ領域内の３０８ｎｍの波長の
光は、白斑；乾癬；ならびに白斑、たとえば傷跡、白色線条（striae alba）およびＣＯ2

レーザー表面再生後に伴うものを含めて、多くの皮膚病に対して、特に有効であることが
示された。
【０３５３】
　本発明の細胞および／または細胞の処置デバイスは、また、浮腫の処置にも使用できる
。浮腫は、以前は水腫（dropsyまたはhydropsy）としても知られ、皮膚の下の、あるいは
身体の１つ以上の空洞における、流体の異常な蓄積である。一般に、細胞間の流体の量は
、流体のホメオスタシスのバランスによって決められ、間質への流体の分泌の増加、また
はこの流体の除去の障害が、浮腫を引き起こし得る。５つの要因が浮腫の生成に寄与し得
る：（１）それは、血管内の静水圧の増加によってもしくは膠質浸透圧の低下によって、
または（２）炎症におけるような、血管壁透過性の増大によって、または（４）リンパ管
を通じての流体クリアランスの妨害によって、または（５）組織自体の保水性の変化によ
って、促進され得る。静水圧の上昇は、多くの場合、腎臓による水およびナトリウムの停
留を反映している。
【０３５４】
　浮腫の処置に用いられる本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスは、好ま
しくは、７６０～９４０ｎｍ、好ましくは７８０～９２０ｎｍ、特に好ましくは８００～
９００ｎｍ、特に非常に好ましくは８２０～８８０ｎｍの範囲にある光を放出する。浮腫
の処置のための特に好ましい更なる発光波長の１つは、８５０ｎｍである。
【０３５５】
　本発明の別の主題は、感染症、ならびに炎症性、神経学的、および心理学的疾患および
／または状態の処置および／または予防のための、本発明による細胞および／または細胞
の処置デバイスに関する。
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【０３５６】
　多くの炎症性疾患、障害、および状態が、光線療法により処置できる。炎症性障害の処
置および／または予防のための、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスも
また、本発明の主題である。炎症性疾患および状態は、広範な徴候を包含する。炎症に一
見関係しない多くの疾患または状態が、本発明による細胞および／または細胞の処置デバ
イスにより処置できる、炎症の要素を有する。本発明において挙げられている皮膚疾患お
よび状態は全て、炎症の要素、たとえば、座瘡、乾癬、アトピー性皮膚炎、湿疹を有する
。本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスにより処置できる、更なる炎症性
疾患および状態の非限定的選択は、関節炎、炎症性腸疾患、歯肉の炎症、粘膜の炎症、爪
床の炎症、動脈硬化、および脈管系の炎症である。
【０３５７】
　炎症の処置および／または予防のために好ましい波長は、３５０～９００ｎｍ、特に好
ましくは３８０～９００ｎｍ、特に非常に好ましくは４００～８６０ｎｍの範囲にある。
炎症の処置および／または予防のために好ましい更なる波長は、４０５、４２０、および
８５０ｎｍである。
【０３５８】
　前記細胞および／または細胞の処置デバイスは、感染症の処置および／または予防のた
めに使用され得る。感染症は、細菌およびウイルスによって引き起こされ得る。光は、感
染症に、いくつかの好ましい作用を有する。光は、たとえば、本発明内で別の箇所に概略
が示されているように、組織の刺激を通じて、抗炎症作用を有する。
【０３５９】
　本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによる光線療法は、外傷を処置す
るための用途で有益である。外傷の治癒は、多くの場合、炎症と関連している。したがっ
て、炎症の処置および／または予防の場合に概略が示されたものと同じ波長および波長範
囲が適用できる。光線療法による外傷の処置は、また、傷跡の生成を防止する。外傷およ
び／または傷跡の処置および／または予防に特に好ましい波長は、６００～９５０ｎｍ、
特に非常に好ましくは６５０～９００ｎｍの範囲にある。外傷および／または傷跡の処置
および／または予防に好ましい更なる波長は、６６０、７２０、および８８０ｎｍである
。
【０３６０】
　本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスにより効率よく処置され得る他の
感染症は、細菌によって引き起こされる。
【０３６１】
　本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスにより効率よく処置され得る更な
る感染症は、ウイルスによって引き起こされる。本発明の好ましい態様は、特に、サイト
メガロウイルス（ＣＭＶ）、脳脊髄心筋炎ウイルス（ＥＭＣＶ）、ポリオウイルス、イン
フルエンカ（influenca）ウイルス、パラインフルエンザ呼吸器インフルエンザウイルス
、呼吸器合胞体ウイルス、日本脳炎ウイルス、デング熱ウイルス、Ａ型肝炎ウイルス（Ｈ
ＡＶ）、Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）、Ｃ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）、Ｄ型肝炎ウイルス
（ＨＤＶ）、Ｅ型肝炎ウイルス（ＨＥＶ）、Ｆ型肝炎ウイルス（ＨＦＶ）、Ｇ型肝炎ウイ
ルス（ＨＧＶ）、エプスタインバーウイルス（ＥＢＶ）、ヒト免疫不全ウイルス１型（Ｈ
ＩＶ－Ｉ）、ヒト免疫不全ウイルス２型（ＨＩＶ－２）、帯状疱疹ウイルス、単純疱疹ウ
イルス、特に、単純疱疹ウイルス１型（ＨＳＶ－Ｉ）、単純疱疹ウイルス２型（ＨＳＶ－
２）、または、ヒトヘルペスウイルス１、２、３、４、７、もしくは８、カポジ肉腫関連
ヘルペスウイルス（ＫＳＨＶ）、ロータウイルス、乳頭腫ウイルス、およびヒト乳頭腫ウ
イルス（ＨＰＶ）、特に、１、２、３、４、５、８、９、１１、１２、１３、１４、１５
、１６、１７、１８、１９～２９、３１、３２、３４、３６～３８、４６～５０、５６、
もしくは５８型のＨＰＶによって引き起こされるウイルス感染症の処置および／または予
防のための、前記細胞および／または細胞の処置デバイスの使用である。
【０３６２】
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　特に、ウイルス性皮膚疾患および／または腫瘍障害、たとえば、生殖器疣、乳頭腫ウイ
ルスによって引き起こされる皮膚および／または粘膜の良性腫瘍、特に、足底疣贅、尋常
性疣贅、青年性扁平疣贅、疣贅状表皮発育異常症、尖圭疣贅、扁平疣贅、ボーエン病様丘
疹症、喉頭および口腔粘膜上の乳頭腫、局所性上皮過形成、口唇ヘルペス、水疱瘡および
帯状疱疹は、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスにより処置され得る。
【０３６３】
　本発明の特に好ましい態様において、細胞および／または細胞の処置デバイスは、疣の
処置および／または予防のために使用され得る。パルス光療法は、本発明によるデバイス
により疣を処置するための１つの方法であり得る。
【０３６４】
　神経学的または心理学的疾患および／または状態の処置および／または予防のための、
本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスの態様も、また、本発明の主題であ
る。
【０３６５】
　本発明による好ましい神経学的疾患は、パーキンソン病（ＭＢ）である。光が一定レベ
ルの強度に達すると、それが、ドーパミンの産出を制限するメラトニンを抑制する。メラ
トニンを制限すると、脳におけるドーパミンの産出および使用が、より良好になると考え
られる。明るい光による治療を含む、ＭＢ患者での光療法の最近の事例研究は、好ましい
結果を示し、たった９０分間晒されただけなのに、大部分の患者における動作緩慢および
固縮が著しく改善された。
【０３６６】
　本発明による好ましい更なる神経学的および心理学的疾患および／または状態は、気分
および睡眠に関連する。光は、多くの状況において、気分に有益であることがよく知られ
ている。光線療法は、また、鬱病、季節性情動障害（ＳＡＤ）、非季節性鬱病、概日リズ
ム睡眠障害（慢性概日リズム睡眠障害（ＣＲＳＤ）、状況性ＣＲＳＤ）を処置するために
も用いられ得る。
【０３６７】
　米国国立医学図書館は、一部の人々が、季節が変わると、深刻な気分の変化を体験する
ことを指摘している。彼らは、過度に長く眠り、ほとんど活力を有さず、また、甘いもの
およびデンプンを含む食物を要求することがある。彼らは、また、気分がめいることがあ
る。症状は重いこともあるが、彼らは、通常、回復する。夏における異常は、しばしば、
逆季節性情動障害と呼ばれ、また強い不安も含み得る。米国における１．５％～９％の成
人がＳＡＤを体験していると見積もられている。
【０３６８】
　明るい光による光療法、抗鬱剤による薬物療法、認知－行動療法、イオン化空気投与、
およびホルモンのメラトニンの慎重に時期を見計らった補充を含めて、標準的な（冬季に
起こる）季節性情動障害に対する様々な処置がある。
【０３６９】
　細胞および／または細胞の処置デバイスによって放出される、これらの神経学的および
心理学的疾患および／または状態の処置および／または予防のための波長は、３５０～６
００ｎｍの範囲にある。その波長は、好ましくは４００～５５０ｎｍ、特に好ましくは４
４０～５００ｎｍの範囲にある。この目的にとって特に好ましい２つの波長は、４６０お
よび４８０ｎｍである。
【０３７０】
　本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスは、また、痛みの処置および／ま
たは予防のために使用し得る。光線療法による痛みの緩和は、よく知られている。次の状
態は、光線療法により、うまく処置され得る痛みを生じる：手根管症候群、慢性創傷、上
顆炎症、頭痛、偏頭痛、足底筋膜炎、腱炎および滑液嚢包炎、頸部痛、背部痛、筋肉痛、
３叉神経痛、ならびに鞭打ち関連損傷。
【０３７１】
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　好ましくは、筋肉痛は、赤色または赤外線を放出する、細胞および／または細胞の処置
デバイスにより処置される。
【０３７２】
　円形脱毛症は、ヒトを襲う異常であり、体毛が、身体の一部または全ての部分から、通
常は頭皮から、失われる。それは、特に第１段階において、頭皮に禿げたスポットを生じ
るので、スポットボールドネス（spot baldness）と呼ばれることがある。１～２％の事
例において、その状態は、全頭皮（全頭部脱毛症）に、または全表皮（全身性脱毛症）に
広がり得る。円形脱毛症に似ていて、類似の原因を有する異常は、また、他の種でも起こ
る。
【０３７３】
　円形脱毛症（自己免疫による脱毛）は、本発明によるデバイスにより処置され得る。本
発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって放出される、円形脱毛症の処
置および／または予防のための波長は、２４０～５００ｎｍの範囲にある。その波長は、
好ましくは２９０～４００ｎｍ、特に好ましくは３００～３３０ｎｍの範囲にある。この
目的にとって特に好ましい１つの波長は、３１１ｎｍである。
【０３７４】
　細胞および／または細胞の処置デバイスの態様は、また、飲料および食物の消毒および
／または滅菌および／または保存のために用いることもできる。
【０３７５】
　消毒および／または滅菌および／または保存のための光の使用はよく知られている。本
発明による細胞および／または細胞の処置デバイスは、この目的のために用いることがで
きる。これによって、任意の種類の消毒および／または滅菌および／または保存を意味し
、限定ではないが、外傷、食物、ならびに固体および液体の物、たとえば、美容製品、医
療デバイス、手術および飲料に用いられるデバイスの消毒を含む。
【０３７６】
　飲料、好ましくは水、特に好ましくは飲用水の消毒および／または滅菌および／または
保存のために細胞および／または細胞の処置デバイスを使用することが好ましい。汚染さ
れた水は、世界中に多くの感染症を引き起こし、多くの場合、人の重い疾患または死を招
く。
【０３７７】
　市販品供給業者の水フィルターシステムは、イオン交換技術を利用している。しかし、
フィルターは、しばしば、微生物により汚染されがちであり、次には、これは、微生物に
より汚染された水を生じる。１つの解決策は、毒物学的観点からは問題のある銀塩を加え
ることである。本発明の細胞および／または細胞の処置デバイスは、この問題に対する解
決策を提供する。それらは、微生物汚染の度合いの低い水を提供するために、安全で効率
的で、低コストの方法を提供するように、水フィルターシステムに組み込まれて使用され
得る。細胞および／または細胞の処置デバイスは、濾過の前もしくは後の水、またはフィ
ルターカートリッジ自体の両方を照射し得る。好ましくは、細胞および／または細胞の処
置デバイスは、フィルターカートリッジとすでに濾過された水の両方を照射する。
【０３７８】
　上記で概略が示された、水の消毒および／または滅菌および／または保存の手順は、基
本的に、他のいかなる液体にも、特に飲料にも同様に、適用できる。
【０３７９】
　したがって、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスは、ヒトおよび動物
のための飲料および食物の消毒および／または保存のために使用できる。本発明による消
毒および／または滅菌および／または保存のための波長は、２００～６００ｎｍ、好まし
くは２５０～５００ｎｍ、特に非常に好ましくは２８０～４５０ｎｍの範囲にある。
【０３８０】
　別の態様において、本発明は、光力学的療法（ＰＤＴ）に利用するための前記細胞およ
び／または細胞の処置デバイスに関する。
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【０３８１】
　本発明によるＰＤＴに必要とされる波長は、３００～７００ｎｍ、好ましくは４００～
７００ｎｍ、特に非常に好ましくは５００～７００ｎｍの範囲にある。好ましい更なる４
つの波長は、５９５、６００、６３０、および６６０ｎｍである。
【０３８２】
　ＰＤＴとして知られているいかなる療法も、本発明による細胞および／または細胞の処
置デバイス、ならびにそれらを含むデバイスを用い、処置できる。特に、本発明内に概略
が示されているＰＤＴは、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスにより処
置できる。正常組織におけるよりも多量に腫瘍組織に集まる、多環状炭化水素型化学構造
を有する染料の特性がよく知られている。これらの染料には、アクリジン、キサンテン、
ソラレン、およびポルフィリンが含まれる。最後の染料、特に、ヘマトポルフィリン（Ｈ
ｐ）およびその化学的誘導体のいくつか（たとえば、ＨｐＤ、ここで、ＨｐＤはＨｐ誘導
体の混合物である）は、優れた腫瘍局在化特性を有し、これらの特性は、薬剤の全身投与
の後の予め決められた時点での赤色光の照射による腫瘍の光線療法処置の基礎である。
【０３８３】
　ＰＤＴに用いられる薬剤は、好ましくは、アミノレブリン酸／アミノレブリン酸メチル
、エファプロキシラルポルフィリン誘導体（ポルフィマーナトリウム、タラポルフィン、
テモポルフィン、ベルテポルフィン）から選択される。
【０３８４】
　更なる態様において、本発明は、黄疸およびクリグラーナジャール症候群、好ましくは
黄疸の処置および／または予防のための、前記細胞および／または細胞の処置デバイスに
関する。
【０３８５】
　黄疸（jaundice）（icterusとしても知られる）は、皮膚、強膜上の結膜（目の白い部
分）、および他の粘膜の帯黄変色である。この変色は、高ビリルビン血症（血液中のビリ
ルビンレベルの上昇）によって引き起こされる。次いで、この高ビリルビン血症は、細胞
外液におけるビリルビンレベルの上昇を引き起こす。黄疸は、３つのグループ、肝前性（
溶血性）黄疸、肝性（肝細胞性）黄疸、および肝後性（閉塞性）黄疸に分類される。
【０３８６】
　肝前性黄疸は、溶血（すなわち、赤血球の破壊）の速度の上昇を引き起こすいかなるも
のによっても引き起こされる。熱帯の国では、この様にして、マラリアが黄疸を引き起こ
すことがある。特定の遺伝疾患、たとえば、鎌状赤血球性貧血、球状血球症、およびグル
コース　６－リン酸デヒドロゲナーゼ欠損症は、赤血球溶解を増加させ得るので、溶血性
黄疸に至り得る。一般に、腎臓の疾患、たとえば、溶血性尿毒症症候群もまた、着色に導
き得る。ビリルビン代謝における欠陥も、また、黄疸として表れる。黄疸は、通常、高熱
を伴って発症する。鼠咬症（レプトスピラ病）もまた黄疸を引き起こし得る。
【０３８７】
　肝性黄疸の原因には、急性肝炎、肝毒性およびアルコール性肝疾患が含まれ、これらに
よって、細胞の壊死が、ビリルビンを代謝し、また排出する肝臓の能力を低下させるので
、血液中に蓄積される。一般的でない原因には、原発性胆汁性肝硬変、ジルベール症候群
（軽い黄疸を生じ得る、ビリルビン代謝の遺伝疾患、これは、人口の約５％に見出される
）、クリグラーナジャール症候群、転移性癌およびニーマンピック病Ｃ型が含まれる。新
生児黄疸として知られる、新生児に見られる黄疸は一般的であり、ビリルビンの抱合およ
び排出のための肝構造が、約２週齢まで、十分に成熟しないので、ほとんど全ての新生児
に起こる。
【０３８８】
　肝後性黄疸は、また閉塞性黄疸とも呼ばれ、胆管系における胆汁の排出に対する遮断に
よって引き起こされる。最も一般的な原因は、総胆管における胆石、および膵臓頭部にお
ける膵臓癌である。また、「肝吸虫」として知られる一群の寄生虫は、総胆管に生息する
ことがあり、閉塞性黄疸を引き起こし得る。他の原因には、総胆管の狭窄、胆管閉鎖、導
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管癌、膵炎および膵仮性嚢胞が含まれる。閉塞性黄疸のまれな原因は、ミリッチー症候群
である。
【０３８９】
　黄疸、特に新生児黄疸は、処置されなければ、または適切に処置されなければ、重大な
医学的帰結に至り得る。ビリルビンの濃度の増加は、核黄疸として知られる、脳を損傷す
る病態を生じ、生涯に渡る重大な身体障害に至り得る；この病態は、近年、新生児高ビリ
ルビン血症の不十分な発見および処置のせいで発生していると懸念されている。初期の処
置は、多くの場合、新生児を、多かれ少なかれ隔離されたインキュベータ内で、集中的な
光線療法に晒すことからなる。この療法は、多くの場合、新生児と両親の両方にとって精
神的または心理学的に困難な状況を示す。本発明によるデバイスは、毛布などの、可撓性
のある移動性デバイスを提供するために用いることができる。こうして、新生児は、その
両親の腕の中で横たわった状態で、処置できる。従来の治療法は、また、新生児の過熱に
至り易いが、これも、また、本発明の細胞および／または細胞の処置デバイスならびにそ
れらを含むデバイスにより、かなり下げられ得る。
【０３９０】
　好ましくは、本発明は、新生児黄疸の処置のための、細胞および／または細胞の処置デ
バイスの使用に関する。
【０３９１】
　対象の黄疸は、本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって処置でき
る。本発明による細胞および／または細胞の処置デバイスによって放出される、黄疸の処
置および／または予防のための波長は、３００～７００ｎｍの範囲にある。この波長は、
好ましくは３５０～６００ｎｍ、特に好ましくは３７０～５８０ｎｍの範囲にある。好ま
しい更なる波長は、４００～５５０ｎｍの範囲にある。特に好ましい波長は、４１０～４
７０の範囲にある。この目的にとって好ましい特定の２つの波長は、４５０および４６６
ｎｍである。
【０３９２】
　別の態様において、本発明は、治療疾患および／または美容に関する状態の処置および
／または予防のためのデバイスを作るするための、細胞および／または細胞の処置デバイ
スの使用に関する。治療疾患および状態は、本発明において別の箇所に記載されたものと
同じである。
【０３９３】
　本発明の前述の態様に対する変形が、やはり本発明の範囲内にありながら、成され得る
ことが理解されるであろう。本明細書において開示されたそれぞれの特徴は、特に断りの
ない限り、同じ、等価な、または類似の目的に役立つ別の特徴によって置きかえられても
よい。こうして、特に断りのない限り、開示されている特徴の各々は、包括的な一組の等
価なまたは類似の特徴の一例にすぎない。
【０３９４】
　本明細書に開示されている特徴の全ては、少なくともいくつかのこのような特徴および
／またはステップが相互に矛盾する場合の組合せを除いて、任意の組合せで、組み合わせ
てもよい。特に、本発明の好ましい特徴は、本発明の全ての態様に適用可能であり、任意
の組合せで、用いられてもよい。同様に、必須でない組合せにおいて記載された特徴は、
別々に用いられてもよい（組合せにおいてではなく）。
【０３９５】
　上記の特徴（特に、好ましい態様の）の多くは、本発明の態様の単なる一部としてのみ
ならず、それら自体のみで発明である。現在特許請求される発明の何れかに加えて、また
は代わりに、これらの特徴に、独立した保護が求め得る。
【０３９６】
　ここで開示された教示は、要約し、開示されている他の例と組み合わせ得る。
【０３９７】
　本発明の他の特徴は、以下の例示的態様および図の説明の過程で明らかになるであろう
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。以下の例示的態様および図は、本発明の例示として記載されており、本発明を限定する
ものではない。
【図面の簡単な説明】
【０３９８】
【図２】可撓性基板上にＱＤ－ＬＥＣを製造するためのスキームを示す図。
【図３】ＱＤ－ＬＥＣを含む細胞および／または細胞の処置デバイスを含むプラスターへ
の、印刷によるバッテリーの取付けを示す図。
【実施例】
【０３９９】
　例１
　材料
　ＰＤＹ－１３２（Ｍｅｒｃｋ　ＫＧａＡ（ドイツ）から入手可能な黄色発光ポリマー）
は、５００～７００ｎｍで広い発光をする黄色発光ＰＰＶ（ポリ（パラ－フェニレンビニ
レン））ポリマーである。ＰＤＹ－１３２は、Ｇｉｌｃｈ十号によって合成される。
【０４００】
　量子ドット（ＱＤ１）、ＰＬ－ＱＤ－Ｏ－５９０（Ｐｌａｓｍａｃｈｅｍ　ＧｍｂＨ（
ベルリン、ドイツ）から入手可能）は、およそ５９０ｎｍの発光ピーク、およびエピタキ
シャルＺｎＳシェルによりキャップされたＣｄＳＥ球状コアを有する。ＱＤ１は、主にト
リオクチルホスフィンオキシドを含む疎水性表面層を有する。
【０４０１】
　量子ドット（ＱＤ２）は、８５０ｎｍに発光ピークを有し、やはりＰｌａｓｍａｃｈｅ
ｍ　ＧｍｂＨから入手可能である。ＱＤ２は、主にトリオクチルホスフィンオキシドを含
む疎水性表面層を有する。
【０４０２】
　３重項緑色エミッターＴＥＧ１は、ＷＯ　２００４／０２６８８６に従って合成される
。
【化２１】

【０４０３】
　ＴＭＭ１は、３重項マトリックス材料であり、ＷＯ　２００５／０５３０５５に従って
合成される。
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【化２２】

【０４０４】
　ＴＭＭ２は、ワイドギャップ材料であり、３重項コ－マトリックス（co-matrix）材料
として用いられ、ＷＯ　２００９／１２４６２７に従って合成される。

【化２３】

【０４０５】
　ポリ（エチレンオキシド）（ＰＥＯ、Ｍw＝５×１０6、Ａｌｄｒｉｃｈ）は、イオン伝
導体として；また、トリフルオロメタンスルホン酸リチウム（ＬｉＴｒｆ、メタルベース
で９９．９９５％；Ａｌｄｒｉｃｈ）が、イオン源として用いられる。
【０４０６】
　ＨＩＬ－０１２は、Ｍｅｒｃｋ　ＫＧａＡから入手可能であり、ホール輸送および電子
ブロッキング材料であり、中間層（ＩＬ）として用いられる。
【０４０７】
　可撓性のあるポリ（エチレンナフタレート）（ＰＥＮ）を、ＯＬＥＣおよびＱＤ－ＯＬ
ＥＣのための基板として用いる。サンドイッチ構造を有するＯＬＥＣでは、マスクを用い
、１５０ｎｍのＩＴＯを、ＰＥＮ上にスパッタリングする。それは、以下で、Ｓｕｂ１と
呼ばれる。Ｓｕｂ１は、３×３ｃｍ2の寸法、および２×２ｃｍ2のＯＬＥＣピクセルを有
する。
【０４０８】
　例２
　ＰＤＹ－１３２を用いる黄色ＯＬＥＣ１
　発光層にＰＤＹ－１３２を用い、ＩＴＯ／ＰＥＤＯＴ／中間層／ＥＭＬ／陰極のサンド
イッチ構造のＯＬＥＣ１を、次のように製造する：
　１．ＰＤＥＯＴ（Ｂａｙｔｒｏｎ　Ｐ　ＡＩ　４０８３）を、スピンコーティングによ
って、８０ｎｍの厚さで、Ｓｕｂ１上に堆積させ、次いで、１２０℃で１０分間加熱する
；
　２．グローブボックス内で、０．５％ｗｔ／ｌの濃度を有するＨＩＬ－０１２のトルエ
ン溶液により、スピンコーティングによって、２０ｎｍの中間層を堆積；
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　３．発光層は、グローブボックス内で、３００ｎｍの厚さを有する層を生じる、ＰＤＹ
－１３２を含むシクロヘキサン中溶液を、スピンコーティングすることによって堆積させ
る；ＥＭＬの組成を、表１に列挙する；
　４．デバイスを、１２０℃で３０分間加熱して、残留溶媒を除去する；
　５．Ａｌ（１５０ｎｍ）の陰極を、発光層上に、蒸着する。
【０４０９】
　デバイスを、ＵＶ硬化樹脂である、ＵＶ樹脂Ｔ－４７０／ＵＲ７１１４（Ｎａｇａｓｅ
　Ｃｈｅｍｔｅｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）、およびＰＥＮのキャップ（これは基板よ
り小さく、コンタクトパッドをフリーのままにしておく）を用い封止する。ＵＶ樹脂は、
最初に、ピクセルの端部に付け、次いで、それらの最上部にキャップを置く。次に、デバ
イスを、ＵＶ光に３０秒間晒す。これらの全ては、グローブボックス内で行う。
【０４１０】
　例３
　ＱＤ－１を用いる黄色ＱＤ－ＯＬＥＣ１
　発光層にＱＤ１を含み、ＩＴＯ／ＰＥＤＯＴ／中間層／ＥＭＬ／陰極のサンドイッチ構
造のＱＤ－ＯＬＥＣ１を、ステップ３を除いて、ＯＬＥＣ１と同じステップを用い、製造
する、ステップ３は、ＱＤ－ＯＬＥＣ１の場合、次の通りである：
　３．発光層は、グローブボックス内で、３００ｎｍの厚さを有する層を生じる、ＱＤ１
を含むシクロヘキサン中溶液を、浸漬コーティングすることによって堆積させる；ＥＭＬ
の組成を、表１に列挙する。
【０４１１】
　次いで、ＱＤ－ＯＬＥＣ１は、ＯＬＥＣ１のように封止する。
【表１】

【０４１２】
　例４
　蛍光体１を用いるコンビ光源
　５９０ｎｍに中心がある黄色と８５０ｎｍに中心があるＩＲのデバイスを含む、コンビ
光源を、ＯＬＥＣ１およびＱＤ－ＯＬＥＣ１ならびに下方変換量子ドットＱＤ２を用いる
ことによって製造する。
【０４１３】
　ＱＤ２は、シリコーンバインダーに分散させる。コンビ光源は、例２および３のデバイ
スであるＯＬＥＣ１およびＱＤ－ＯＬＥＣ１の発光表面上に、ＱＤ２分散体を浸漬コーテ
ィングすることによって、製造する。コンビ光源（ＯＬＥＣ１での光源１、およびＱＤ－
ＯＬＥＣ１での光源２）の発光スペクトルは、分光計ＵＳＢ２０００（Ｏｃｅａｎ　Ｏｐ
ｔｉｃｓ）によって記録する。蛍光体１の厚さは、黄色とＩＲとの電力比が４：１である
まで、調節する。
【０４１４】
　例５
　治療および／または美容用途のためのデバイス
　治療および美容用途に用いるための最終デバイスを、たとえば、コンビ光源をプラスタ
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きる。
【０４１５】
　バッテリーが、デバイスのための好ましい電源であり、特に好ましいのは、軽量である
ために、印刷による薄膜バッテリーである。印刷による薄膜バッテリーは、たとえば、Ｅ
ｎｆｕｃｅｌｌ　Ｏｙ　Ｌｔｄ（Ｐｅｔｉｋｏｎｔｉｅ　１６－１８、０１７２０　Ｖａ
ｎｔａａ、フィンランド）から入手できる。
【０４１６】
　一部の処置では、デバイスは、パルス方式で駆動されるべきである。したがって、パル
ス駆動のための制御装置、特に、ポケットに携帯できるものが、使用され得る。これは、
市販の点滅灯（flusher）ユニットまたは点滅器（blinker）ユニットを用いることによっ
て実現できる。さらに、このような点滅灯ユニットは、たとえば、Ｆａｃｈｋｕｎｄｅ　
Ｅｌｅｋｔｒｏｔｅｃｈｎｉｋ、Ｖｅｒｌａｇ　Ｅｕｒｏｐａ－Ｌｅｈｒｍｉｔｔｅｌ、
Ｎｏｕｒｎｅｙ、Ｖｏｌｌｍｅｒ　ＧｍｂＨ＆Ｃｏ．５６５７　Ｈａａｎ－Ｇｒｕｉｔｅ
ｎ、２２７において示されるように、一般的なトリガー回路の原理に従って、電源ユニッ
トに一体化できる。
【０４１７】
　例６
　パルス処置によるしわの削減
　ＷＯ　２００３／０８６２１５の例１に開示されるように、女性は、本発明による光源
により処置される。しかし、５７４ｎｍの主な発光波長を有するＬＥＤ光源の代わりに、
５９０ｎｍに主な発光波長を有するＱＤ－ＯＬＥＣ１を用いる。さらに、６人ではなく、
１０人の女性を処置する。１２週間後のしわの削減の平均値は７２％である。
【０４１８】
　例７
　同時多重光源による座瘡の削減
　ＷＯ　２００３／０８６２１５の例７に開示されているように、座瘡および座瘡瘢痕を
示す患者を処置する。ここで用いた光源は、本発明による例４のコンビ光源である。６人
の患者の各々は、目に見える座瘡および座瘡瘢痕のかなりの減少、さらには、座瘡菌の存
在の減少を示す。
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