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(57)【要約】
　光療法システムが、アッセンブリに配置されたＬＥＤ
といった放射ランプのための治療用ランプのプラットフ
ォームを具えており、アッセンブリが、ランプが取り付
けられる第１の壁と、患者に近接し、第１の壁から間隔
を空けた第２の壁とを具えており、ランプが第２の壁に
対して凹んでいる。第２の壁は、ランプから使用者にラ
ンプの放射を伝えるために、患者に面する反射面と、第
１の壁のＬＥＤと実質的に揃った複数の光用の開口とを
具える。ランプ及び付随する回路は、第１及び第２の壁
間に配置されており、反射面は、患者に向けて比較的滑
らかで且つ継ぎ目が無い。双方の壁は、使用者に対する
柔軟な調整のために、展性のある硬さを有する。この装
置は、使用者の眼をランプの放射から保護するために、
フレームがレンズを有する眼鏡フレーム又はゴーグルを
具えた状態で、使用者に取り付けられる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光療法システムであって、
　複数の治療用ランプと；
　第１の壁と；
　前記第１の壁から間隔を空けた第２の壁であって、使用者にランプの放射を伝えるため
に、反射面及び前記ランプと実質的に揃った複数の光用の開口を有する第２の壁と；
を具えており、
　前記ランプが、前記第１及び第２の壁の間に介在していることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記ランプが前記第１の壁に取り付けられていることを特徴とする請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３】
　前記ランプが前記第２の壁に取り付けられていることを特徴とする請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項４】
　前記第１及び第２の壁が、使用者に対する柔軟な調整のために適応性がある硬さを有す
ることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記装置が、顔の光療法のために頭部装着型のマスクを具えることを特徴とする請求項
４に記載の装置。
【請求項６】
　前記マスクが、使用者の顔に関連して凹んだ放物面構造を有することを特徴とする請求
項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記マスクが、複数の方向に放物面構造を有することを特徴とする請求項６に記載の装
置。
【請求項８】
　前記装置が、装着可能な装置を具えることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記装置が、顔用マスクを具えることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　さらに、前記第１及び第２の壁を支持する眼鏡フレームを有することを特徴とする請求
項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記フレームが、ランプの放射から使用者の眼を保護するためのレンズを有することを
特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１及び第２の壁が、前記フレームに対して調整可能であることを特徴とする請求
項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１及び第２の壁が、回動ジョイントで前記フレームに取り付けられていることを
特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記フレームが、使用者のサイズに対する選択的な調整のための伸縮式の支持部を有す
ることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　使用者に装置の使用量を伝えるための使用量プロセッサ及びインジケータを有すること
を特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
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　前記インジケータが、所定数の使用の後に装置の交換の必要性を示すために、使用者に
よる前記装置の使用数をカウントするためのカウンタを具えることを特徴とする請求項１
５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記使用量プロセッサが、ランプの放射時間を判定することを特徴とする請求項１６に
記載の装置。
【請求項１８】
　前記ランプが、アンチエイジング及びニキビ治療のうちの一方のために予め選択された
ＬＥＤを具えることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
　前記装置に電源を有することを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
　前記電源が、リモートバッテリパックに配置されていることを特徴とする請求項１９に
記載の装置。
【請求項２１】
　前記光用の開口が、前記複数のランプに関連して局在しており、前記第２の壁がランプ
の電気回路をカバーするような大きさであることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項２２】
　前記反射面が、継ぎ目が無く且つ連続的であることを特徴とする請求項１に記載の装置
。
【請求項２３】
　前記第１及び第２の壁間の間隔が、端から端まで変動していることを特徴とする請求項
１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記第２の壁が、周囲のフランジによって前記第１の壁から間隔を空けていることを特
徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ランプが、複数のＬＥＤストリップを具えることを特徴とする請求項２４に記載の
装置。
【請求項２６】
　前記ＬＥＤストリップのＬＥＤの数が、１５乃至１８の範囲であることを特徴とする請
求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　光療法装置であって、
　治療用ランプのプラットフォームと；
　ランプの放射から装置の使用者の眼を保護するための眼の保護用フレームと；
を具えており、
　前記ランプのプラットフォームが、回動可能な結合部を介して前記フレームに対して調
整可能であることを特徴とする装置。
【請求項２８】
　前記眼の保護用フレームが、眼鏡フレームを具えることを特徴とする請求項２７に記載
の装置。
【請求項２９】
　前記眼の保護用フレームが、ゴーグルを具えることを特徴とする請求項２７に記載の装
置。
【請求項３０】
　光療法装置であって、
　治療用ランプのプラットフォームと；
　使用者に装置するための支持フレームと；
を具えており、
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　前記フレームが、前記プラットフォームに付随する眼鏡フレームを具えることを特徴と
する装置。
【請求項３１】
　前記フレームが、交換可能なレンズを有することを特徴とする請求項３０に記載の装置
。
【請求項３２】
　前記フレームが、使用者に対して調整可能であることを特徴とする請求項３０に記載の
装置。
【請求項３３】
　前記フレームが、伸縮式のテンプルアームを有することを特徴とする請求項３２に記載
の装置。
【請求項３４】
　前記フレームが、形成可能な耳掛け部を有することを特徴とする請求項３２に記載の装
置。
【請求項３５】
　前記フレームが、頭用ストラップを有することを特徴とする請求項３２に記載の装置。
【請求項３６】
　前記プラットフォームが、前記フレームに対して調整可能であることを特徴とする請求
項３０に記載の装置。
【請求項３７】
　前記プラットフォームが、回動可能なジョイントで前記フレームに取り付けられている
ことを特徴とする請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　前記プラットフォームが、凹んだ放物面のバイアスを具えて柔軟性を有することを特徴
とする請求項３０に記載の装置。
【請求項３９】
　前記プラットフォームが、展性のある硬さを有して構成されることを特徴とする請求項
３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記フレームが、１つの形状に前記プラットフォームの放射面のバイアスを伸ばして、
使用者のサイズに適合するよう配置されていることを特徴とする請求項３８に記載の装置
。
【請求項４１】
　前記フレームが、使用者の鼻根領域及び耳において使用者に関連する接触ポイントを有
することを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記フレームが、使用者の鼻及び耳において使用者に関連する接触ポイントを有するこ
とを特徴とする請求項３０に記載の装置。
【請求項４３】
　光療法システムであって、
　使用者に治療用の光を放射するための装着可能な装置であって、使用者の治療領域から
の光を反射させるためにアーチ形の構成を有する実質的に継ぎ目の無い反射面を具える装
置を具えており、
　複数の光源が、前記反射面に対して凹んでいることを特徴とするシステム。
【請求項４４】
　前記反射面が、前記反射面を通して光を伝えるために配置された複数の光用の開口を有
することを特徴とする請求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記開口が、前記治療領域及び前記治療領域を越えた配光のために放物面構造に関連し
て配置されていることを特徴とする請求項４４に記載のシステム。
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【請求項４６】
　前記開口が、前記治療領域に光源毎に所定の円錐状の光を与えるような大きさで配置さ
れていることを特徴とする請求項４５に記載のシステム。
【請求項４７】
　光療法システムであって、
　複数の治療用ランプを支持し、使用者の治療面よりも小さな曲率半径の凹んだアーチ形
のバイアスを有する柔軟性を有する壁と；
　前記壁用の及び使用者に装着するための支持フレームと；
を具えており、
　使用者に装着すると、前記壁が、前記治療面に対して間隔を空けて適合する関係のため
に、より大きな曲率半径まで曲げられることを特徴とするシステム。
【請求項４８】
　前記フレームが、眼鏡フレームを具えることを特徴とする請求項４７に記載のシステム
。
【請求項４９】
　前記眼鏡フレームが、使用者の頭部の大きさに関連して調整可能であり、
　前記眼鏡フレームの調整が、壁を曲げて前記適合する関係にするために、前記壁に伝え
られることを特徴とする請求項４８に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記壁に前記眼鏡フレームを結合する回動点を有することを特徴とする請求項４９に記
載のシステム。
【請求項５１】
　光療法装置であって、
　複数の治療用ランプ及び付随する回路を有するランプ支持層と；
　使用者の治療面に治療用の光を伝えるために、前記ランプと実質的に揃った複数の開口
を有する、前記ランプ支持層を覆う反射層と；
を具えており、
　前記ランプ支持層及び前記反射層が、前記治療面の大きさに対する選択的な適合する関
係のために柔軟性を有することを特徴とする装置。
【請求項５２】
　さらに、使用者に装着した際に前記ランプ支持層及び前記反射層を支持するための支持
フレームを有することを特徴とする請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
　前記フレームが、眼鏡フレームを具えることを特徴とする請求項５１に記載のシステム
。
【請求項５４】
　前記眼鏡フレームが、使用者の頭部の大きさに関連して調整可能であり、
　前記眼鏡フレームの調整が、層を曲げて適合する関係にするために、前記層に伝えられ
ることを特徴とする請求項５２に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記層に前記眼鏡フレームを結合するための回動点を有することを特徴とする請求項５
３に記載のシステム。
【請求項５６】
　使用者に治療光を放射するための方法であって、
　前記使用者の治療領域からある距離だけ離して光源を配置するステップと；
　前記使用者と前記光源との間に前記治療領域から間隔を空けてアーチ形の反射面を挟む
ステップであって、前記反射面が、前記治療領域に所定の円錐状の光を向けるための光用
の開口を有する、ステップと；
　前記開口を通して光を伝えるステップと；
を具えており、
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　前記治療領域から反射する光が、前記反射面によって捉えられ、前記治療領域での光吸
収を最大限にするために前記治療領域に向けて戻されることを特徴とする方法。
【請求項５７】
　前記光源が、所定のパターンで配置された複数の治療用ランプを具えており、
　前記光用の開口が、前記反射面に前記ランプと実質的に揃った複数の通り穴を具えてお
り、
　前記伝えるステップが、複数の所定の円錐を前記反射面に合わせて、前記治療領域に均
一な配光を与えるステップを具えることを特徴とする請求項５６に記載の方法。
【請求項５８】
　前記反射面が、顔用マスクを具えており、
　前記光源を配置するステップが、ニキビになり易い領域を具える治療領域に放射するた
めに、選択した場所において前記通り穴に前記ランプを位置決めするステップを有するこ
とを特徴とする請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　前記円錐を前記反射面に合わせるステップが、前記治療領域よりも顔の領域への放射を
最小限にするステップを有することを特徴とする請求項５８に記載の方法。
【請求項６０】
　前記配置するステップが、前記治療領域の大きさに対する前記光源及び反射面の相対的
な調整を有することを特徴とする請求項５６に記載の方法。
【請求項６１】
　さらに、光に晒されることから使用者の眼を保護するために、前記反射面に遮光レンズ
の位置を合わせるステップを有することを特徴とする請求項５６に記載の方法。
【請求項６２】
　光療法装置及びパッケージシステムであって、
　使用者に治療光を伝えるための治療用ランプアッセンブリと；
　前記ランプアッセンブリを収容するパッケージと；
を有しており、
　前記ランプアッセンブリを作動させるためのスイッチが、オンモード、オフ位置及びト
ライミー位置を有する多位置機能を有しており、
　前記トライミー位置が、使用者にランプの作動を展示するために、前記ランプアッセン
ブリが前記パッケージの中に収容されている際に利用できることを特徴とする装置。
【請求項６３】
　さらに、ランプ作動のトライミーの展示時間を制限するために、トライミー中断回路を
有することを特徴とする請求項６２に記載のシステム。
【請求項６４】
　さらに、ランプアッセンブリの使用時間を測定するためのカウンタを有しており、
　前記トライミー位置におけるランプのオン時間の表示が、前記オン位置におけるランプ
の時間とは別になっていることを特徴とする請求項６３に記載のシステム。
【請求項６５】
　さらに、使用者による前記装置の治療的な使用量をカウントするための、１回分の放射
のカウンタを有しており、
　トライミー位置でのランプ時間が、カウントされる使用から除外されていることを特徴
とする請求項６４に記載のシステム。
【請求項６６】
　使用者に治療光を放射するための複数のランプを有する光療法システムであって、
　ランプのオン時間を判定し、ランプ効果の減少を示す信号を伝え、システムの交換を推
奨するためのカウンタを有することを特徴とするシステム。
【請求項６７】
　さらに、トライミー動作モードを有しており、
　トライミーモードでの動作は、前記カウンタによるランプのオン時間によって判定され
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ることを特徴とする請求項６６に記載のシステム。
【請求項６８】
　光療法装置であって、
　治療用ランプのプラットフォームと；
　使用者に装着するよう構成された、前記プラットフォームのための支持フレームと；
を具えており、
　前記支持フレームが、エネルギ源を有することを特徴とする装置。
【請求項６９】
　前記エネルギ源が、バッテリパックを有することを特徴とする請求項６８に記載の装置
。
【請求項７０】
　前記支持フレームが、テンプルアームを有する眼鏡フレームを有しており、
　前記バッテリパックが、前記テンプルアームの一部を具えることを特徴とする請求項６
９に記載の装置。
【請求項７１】
　前記ランプのプラットフォームが、間隔を空けた壁構造を具えており、
　前記エネルギ源から前記プラットフォームの複数のランプにエネルギを伝えるためのコ
ントローラが、前記壁構造の間隔に配置されていることを特徴とする請求項６８に記載の
装置。
【請求項７２】
　前記コントローラが、使用者に装置の選択的な状態を示すためのユーザインタフェース
を有することを特徴とする請求項７１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１１年９月８日に出願され、参照することによりここで引用されている
米国特許出願第６１／５３２，１４０号の優先権の利益を主張する。
【０００２】
　本実施例は、発光ダイオード（ＬＥＤ）による光療法を用いた、アンチエージングの強
化又は、ニキビ予防といった、皮膚の健康状態を改善するための、光に基づく皮膚治療処
置を施すための装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（青色又は赤色）ＬＥＤから照射される特定の光スペクトルが、ニキビといった疾患に
対する皮膚治療のための治療法として、又は皮膚の老化を抑制するのに有効なものとして
知られている。しかしながら、様々な大きさ及び形状に適合する調整可能又は柔軟性のあ
る、そして、使用者に不快感を与えることなく使用するのが簡単な、装着型マスク、ベー
ル又はフードといった、便利な家庭用の光療法装置を使用者／患者に提供する必要性があ
る。市場で現在市販されている家庭用の製品は、フリーサイズに限られており、及び／又
は通常は手持ち式である；すなわち、一般に、最良又は所望の光分散を提供することに関
して満足のいくものと確証されているわけではない。代替的なものは、患者が医院を訪れ
て治療を受けることである。
【０００４】
　従来知られた光療法装置、特にマスクは、ＬＥＤの露光、及び使用者が接触するＬＥＤ
を駆動するための付随する電気回路に関する問題がある。さらに特に、患者への光通信を
最大限にする目的で、ＬＥＤが物理的に患者に係合（例えば、接触）し、場合によっては
治療面に接触し得る方法でＬＥＤが配置され、これにより、汚れ又は油分の蓄積の結果と
してＬＥＤを弱めることになる。さらに、このような係合は、ＬＥＤ及び付随する電気回
路の鋭い又は熱い端部に触れる患者にとっては危険となる可能性がある。治療が、終了す
るまでの数分の時間を要し、マスクが顔に比較的近接して置かれる場合に、精密な電気回
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路との接触は、脅えさせ且つ不快な経験を与え、多くの場合、患者に対して長時間にわた
り心地良くない閉所恐怖の感覚を与える原因となる。
【０００５】
　ハンズフリーの治療経験は、治療の間、長時間にわたって特定の位置で装置を持つこと
は必要な場合よりも、常に良いものである。多くのアッセンブリが、様々な種類のストラ
ップ、バンド、覆い及びコードに、マスク及びヘルメット状の機器を取り付けるために考
案されており、これにより、支持及び取り付けアッセンブリが、患者の毛髪又は頭皮にぴ
ったりと押し付られる可能性がある。このような取り付けアッセンブリの広がりを常に最
小限にする一方で、主要な装置が患者に安全に付けられ、治療の間には、取り付け構造が
患者の心地良さに対して最小限の関係をもたらす必要性がある。比較的重量が軽く、治療
の間に容易且つ最小限に支持されることが、需要者が受け入れ可能かどうかに対して重要
な点である。
【０００６】
　様々な形状及びサイズの使用者が現れるため、装置は、治療を所望の治療領域に対して
効果的に適用し及び／又は選択的に強めることができるように、調整可能な大きさ又は領
域を有する必要がある。
【０００７】
　最後に、特に治療装置による顔の治療領域では、患者の眼への光損傷又は刺激を防止す
るために、眼の保護を必要とする。従来知られた装置は、一般に、眼の領域の上に載せて
眼の器官そのものへのやりとりから治療用の光を遮るための剥がせるパッチを使用する。
特に、アンチエージング治療に関して、眼の近くの領域に治療用の光を伝えるのに容易に
適合できつつ、患者を保護する改善策の必要性がある。
【０００８】
　露光の際の治療上の効果を最大限にしつつ、使用し易さ及び便利さを維持するような方
法で光療法の効果を使用する代替的な手段を提供することが望まれている。このため、様
々な種類の軽量で柔軟性があり且つ調整可能な実施例が、使用者の状態又は必要性に応じ
て様々な種類のエネルギ可変の適用例を盛り込んだ本開示の中で開示されている。
【発明の概要】
【０００９】
　本実施例は、アッセンブリに配置されたＬＥＤといった放射ランプのための治療用ラン
プのプラットフォームを具える光療法システム及び装置を具えており、アッセンブリが、
ランプが取り付けられる第１の壁と、患者に近接し、第１の壁から間隔を空けた第２の壁
とを具えており、ランプが第２の壁に対して凹んでいる。第２の壁は、ランプから使用者
にランプの放射を伝えるために、患者に面する反射面と、第１の壁のＬＥＤと実質的に揃
った複数の光用の開口とを具える。ランプ及び付随する回路は、第１及び第２の壁間に配
置されており、反射面は、患者に向けて比較的滑らかで且つ継ぎ目が無い。ランプの数は
、そのための回路と同じように、最小化され、他のアッセンブリの材料が、比較的軽量な
アッセンブリのために意図的に選択され、治療セッションの際の使用者の快適さが強化さ
れる。双方の壁は、使用者に対する柔軟な調整のために、展性のある硬さを有する。特に
、双方の壁は、使用者の顔に対して凹んだ構成を有しており、使用中に、使用者にぴった
りと適合し安全に装着されるために、使用者の頭部の大きさに関連して伸長可能な静止位
置に対して調整可能である。本装置は、使用者の眼をランプの放射から保護するために、
フフレームがレンズを有する眼鏡フレーム又はゴーグルを具えた状態で、使用者に取り付
けられる。本実施例による調整は、さらに、支持フレームに対して回動可能な壁によって
強化され、フレームは、使用者の頭部の大きさに対する選択的な調整のために伸縮式のテ
ンプルアームを有する。このため、本装置は、装置可能なハンズフリーのマスク等として
患者によって支持される。電源が、ランプにエネルギを伝達し、リモートバッテリパック
を具えており、さらに、使用者のために、且つ所定数の使用後に装置の交換の必要性を示
すために、装置による使用の数をカウントするための制御プロセッサを有する。
【００１０】
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　本実施例は、サイズ又は状態のいずれかに係わらず使用者のそれぞれの表面に使用可能
な、光に基づく治療を与えるための、調整可能／柔軟性のあるプラットフォームを具えて
おり、光の種類の制限無しに、治療の最終的な目的、すなわち、美容、健康、及び／又は
傷の治療といった目的を制限すること無しに、光療法を適用できる。このような電源は、
放射エネルギの送出形式が異なる。パルス光（ＩＰＬ）、集束光（レーザ）及び光エネル
ギを操作する他の方法が、本実施例に含まれる。光を放射する他の方法は、連続光、パル
ス光、集束光、拡散光、多波長光、単波長光、可視光及び／又は非可視光の波長を具える
。
【００１１】
　本実施例は、治療的手当てを目的として、顔の大きさ又は領域の変化に適合するよう調
整し得るＬＥＤバルブ又はＬＥＤストリップから放射されるＬＥＤ光を具えた、成形／装
着マスク、ゴーグル、アイマスク、シュラウド又はフード、及び顔用マスク（集合的に「
マスク」と称する）といった形態を説明する。制御システムは、光の強度、周波数又は方
向を変えるよう含まれる。
【００１２】
　プラットフォームは、眼鏡フレーム、ストラップ、引き紐、ハーネス、ベルクロ、回転
ダイヤル又はスナップ式ボタンといった様々な手段によって、頭部に固定できる。マスク
が固定されると、頬から額にかけての範囲について、上に向けて調整できる。また、左右
の範囲について、マスクを外側に向けて調整できる。さらに、プラットフォームが、曲げ
られて／スライドして顔の領域を覆うと、使用者の皮膚の表面に対して所望の光強度を達
成するために、プラットフォームの皮膚からの距離を調整できる。このため、光療法を３
つの物理的寸法まで最大化できる。
【００１３】
　本調整は、調整可能なエネルギ出力、調整可能な波長、優先ゾーン、タイマー等の形式
で柔軟性／調整機能を増大させるために、「スマートな」処理及びセンサシステムを通し
て実施できる。センサシステムのセンサにより、本実施例は、色、皺、染み、ニキビ、皮
膚の病気の密度等について、センサで患者の顔の皮膚及び体を評価するための能力を有し
、多かれ少なかれ優先ゾーンのエネルギを利用することで、高性能な治療計画を立てるこ
とができる。本実施例は、皮膚のタイプ、年齢、問題の全体的な深刻さの観点から高性能
なものとなり得、その結果、治療をカスタマイズするための能力を有する。
【００１４】
　さらに別の実施例では、ランプが、形成可能な材料の柔軟なシートの中に内蔵されてお
り、材料シートの中のストリップとして一体成形される。
【００１５】
　さらに、制御システムが、装置の使用量を測定又はカウントし、過去の使用量を伝え、
交換のための時間を表示できる。
【００１６】
　このため、本開示は、使い易さ及び光分散を改善する、柔軟性があり且つ調整可能なＬ
ＥＤ装置を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、装着可能なマスクを具える治療用ランプのプラットフォームの一実施例
の斜視図である。
【図２】図２は、図１の装置の別の斜視図である。
【図３】図３は、図１の分解斜視図である。
【図４】図４は、図２の分解斜視図である。
【図５】図５は、コントローラＢの分解斜視図である。
【図６】図６は、図１の実施例の２つの壁構造を示す断面図であり、内壁が、使用者に治
療光を伝えるために、ＬＥＤと揃った光用の開口を有する。
【図７】図７は、鉛直な中央線に沿った第２の断面図である。
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【図８】図８は、内壁の開口に対するＬＥＤランプの凹んだ配置を示す斜めから視た部分
的な断面図である。
【図９】図９は、代替的な実施例の斜視図であり、電源及び制御回路がマスクアッセンブ
リと一体形成されている。
【図１０】図１０は、図９の装置の分解図である。
【図１１】図１１は、代替的な実施例の分解図であり、マスクの壁がフランジによって間
隔を空けている。
【図１２】図１２は、図１の装置を収容するパッケージアッセンブリの一実施例である。
【図１３】図１３は、図１１のパッケージのトライミー態様を示しており、使用者が装置
の見本の動作を見ることができる。
【図１４】図１４は、使用可能な装置の制御のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本実施例は、方法及び装置を含む、好適には装置の治療用ランプを駆動するためにリモ
ートバッテリパックを具えた装着可能なハンズフリーの装置を含む、光療法システムに関
する。本装置は、光のプラットフォームを含む多くの効果を示し、そのプラットフォーム
及びランプが、使用の際に人間に触れること無く、使用者に対して適切に位置決め可能で
ある。すなわち、本装置の構成部品は、ランプのプラットフォームを使用者の上で支持す
るだけではなく、使用者の治療領域に対するランプの適切な配置のための案内部として機
能もする。本装置の構成部品は、ランプが、患者の治療面に近接するよう面する内側の反
射面に対して凹んでいるため、鋭い面又は熱い面が使用者と接触しないようにする。また
、出力をランプに伝えるための回路構成部品は、壁構造の中に収容されている。ランプ及
び回路が間隔を空けた壁構造の中に効果的に収容される一方で、治療光が壁の開口を通し
て使用者に伝えられる。このため、滑らかな継ぎ目の無い面が、所望の治療処置のために
適切に離された使用者に提供されつつ、通気性を改善することで、使用者の不快感を最小
限にする美的且つ魅力的な装置が使用者に提供される。他の効果は、使用者が装着すると
、例えば、使用者の頭部のサイズといった治療面と適合するような柔軟性のあるマスクと
いう形式での本装置の調整機能に関する。高性能な構成部品は、装置の使用量を測定する
だけではなく、ランプの低下も計算するため、適切な交換のための時期を使用者に伝える
ことが可能である。アッセンブリ全体は意図的に比較的軽量に構成され、使用者の使い易
さ及び快適さのために、構成部品が最小限にされる。
【００１９】
　特に、図１乃至４を参照すると、本実施例が、ランプのプラットフォームＡ及びリモー
トバッテリパックＢを具える。プラットフォームＡは、赤色及び青色ＬＥＤ１２といった
複数の治療用ランプ、及び、バッテリパックＢからケーブル８０及びコネクタ８３を介し
てランプに出力を伝えるための回路１４を収容する壁構造１０を具える。また、他の放射
エネルギ形式が、蛍光、レーザ又は赤外線を含む。壁構造１０は、フレーム２０に対する
僅かな回動により壁構造の位置を調整させ得る、スナップアウト回動結合２２を介して結
合される支持フレーム２０に取り付けられている。また、フレーム２０は、保護レンズ２
４及び鼻梁２６を有する。テンプルアーム２８は固定式又は伸縮式でありフレーム２０に
対して回動し、鼻梁２６を鼻の上に載せ、テンプルアーム２８を耳の上に載せることで、
ハンズフリーのサポート方式でプラットフォームＡを使用者に装着し得る。
【００２０】
　図３、４、６、７及び８を参照すると、壁構造１０が、外壁５０及び内壁５２を具える
ことが分かる。外壁は、使用者の治療面からより遠くに配置される一方、内壁５２は、使
用者の治療面により近く配置される。これらの壁は、水平及び垂直方向の双方に凹状構成
を有しており、展性のある硬さを有するプラスチック材料で構成され、使用の際に構造１
０を僅かに曲げたり撓ませたりすることが可能である。凹状構成は、放射を捉えて治療面
に向けて反射するために、多次元の放物面の湾曲を具える。凹状構成は使用者の頭部より
も僅かに小さいことを意図しており、マスクを当てる際に外側に曲げる必要があることで
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、使用者に対してぴったりとしているが快適な気密性を与え、使用中に所望の位置にアッ
センブリＡを保持する。また、凹状構成は、使用者に対して所望の位置に治療用ランプ又
はＬＥＤ１２を位置決めする。壁５０及び５２間の空間５４がランプ１２及び回路１４を
受容することで、安全性及び便利さを高める目的のために、ランプ及び回路が壁の間で挟
持される。装置の中央部から端部５８，６０に向かって空間が小さくなっていることが分
かる；しかしながら、壁が一体となることで、アッセンブリ１０全体の周縁が密閉される
。このような整合シールは、一般に、超音波溶接によって達成される。代替的に、局所的
な密閉部（図示せず）を採用して、間に介在する間隔を空けた密閉部で壁を一体化し得る
。このため、内側及び外側マスクが異なる凹面半径を有するが、使用者の点からは一体構
造を与える。外壁５０は、第一に、ランプ１２及び回路１４の支持部として機能する。図
４を参照すると、ランプが、光療法に関して最も影響を与えるよう治療領域に放射するた
めに、所定の方式で壁５０に配置されていることが分かる。最小限の数のランプ１２が設
けられるが、効果的な治療を施すのに十分である。代替的に、ランプを内壁５２に固定で
きる。壁がランプを支持するにも係わらず、ランプは、所望の治療領域に向けて開口部７
０に対して適切に揃える必要がある。
【００２１】
　複数のＬＥＤを不規則に配置するのではなく、本発明のＬＥＤは特に数が最小限であり
、治療領域及び壁の放物面反射性に関連して配置され、所望の治療効果をもたらす。特に
、個々のランプ１２及び付随する内壁の開口７０が、治療の恩恵を受ける最大の共通領域
を治療するよう配置されていることが分かる。本実施例は、皮膚のニキビの治療に有用な
配置パターンを示す。他の配置パターンが、開示された実施例の範囲内にあることを確か
に意図するものである。ここでは、３つのＬＥＤストリップが見られ、一般に、上下の２
つの青いストリップ及び中央の赤いストリップを具えているが、これは、これらの周波数
がニキビの治療に最も有用なためである。本発明は、青色のみ、赤色のみ、又は任意の他
のＬＥＤも組み合わせ又は他の放射エネルギ形式のパターンを有してもよい。図示された
パターンは、顎の線、顎、頬及び額に強化された治療効果を有するが、目蓋に対しては有
しない。光源は、一例として、ＬＥＤ、蛍光、レーザ又は赤外線を有する。このような光
源は、放射エネルギの伝達の形式で多様なものである。パルス光（ＩＰＬ）、集束光（レ
ーザ）及び光エネルギを操作する他の方法が、本実施例に含まれる。光を放射する他の方
法は、連続光、パルス光、集束光、拡散光、多波長光、単波長光、可視光の波長、非可視
光の波長を具える。
【００２２】
　内壁５２が、治療領域に向いている滑らかな継ぎ目の無い反射面を具え、ランプと整合
する複数の開口７０を有しており、ランプが開口７０を通して治療光を放射できる。した
がって、ＬＥＤ１２は内壁５２に対して凹んでおり、治療面と接触しないようにし、ラン
プ自体が使用者と接触することを形はどうであれ非常に難しくしている。このようなアッ
センブリにより、治療領域に所定の円錐状の治療光を与えるような方法で、放射療法のや
りとりを制御している。治療領域にわたる配光のために、開口が所望の治療領域及び壁の
放射面構成に関連して配置されている。このような制御された円錐状の光、ランプ自身の
プラットフォームへの所定の配置、内壁５２における内側の反射面、及び、鼻及び耳の接
触領域に対するプラットフォームの位置を介した治療領域に対する制御されたアッセンブ
リの位置決めの組み合わせが、十分予測可能な光の分配パターン（光源毎の所定の円錐状
の光）を与えるアッセンブリを提供し、これにより、効果的な治療のために設けるのに必
要なランプ１２の数を最小限にする。
【００２３】
　図２、３及び４を参照すると、一実施例が、プラットフォーム１０に対する付随する支
持構造としての眼鏡フレームを基本的に具える支持フレームを具える。交換可能なレンズ
２４を使用して、レンズ及びそれに付随する形状によって与えられる保護のレベルを調整
できる。これらの図面に図示されていないが、伸縮式のテンプルアーム２８が、使用者の
頭の大きさにより適合させるために、順に嵌め込まれている。また、形成可能な耳掛け部
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をテンプルアームの部分として含めることができる。代替的に、アームが、ヘッドストラ
ップを含んでいる。回動可能なジョイント２２により、壁構造がフレームに対して回動し
、層を近付けたり離したりすることによって、使用者が調整領域に関連する光の強度を調
整し得る。上記のように、プラットフォーム１０は、凹状の放射面のバイアスを具えて柔
軟性を有しているが、それでもなお展性のある硬さを有している。フレーム１０が使用者
に受容されると、プラットフォームの放射面のバイアスを伸ばして使用者のサイズへの適
合部を形成するよう配置される。使用者に関連する眼鏡フレームの接触ポイントが、使用
者の鼻根領域、鼻梁及び耳を具える。代替的に、支持フレームが、鼻根領域に依存するゴ
ーグル及びヘッドストラップ構成を具える。
【００２４】
　バッテリパックＢ（図５）は、供給バッテリ８１及びワイヤ８０を通してランプとやり
取りする処理コントローラ８２を保持する。コネクタ８３及びＬＥＤストリップ１２間の
配線は、図面の混乱を避けるために図示しないが、壁５０、５２間に含まれている。バッ
テリパックは、オンオフスイッチ８４及びユーザインタフェース８６を有する。処理コン
トローラ８２は、使用者に装置の使用量を示す様々な制御システムを有する。このような
システムは、カウンタである。ユーザインタフェースは、使用回数のカウントといった、
コントローラ制御システムから使用者への様々な有用な情報、及び装置が十分な時間使用
され、ＬＥＤ自身が弱まり治療のために交換が推奨されるという伝達事項のためのディス
プレイを具える。
【００２５】
　図１１及び１２に示すように、「Ｔｒｙ－ｍｅ　パッケージ」が、包装された状態のま
まで、潜在的使用者に実物宣伝的な使用機会を与える。さらに、本実施例は、装置を収容
する包装アッセンブリ２１０を有しており、ランプアッセンブリを作動させるためのスイ
ッチＳ１（図示せず）が、オンモード、オフモード及びトライミーモードを含む多位置効
果機能を有する。トライミーモードは、ランプアッセンブリが使用者にランプの動作を展
示するためにパッケージに収容されている際に、使用できる。パッケージは、装置Ａを覆
って透明又は半透明のカバー２１２を有する。トライミー中断回路が、ランプ動作のトラ
イミー表示時間を例えば２秒に制限するために含まれている。カウンタによって測定され
るランプのオン時間は、トライミーの使用が実際の治療に関する装置の１回分の放射カウ
ントに影響を及ぼさないように、トライミーモードとは別になっている。トライミーの使
用時間は、１回分の放射の使用時間に対して無視できるとされる。
【００２６】
　本装置は、リモートバッテリパックを備えた装着可能なハンズフリーデバイスにおいて
、使用者に対して多くの効果を有する。本装置は、使用者に関連する接触ポイントを有効
に使用することによって、人間が最小限触るだけで、比較的自動的な方法で適切に配置可
能であり、特に、使用中ハンズフリーとなる。鋭利な又は熱い面が使用者に接触すること
はない。滑らかな継ぎ目の無い面が使用者に面し、治療領域から適切に間隔を空けており
、治療中に通気性を強化し不快感を最小限にする。
【００２７】
　図１３を特に参照すると、装置を制御するための動作の実施例を示すフローチャートが
図示されている。図１０によって動作中として表される本装置は、２つのスイッチＳ１、
Ｓ２を有しており、それらのうちの少なくとも一方が、エネルギ源から治療ランプにエネ
ルギを伝達するために閉じられることを要する。Ｓ２は、装置が販売によりパッケージの
中にある場合にオープンとなる安全スイッチであり、Ｓ２がオープンとなっている時に「
トライミー」モードのみが有効である。パッケージから取り出した後は、Ｓ２が閉じて装
置をノーマルモードで動作させることができる。したがって、開始１００の後に、装置が
依然としてパッケージの中にある場合といったように、Ｓ２がオープンとなっている状況
１０２のときに、システムはスタンバイモード１０４のままであり、（ＬＣＤといった）
ＧＵＩインタフェースはオフである。Ｓ２がクローズ１０６のままであるが、Ｓ１が押さ
れている場合１０８（例えば、図１２）、装置は、「トライミー」モード１１０に入るこ
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とができ、ＬＥＤが２秒間点灯し、その後消灯する１１２。装置がパッケージングされて
いる間のこのような「トライミー」モードの動作による使用者へのデモンストレーション
は、使用者に実際の動作を伝え、購入するかについての決定を助け、装置がどのようにし
て作動するかについてのより深い理解を与える。装置がパッケージから取り外され、Ｓ２
が閉じられた場合、装置はノーマルモード１１４に入り、ＧＵＩのＬＣＤが、カウンタの
値にしたがって残りのサイクル数を表示する。カウンタの値１３４は、いかなるトライミ
ーサンプリング動作によっても影響されないことに留意されたい。
【００２８】
　一実施例では、ユニットが５５から１までカウントダウンするが、５５という数の使用
は、ＬＥＤを治療用の放射ランプとして使用した場合、ＬＥＤの最大の動作モードから十
分なＬＥＤの効果を弱めるのに十分であると考えられるためである。したがって、使用者
が装置を手に取ると、容認できる且つ推奨される装置の動作にとって、５５から０までの
間でどの位のサイクル数が残っているのかを即座に知る１１８。ディスプレイが、０より
も大きいカウントを示し、使用者がセラピーセッションに関心がある場合、使用者はＳ１
を押すことによってユニットをオンし１２０、ＬＥＤが約１．５秒で放射作動に向けて立
ち上がり１２２、ＬＥＤがダウンするように１２８使用者がＳ１を再び押すことによって
ユニットをオフするのを望むまで１２６、又は、約１０分放射したままにしたために、セ
ラピーセッションが中断するまで１３０、連続的に放射する１２４。セラピーセッション
の適切な運転時間が完了した後、ＬＥＤがダウンし１３２、使用者へのＧＵＩ表示がカウ
ンタの値から１を引く１３４。
【００２９】
　図９及び１０を参照すると、代替的な実施例を示しており、コントローラＢが無く、エ
ネルギ源及びプロセス制御部が、装置９０の中に一体的に組み込まれている。このケース
では、プラットフォーム２０及び壁５０、５２が、図１の装置のそれと実質的に同じであ
る。しかしながら、バッテリ９２といったエネルギ源が、眼鏡のテンプルアームの部分と
して設けられており、ワイヤが、バッテリ９２からフレーム２０の回動点を通してＬＥＤ
に、そしてＬＥＤ自身と最終的な結合のために空間５４にエネルギを与える。また、ＬＣ
Ｄディスプレイ９６を有するコントローラ９４は、使用者に対して反射壁５２の後ろ側に
収容されており、壁５２は、スクリーン９６のための比較的小さな切り欠き（図示せず）
を有する。
【００３０】
　図９及び１０の実施例は、動作中にコントローラＢを何らかの形で取り扱う必要性が無
いため、図１の実施例よりもさらにコンパクトであり、よりハンズフリーである。
【００３１】
　図１１は、さらに別の代替的な実施例を示しており、外壁５０’及び内壁５２’は、異
なる曲率を備えて構成されることによって間隔を空けていない。むしろ、壁５０’、５２
’は同じ曲率を有するが、内壁５２は、壁の周縁に応じて段差３００を有しており、壁５
２’の面から外壁５０’向けて突出するフランジを形成し、２つの間にスペーサを効果的
に形成する。一実施例では、フランジ３００は、約８ミリメートルの幅で、壁５２’の周
縁全体の周りを延びており、内壁と外壁との間に所望の間隔をもたらすために、約０．５
ミリメートルの厚さである。この実施例では、フランジ３００は内壁５２’の部分であり
、上記の実施例のように、双方の壁は、ＰＥＴ又はＰＶＣといった真空成形されるプラス
チックである。図１１のアッセンブリは、超音波溶接、接着剤接着又は両面接着剤で接着
することができる。代替的に、連続的な密着の代わりに、複数の中間の密着点（図示せず
）を使用できる。この実施例では、使用者に関するアッセンブリの額部の反対に、代替的
な数のＬＥＤ１２’を有することが分かり、開口７０’及びＬＥＤ１２’の開口の数が、
上記の実施例における１８から１５に減っている。所望の治療にとって、いずれの数も実
行可能な実施形態であるが、図１１のアッセンブリの他の構成部品は、上記の図面に示さ
れたものと実質的に同じである。
【００３２】
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　図１に示す装置とは別の代替的な実施例が、外壁５０及び内壁５２間に動作するＬＥＤ
光を組み込んだ透明の柔軟性のあるポリマシート（図示せず）である。このような構成は
、特定の形態ではＬＥＤ光に接続するためのワイヤの経路として機能する、カーボンナノ
チューブの透明な薄膜でコーティングされたポリマフィルムを具えている。このポリマは
、使用者の接触からＬＥＤを保護する。このような保護用ポリマは、Ｌｕｍｉｓｙｓブラ
ンドの下で市販されている。
【００３３】
　さらなる代替的な実施例が、透明な柔軟性のあるポリマシートを有しており、反射膜が
、ＬＥＤの反対側に切り欠きを有する柔軟性のあるポリマシートの上部に適用され、放射
光が、開口７０を通してＬＥＤ１２の内壁５２間で、図４の関係に示す方法で反射領域を
通してやり取りし得る。また、この構成は、柔軟性のあるポリマシートの反対側に柔軟な
外壁５０を有しており、フィルム、反射性のコーティングアッセンブリに展性のある硬さ
を与える。
【００３４】
　さらに代替的な実施例が、内壁５２に関連して配置され、治療中の放射エネルギの暴露
を監視する、温度又は放射エネルギセンサといった複数のセンサ（図示せず）を有する。
このような暴露が、何らかの理由で不適切であると考えられる場合、その検出がコントロ
ーラＢによって認識され、治療を中止できる。
【００３５】
　当然ながら、上記の変更例及び他の態様及び機能、又はそれらの代替例を、多くの他の
異なるシステム又は適用例と組み合わせることができる。それに含まれる現在のところ予
測且つ予期できない様々な代替例、変更例、バリエーション又は改善例は、当業者によっ
て今後行われる可能性があり、それらもまた、以下の特許請求の範囲に含まれることを意
図するものである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年5月15日(2014.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光療法装置であって、
　凹んだ放物面のバイアス及び展性のある硬さを有する治療用ランプのプラットフォーム
と；
　ランプの放射から装置の使用者の眼を保護する柔軟性のある眼の保護用フレームと；
を具えており、
　前記ランプのプラットフォーム及びフレームが、使用者に装着されると、１つの形状に
前記プラットフォームの放射面のバイアスを伸ばして、使用者のサイズに適合するよう配
置されていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記眼の保護用フレームが、眼鏡フレームを具えることを特徴とする請求項１に記載の
装置。
【請求項３】
　前記眼の保護用フレームが、ゴーグルを具えることを特徴とする請求項１に記載の装置
。
【請求項４】
　光療法装置であって、
　治療用ランプのプラットフォームと；
　使用者に装着するための支持フレームと；
を具えており、
　前記フレームが、前記プラットフォームに付随する眼鏡フレームを具えることを特徴と
する装置。
【請求項５】
　前記フレームが、交換可能なレンズを有することを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記フレームが、使用者に対して調整可能であることを特徴とする請求項４に記載の装
置。
【請求項７】
　前記フレームが、伸縮式のテンプルアームを有することを特徴とする請求項６に記載の
装置。
【請求項８】
　前記フレームが、形成可能な耳掛け部を有することを特徴とする請求項６に記載の装置
。
【請求項９】
　前記フレームが、頭用ストラップを有することを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　前記プラットフォームが、前記フレームに対して調整可能であることを特徴とする請求
項４に記載の装置。
【請求項１１】
　前記プラットフォームが、回動可能なジョイントで前記フレームに取り付けられている
ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
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　前記プラットフォームが、凹んだ放物面のバイアスを具えて柔軟性を有することを特徴
とする請求項４に記載の装置。
【請求項１３】
　前記プラットフォームが、展性のある硬さを有して構成されることを特徴とする請求項
１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記フレームが、使用者に装着されると、１つの形状に前記プラットフォームの放射面
のバイアスを伸ばして、使用者のサイズに適合するよう配置されていることを特徴とする
請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記フレームが、使用者の鼻根領域及び耳において使用者に関連する接触ポイントを有
することを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記フレームが、使用者の鼻及び耳において使用者に関連する接触ポイントを有するこ
とを特徴とする請求項４に記載の装置。
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