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(57)【要約】
発光ダイオード（ＬＥＤ）フォトセラピー装置を開示す
る。フォトセラピー装置（１）は種々の皮膚状態の治療
に用いることができる。フォトセラピー装置は、皮膚治
療のための複数の光の波長を放射する多色ＬＥＤを含む
ことができる。さらに、フォトセラピー装置は、ユーザ
から、治療すべき皮膚状態の指示を受け取り、それに応
じてフォトセラピー装置は皮膚状態の治療のための、対
応する波長、強度レベル、および時間間隔を提供する。
フォトセラピー装置は、貝殻状、ペン状、フェイシャル
マスク状、またはデスクランプ状の構造とすることがで
きる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２以上の離散した光波長の範囲を放射することが可能な、少なくとも１個の多色発光ダ
イオード（ＬＥＤ）と、
ユーザの皮膚領域上にＬＥＤから放射された光を向けることができるようにＬＥＤを収容
したハウジングを備え、
前記波長範囲が、皮膚領域上に存在する皮膚状態を治療するために選択されることを特徴
とするフォトセラピー装置。
【請求項２】
　前記多色ＬＥＤが二色ＬＥＤであることを特徴とする請求項１に記載のフォトセラピー
装置。
【請求項３】
　前記二色ＬＥＤが双極であり、且つ、可視電磁スペクトルの青色部の波長範囲と、可視
電磁スペクトルの赤色部の波長範囲とを放射することを特徴とする請求項２に記載のフォ
トセラピー装置。
【請求項４】
　前記青色波長範囲が４００から４７０ナノメートルの間であり、前記赤色波長範囲が６
３０から６８０ナノメートルの間であることを特徴とする請求項３に記載のフォトセラピ
ー装置。
【請求項５】
　前記多色ＬＥＤが３以上の離散した光波長の範囲を放射することができることを特徴と
する請求項１に記載のフォトセラピー装置。
【請求項６】
　前記皮膚状態が、ニキビ、酒さ、シワ、炎症、日光による損傷、バクテリア、シミ、お
よび病斑のうちの少なくとも一つであることを特徴とする請求項１に記載のフォトセラピ
ー装置。
【請求項７】
　運転パラメータに従ってＬＥＤを制御するための制御システムをさらに備え、前記運転
パラメータがＬＥＤ放射の強度レベル、ＬＥＤ放射の持続時間、および波長選択の少なく
とも一つを含み、これによりユーザが治療すべき皮膚状態を選択し、前記制御システムが
、選択した皮膚状態の治療に対応する運転パラメータに従ってＬＥＤを制御することを特
徴とする請求項６に記載のフォトセラピー装置。
【請求項８】
　一列に配置された複数のＬＥＤをさらに備える請求項１に記載のフォトセラピー装置。
【請求項９】
　前記装置が再充電可能な電池を備える可搬装置であることを特徴とする請求項１に記載
のフォトセラピー装置。
【請求項１０】
　前記ハウジングは、ユーザが把持するためのハンドルと、ＬＥＤの放射を方向付けるた
めの出力端とを含むことを特徴とする請求項９に記載のフォトセラピー装置。
【請求項１１】
　前記ハウジングが、ユーザの顔の大部分を覆うように適合されたマスク本体を有するフ
ェイシャルマスクとして形成され、これによりＬＥＤ列が、マスクを装着した際にユーザ
の皮膚に向かって発光されるように配置されていることを特徴とする請求項９に記載のフ
ォトセラピー装置。
【請求項１２】
　前記ハウジングが、ハウジングが閉鎖形態と開放形態とを有するようヒンジ連結された
２個のパネルを備え、前記開放形態が少なくとも１個のパネル上に配置されたＬＥＤ列を
露出することを特徴とする請求項１に記載のフォトセラピー装置。
【請求項１３】
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　前記ハウジングがデスクランプ装置に統合され、これにより、ユーザが選択した際に、
前記デスクランプが白色光または皮膚状態を治療するためのＬＥＤ光、または白色光およ
びＬＥＤ光の組み合わせを提供することを特徴とする請求項１に記載のフォトセラピー装
置。
【請求項１４】
　皮膚状態を治療するためのフォトセラピー装置であって、
ユーザの皮膚上に向けられるべき光の波長範囲を少なくとも一つ発生することのできる発
光ダイオード（ＬＥＤ）光源と、
ＬＥＤ光源の運転パラメータを記録するための機械可読媒体であって、前記運転パラメー
タが皮膚状態の治療に対応している機械可読媒体と、
治療されるべき皮膚状態を表すユーザからの入力を受信する制御システムであって、これ
により、前記制御システムが表された皮膚状態に対応する運転パラメータにアクセスし、
前記制御システムが対応する運転パラメータに従ってＬＥＤ光源を制御する制御システム
を備え、
前記運転パラメータが、各皮膚状態の治療のための波長範囲を少なくとも一つ含むことを
特徴とするフォトセラピー装置。
【請求項１５】
　前記運転パラメータが、各皮膚状態の治療のためのＬＥＤ光源により発生する光の強度
レベルを少なくとも１種類さらに含むことを特徴とする請求項１４に記載のフォトセラピ
ー装置。
【請求項１６】
　前記運転パラメータが、各皮膚状態の治療のためにＬＥＤ光源が光を放射する時間の長
さを表す時間間隔を少なくとも１種類さらに含むことを特徴とする請求項１４に記載のフ
ォトセラピー装置。
【請求項１７】
　前記制御システムが、指示した皮膚状態に対応する運転パラメータの少なくとも１種類
の時間間隔に従って設定されるタイマーを備え、これにより、少なくとも１種類の時間間
隔が経過すると、ＬＥＤ光源の放射が自動的に中断されることを特徴とする前記請求項１
６に記載のフォトセラピー装置。
【請求項１８】
　前記運転パラメータが、波長の一範囲の定量化可能な値が、他の波長範囲の定量化可能
な値と比較して、どのくらい放射されたかを表す波長範囲比を少なくとも１種類さらに含
むことを特徴とする請求項１４に記載のフォトセラピー装置。
【請求項１９】
　前記運転パラメータが、ユーザにより調整可能であることを特徴とする請求項１４に記
載のフォトセラピー装置。
【請求項２０】
　前記ＬＥＤ光源がＬＥＤの列を備えることを特徴とする請求項１４に記載のフォトセラ
ピー装置。
【請求項２１】
　前記ＬＥＤの列が、ハウジング内に配置されており、該ハウジングが互いにヒンジ連結
された２つのパネルを備え、これにより該ハウジングが閉鎖形態と開放形態を有しており
、前記ＬＥＤの列が該パネルの少なくとも一方に配置され、ハウジングが開放形態にある
場合に露出されることを特徴とする請求項２０に記載のフォトセラピー装置。
【請求項２２】
　前記ＬＥＤ光源が少なくとも一つの多色ＬＥＤを備えることを特徴とする請求項１４に
記載のフォトセラピー装置。
【請求項２３】
　前記治療すべき皮膚状態がニキビ、酒さ、シワ、炎症、日光による損傷、バクテリア、
シミ、および病斑のうちの少なくとも一つであることを特徴とする請求項１４に記載のフ
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ォトセラピー装置。
【請求項２４】
　前記制御システムと電子的に通信するディスプレイをさらに備え、該ディスプレイがユ
ーザにより入力された皮膚状態を表示することを特徴とする請求項１４に記載のフォトセ
ラピー装置。
【請求項２５】
　前記制御システムと電子的に通信するディスプレイをさらに備え、該ディスプレイが治
療時間を表すタイマーを表示することを特徴とする請求項１４に記載のフォトセラピー装
置。
【請求項２６】
　口腔病変を治療するための光の波長範囲を少なくとも一つ発生する発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）光源と、
ＬＥＤ光源を収容し、該ＬＥＤ光源から放射される光を口腔病変上に向けるハウジングと
を備え、該ハウジングの一部がユーザの口に挿入できる大きさであることを特徴とするフ
ォトセラピー装置。
【請求項２７】
　前記波長範囲の少なくとも一つが可視電磁スペクトルの赤色部であることを特徴とする
請求項２６に記載のフォトセラピー装置。
【請求項２８】
　前記波長範囲の少なくとも一つが可視電磁スペクトルの赤外線部であることを特徴とす
る請求項２６に記載のフォトセラピー装置。
【請求項２９】
　前記口腔病変が口内炎であることを特徴とする請求項２６に記載のフォトセラピー装置
。
【請求項３０】
　前記ＬＥＤ光源が光の波長範囲を二つ以上発生し、これにより該波長範囲が可視電磁ス
ペクトルの赤色部にある第一波長範囲と、電磁スペクトルの赤外部にある第二波長範囲と
を含むことを特徴とする請求項２９に記載のフォトセラピー装置。
【請求項３１】
　前記第一波長範囲が６３０から６８０ナノメートルの間であり、前記第二波長範囲が８
００から１０００ナノメートルの間であることを特徴とする請求項３０に記載のフォトセ
ラピー装置。
【請求項３２】
　前記波長範囲が口腔疱疹、口腔炎症、および口腔感染のうち少なくとも一つを治療する
ことを特徴とする請求項２６に記載のフォトセラピー装置。
【請求項３３】
　皮膚状態の治療のためのフォトセラピー装置であって、
ユーザの顔の大部分を覆うように形成されたマスク本体を有するフェイシャルマスクと、
該マスク内に埋設された発光ダイオード（ＬＥＤ）の列であり、これによりＬＥＤがマス
クを装着した際にユーザの皮膚に向かって発光されるＬＥＤの列と、
該フェイシャルマスクと電子的に通信し、該ＬＥＤの列を制御するコントローラとを備え
ることを特徴とするフォトセラピー装置。
【請求項３４】
　前記ＬＥＤの列が、異なる皮膚状態を治療するために光の波長範囲を二つ以上放射する
ことを特徴とする請求項３３に記載のフォトセラピー装置。
【請求項３５】
　前記コントローラがユーザにより選択された治療モードを制御し、該治療モードが第一
波長範囲を発生するＬＥＤの起動と、第二波長範囲を発生するＬＥＤの起動と、第一およ
び第二波長範囲の双方を発生するＬＥＤの起動とからなる群から選択されることを特徴と
する請求項３４に記載のフォトセラピー装置。
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【請求項３６】
　ＬＥＤの列の運転パラメータを記録するための機械可読媒体をさらに備え、該運転パラ
メータがユーザにより選択された治療モードに対応することを特徴とするフォトセラピー
装置。
【請求項３７】
　前記運転パラメータが、各皮膚状態の治療のための少なくとも一つの波長範囲と、各皮
膚状態の治療のためのＬＥＤの列により発生する光の少なくとも一つの強度レベルと、各
皮膚状態の治療のためにＬＥＤの列が光を放射する時間の長さを表す少なくとも一つの時
間間隔とのうちの、少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項３６に記載のフォトセ
ラピー装置。
【請求項３８】
　前記ＬＥＤの列と前記コントローラと電子的に通信する可搬電源をさらに備えることを
特徴とする請求項３３に記載のフォトセラピー装置。
【請求項３９】
　前記マスク本体が、ユーザの鼻および口を少なくとも覆うよう形成されていることを特
徴とする請求項３３に記載のフォトセラピー装置。
【請求項４０】
　前記マスク本体が、ユーザの頬および顎を少なくとも覆うよう形成されていることを特
徴とする請求項３９に記載のフォトセラピー装置。
【請求項４１】
　前記マスク本体が、ユーザの顔の大部分を覆うよう形成されていることを特徴とする請
求項３３に記載のフォトセラピー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示した実施態様は、添付の図面と共に、以下の説明および添付の特許請求の範
囲により、さらに完全に明瞭となるであろう。これらの図面は、典型的な実施態様のみを
図示しており、これらの実施態様は添付の図面の使用を通じてさらなる具体性および詳細
をもって説明される。
【０００２】
　次に図を参照するが、図中の類似の参照符号は類似の要素を示す。明瞭化のため、符号
の最初の桁は、対応する要素が最初に用いられる図の番号を示している。開示された実施
態様の種々の形態を図示しているが、これらの図は必ずしも実際の縮尺に基づいたもので
はない。
【０００３】
　開示された本システムおよび方法は、一またはそれ以上の具体的な詳細を伴わずに、ま
たは、他の方法、部品、材料等を用いて実施できることを当業者は理解するであろう。い
くつかの事例において、周知の構造、材料、または運転は詳細に図示または説明されてい
ない。さらに、記載された特性、構造、または特徴は、一またはそれ以上の実施態様中の
いかなる適当な方法にも統合され得る。また、一般的に説明し図示したような実施態様の
部品は、幅広く異なる形態に配置および設計されることができると容易に理解されるであ
ろう。
【０００４】
　本出願において、「連結した（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｔｏ）」および「結合した（ｃｏ
ｕｐｌｅｄ　ｔｏ）」という表現は、機械的、電子的、磁気的、電磁的、流体的、および
熱的相互作用を含む、ニまたはそれ以上の群の間の相互作用のすべての形態を示す。二つ
の部品は、互いに直接接触していない状態であっても、互いに結合することが可能である
。
【０００５】
　図１Ａは斜視図より示した、種々の皮膚状態の治療に用いられるフォトセラピー装置１
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００の一実施態様を表す。図１Ｂは側面図より示したフォトセラピー装置１００を表す。
図１Ａおよび図１Ｂを合わせて参照すると、フォトセラピー装置１００はハウジング１０
２を有し、このハウジング１０２は手持ち式のペン状構造の形をしたハンドル１０４を含
むことができる。フォトセラピー装置１００の出力端１０６には発光ダイオード（「ＬＥ
Ｄ」）１０８が位置しており、これにより、ＬＥＤ１０８から放射される光を装置の縦軸
と実質的に同一直線上に向けることができる。代替的な実施態様において、二つ以上のＬ
ＥＤ１０８を、ペン型フォトセラピー装置１００の出力端１０６に配置することができる
。
【０００６】
　ユーザが前記ハウジング１０２の外部に配置されたボタン１１０すわなちスイッチを押
し下げると、ＬＥＤ１０８を始動することができる。一度始動すると、ＬＥＤ１０８は狭
い波長範囲において光を放射する。このようにＬＥＤ１０８が狭い範囲の波長を放射する
ため、この放射された光は単色であると考えられることが多い。ＬＥＤ１０８は典型的に
大抵の白熱灯よりも、使用電力が少なく、発熱が少なく、また、寿命が長い。さらに、Ｌ
ＥＤ１０８は、ランプおよびフィルタのシステムと比較して、波長選択の安価な代替物で
あることが多い。またさらに、ＬＥＤフォトセラピー装置１００の小型性および可搬性は
、代替のランプおよびフィルタの設計と比較して、典型的に、より優れている。
【０００７】
　一実施態様によれば、ＬＥＤ１０８は同一ＬＥＤパッケージ中の多色ＬＥＤであり、２
以上の波長の離散範囲を放射することが可能である。例えば、一実施態様において多色Ｌ
ＥＤ１０８は、二色であるか、または２つの離散した波長範囲を発生する双極ＬＥＤであ
る。多色ＬＥＤ１０８は、可視電磁スペクトルの青色部中における狭い波長範囲と、可視
電磁スペクトルの赤色部における狭い波長範囲を発生することができる。赤色波長は６３
０から６８０ナノメートルの間の範囲であることができ、一方、青色波長は４００から４
７０ナノメートルの間の範囲であることができる。一実施態様において、赤色波長範囲は
６５０から６７０ナノメートルの間であり、青色波長範囲は４０５から４２０ナノメート
ルの間である。
【０００８】
　多色ＬＥＤ１０８は一度に赤色波長のみ、または青色波長のみ、または同時に赤色およ
び青色波長を発生することが可能である。他の実施態様において、多色ＬＥＤ１０８は３
つの離散した波長範囲を発生する三色ＬＥＤである。当業者には明白であろうが、技術の
進歩により可能となる４以上の離散波長を発生することができる多色ＬＥＤ１０８を用い
てもよい。
【０００９】
　図１Ａおよび図１ＢのＬＥＤフォトセラピー装置１００を用いて、多様な皮膚状態を治
療することができる。装置１００の出力端１０６は、特定の皮膚状態を有する皮膚領域に
向けられるか、あるいはこの皮膚領域上に設置され、これにより、皮膚をＬＥＤライトセ
ラピーで治療することができる。図示されたフォトセラピー装置１００は小さく可搬であ
り、これにより、例えばユーザの目の周囲や、より大きな光装置では治療することができ
ない皮膚状態が存在する他の特定の小領域に、小さく集束した光を向けることができる。
【００１０】
　フォトセラピー装置１００は多くの皮膚状態を治療するため特定の波長を発生する。例
えば、ニキビの治療には、青色波長（４００から４７０ナノメートル）と赤色波長（６３
０から６８０ナノメートル）の双方を用いることができる。さらに、ニキビの治療には、
フォトセラピー装置１００は、同一治療行為中に、赤色波長の２倍の青色波長の露出を提
供することができる。赤色および青色波長の相対露出を、光の強度または露出の持続時間
等の定量化可能な値を通して決定することができる。
【００１１】
　皮膚中のシワを治療する目的で、青色、赤色および黄色の波長帯を用いることができる
。青色および赤色波長はそれぞれ、４００から４７０ナノメートルと、６３０から６８０
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ナノメートルの範囲である。黄色波長帯は５３０から６００ナノメートルの間とすること
ができる。
【００１２】
　酒さの治療において黄色波長帯を５３０から６００ナノメートルの間で使用することが
できる。
【００１３】
　日光によるシミの治療において、黄色波長帯（５３０から６００ナノメートル）を使用
することができる。日光による損傷の代替的な形態には、赤色波長帯（６３０から６８０
ナノメートル）を採用することができる。
【００１４】
　ニキビ等、様々な形態の皮膚のシミ原因となり得るバクテリアを治療および殺菌するた
めに、青色光（４００から４７０ナノメートルの間）を使用することができる。
【００１５】
　炎症は、罹患皮膚を赤色波長（６３０から６８０ナノメートル）と、また約８００から
約１０００ナノメートルの範囲である赤外波長とに露出することにより治療することがで
きる。上述のとおり、当業者には明白であろうが、前記２つの波長範囲は、同一の多色Ｌ
ＥＤ１０８または二つの別個のＬＥＤ、またはＬＥＤの列によって生じさせることができ
る。
【００１６】
　皮膚中の病斑は、罹患領域に赤色波長（６３０から６８０ナノメートル）および赤外波
長（８００から１０００ナノメートル）の光を当てることにより治療することができる。
【００１７】
　口内炎は、患部に赤色波長および赤外波長（それぞれ、６３０から６８０ナノメートル
と、８００から１０００ナノメートル）を照射することにより治療することができる。口
内炎の典型的な一時治療には、約１０５ｍＷ／ｃｍ２の強度で、５から１５分の露出時間
を有することができる。しかしながら、特定の状況においては、複数回の適用が必要な場
合がある。
【００１８】
　皮膚のシミは赤色、青色、および黄色波長への露出を通して治療することができる。上
記の波長範囲は、赤色を６３０から６８０ナノメートル、青色を４００から４７０ナノメ
ートル、および黄色を５３０から６００ナノメートルの範囲とすることができる。
【００１９】
　可視電磁スペクトルの緑色部の波長範囲を放射するＬＥＤ１０８は、日光によるシミ、
酒さ、およびシワの治療に使用することができる。緑色光に伴う波長範囲は５００ナノメ
ートルから５３０ナノメートルの間の範囲とすることができる。ＬＥＤ光セラピーを、角
質や他の皮膚問題の治療に使用してもよい。
【００２０】
　図１Ａおよび図１Ｂに示したフォトセラピー装置１００は、装置１００から意図せず放
射されるかおそれのある紫外線光または他の有害な光線を拡散させるためのレンズ１１２
をその出力端１０６に含むこともできる。さらに、ＬＥＤ１０８は装置１００から取り外
し可能であって良く、異なる皮膚状態の治療のための他の色のＬＥＤや他の多色ＬＥＤに
置換されることが可能である。
【００２１】
　図２には、フォトセラピー装置２００の他の実施態様を側面図で示されている。フォト
セラピー装置２００は図１Ａおよび図１Ｂ中に開示された装置と類似しているが、図２の
該フォトセラピー装置２００は、充電可能な電池（図示せず）等の充電可能な電源を備え
る。充電可能な電池を、装置２００のハウジング２０２内に配置することができる。
【００２２】
　フォトセラピー装置２００は充電ベースステーション２１４中に載置された状態で図示
されている。図示された載置位置において、ベースステーション２１４はフォトセラピー
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装置２００の接点と電子的に通信する接点を有することができる。また、ベースステーシ
ョン２１４は電力コード２１６を通してＡＣ電源にも接続している。代替的に、フォトセ
ラピー装置２００を、ＡＣアダプタを使用して充電してもよい。
【００２３】
　図３Ａおよび図３Ｂは種々の皮膚状態の治療に用いられるフォトセラピー装置３００の
他の実施態様を示す。図３Ａは、開放形態の装置３００を斜視図で示す。図３Ｂは、閉鎖
形態の装置３００を斜視図で示す。
【００２４】
　フォトセラピー装置３００は、第二パネル３２２と二枚貝様の配置でヒンジ連結した第
一パネル３２０を含む。開放形態において、各パネル３２０、３２２の内面３２４はユー
ザに向かって露出され、第一パネル３２０および第二パネル３２２は互いに対して所定の
角度で配置されている。パネル３２０と３２２の間の該角度は調整可能とすることができ
る。図３Ａに示した形態において、この角度は９０度よりも大きい。
【００２５】
第一パネル３２０および第二パネル３２２は、開放形態から、パネル３２０および３２２
が実質的には互いに平行で互いに隣接して位置している閉鎖形態にヒンジ状に移行するこ
とができる。内面３２４は、閉鎖形態においてはユーザに向かって露出されることはない
。図示された実施態様によれば、第一パネル３２０および第二パネル３２２は類似した大
きさであるため、これらの内面３２４はほぼ同じ面積を有する。
【００２６】
　第一パネル３２０は、その内面３２４上に配置された一列のＬＥＤ３０８を含むことが
できる。開放形態において、列３０８は、ユーザの皮膚の治療に使用されることができる
ように露出される。フォトセラピー装置３００は一体化されたスタンド（図示せず）随意
に含むことができ、これにより装置は開放形態にある場合にスタンド上に搭載された状態
で、ユーザにＬＥＤ光を照射することができる。
【００２７】
　一実施態様において、ＬＥＤの列３０８は複数の赤色および青色ＬＥＤを含む。いくつ
かの実施態様において、各ＬＥＤは単色ＬＥＤであり、一方、他の実施態様において、多
色ＬＥＤを使用することができる。単色ＬＥＤの実施態様において、赤色および青色ＬＥ
Ｄは格子状形態に配置されることができ、その際一つおきのＬＥＤが青色波長を放射し、
一方他のすべての隣接するＬＥＤが赤色波長を放射する。
【００２８】
　代替的に、特に黄色、緑色、および赤外線の波長を放射することが可能な他の色のＬＥ
Ｄを使用することができる。ＬＥＤの列３０８は、一度に異なる皮膚状態を治療するため
に、波長の組み合わせを同時に放射するよう設定されていてもよい。さらに、装置３００
は異なる強度の光を放射することもできる。例えば、ユーザはＬＥＤの列３０８のすべて
またはいくつかのＬＥＤの強度を制御することができる。各色の強度を独立に変更しても
よい。
【００２９】
　フォトセラピー装置３００の第二パネル３２２はフォトセラピー装置３００の制御シス
テムを含む。制御システムの機能については、添付の図６の説明に関連してさらに詳細に
説明する。第二パネル３２２は、例えばユーザへの入力指示または操作状況の表示のため
のＬＣＤディスプレイ等の、ディスプレイ３２６を含むことができる。第二パネル３２２
は、ユーザの入力を受けてフォトセラピー装置３００の操作を制御するための機械式ボタ
ン３２８を含むこともできる。当業者には明白であろうが、ユーザの入力を受信するのに
、代替的に、ＬＣＤタッチスクリーン、膜ボタン、または音声による起動および認識を使
用することができる。
【００３０】
　フォトセラピー装置３００は、電池等の、内部または外部の可搬電源を動力とすること
もできる。電池電源はＬＥＤの列３０８に電力を供給することができ、これによりＡＣ電
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源が不要である。代替的に、他の実施態様において、ＡＣアダプタまたは直接にＡＣ接続
を使用することができる。
【００３１】
　図４Ａおよび図４Ｂは、皮膚状態の治療に使用されるフォトセラピー装置４００の代替
的な実施態様を示す。装置４００はユーザの顔の大部分を覆うように形成されたマスク本
体４３０を有するフェイシャルマスクである。大部分の被覆は、防塵マスクのようにユー
ザの鼻および口の領域を覆うことから成るか、あるいは手術用マスクのように、ユーザの
頬、顎、鼻および口を含む、より広い領域を覆うことができる。代替的に、該フェイシャ
ルマスクはユーザの額、頬、および顎を覆うこともできる。図示した実施態様によれば、
該マスク本体４３０は、実質的には、ユーザの目ならびに、鼻および／または口の呼吸口
を除いた顔面のすべてを覆うことができる。ハーネス４３１または類似の装置を、治療の
間ユーザの顔にマスク本体４３０を固定するために使用することができる。
【００３２】
　図４Ａはマスク本体４３０の外面４３２を示す。図４Ｂはマスク本体４３０の内面４３
４を示す。フェイシャルマスク装置４００はマスク本体４３０の内面４３４中に埋設され
たＬＥＤの列４０８を含み、これによりＬＥＤ４０８が、装置を装着しているユーザの皮
膚に向かって直接光を放射するよう配置されている。一実施態様において、ＬＥＤの列４
０８は、シワを治療するためにマスク本体４３０の内部にわたって散乱された赤色、黄色
および青色ＬＥＤを含むことができる。当業者には明白であろうが、例えば緑色および赤
外線ＬＥＤおよび他色ＬＥＤの組み合わせを含む、代替的なＬＥＤの配置およびＬＥＤの
型式をフェイシャルマスクフォトセラピー装置４００に統合することができる。
【００３３】
　装置４００はマスク本体４３０およびＬＥＤの列４０８と電子的に通信するコントロー
ラ４３６をさらに含むことができる。コントローラ４３６は、種々の皮膚状態を治療する
ために特定の赤色、黄色または青色波長、あるいはそれらの組み合わせをユーザが選択す
ることを可能にする。追加のＬＥＤの色型式を使用することもできる。代替的に、コント
ローラ４３６はＬＥＤの列のスイッチ入れたり切ったりする装置のように単純であっても
よい。コントローラ４３６は、ユーザが治療モード、タイマー、および他の機能的特徴を
選択および制御する助けとなるディスプレイを随意的に含むことができる。例えば、治療
モードは青色ＬＥＤの起動、赤色ＬＥＤの起動、黄色ＬＥＤの起動、３色すべての起動、
またはこれらの他の組み合わせを含むことができる。コントローラ４３６は装置４００の
可搬性を向上するための可搬電源を含むこともできる。
【００３４】
　図５は、斜視図より示した、デスクランプ装置５４０に統合されたフォトセラピー装置
５００の他の実施態様を表す。デスクランプ５４０はベース５４２およびランプネック５
４４およびランプヘッド５４６を含むことができる。デスクランプ５４０は、図３Ａに関
連して説明したディスプレイに類似の、例えばユーザへの入力指示または操作状況の表示
のためのＬＣＤディスプレイ等の、ディスプレイ５２６も含むことができる。
【００３５】
　ランプヘッド５４６中には、例えばＬＥＤの列などのＬＥＤ光源５０８が埋設されてい
る。デスクランプ５４０はＬＥＤの列、または、例えば白熱灯または蛍光灯などの異なる
白色光源から、一般的な照明用途のために白色光を生じることができる。デスクランプ５
４０は種々の皮膚状態の治療のためにＬＥＤ光源５０８から波長の特定された光を生じる
こともできる。代替的に該デスクランプ５４０は白色光および波長の特定された光の両方
を、同時に提供することができる。ＬＥＤの列５０８は複数の多色ＬＥＤを備えることが
できる。前述のフォトセラピー装置と同様、図５のフォトセラピー装置５００はユーザに
より選択される種々の皮膚状態を治療する波長を変更することができる機能を有すること
ができる。
【００３６】
　前記して説明した装置以外の代替的な装置を、詳述したＬＥＤ光セラピーの原則に従い
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使用することもできる。例えば、多色ＬＥＤまたは複数のカラーＬＥＤセラピープログラ
ムを、ユーザの身体の大部分へのＬＥＤ照射を提供するのに十分な程度大きい装置に統合
することができる。ユーザはこのような装置の正面に立つか、または代替的に、日焼けベ
ッドと類似した装置内に横たわることができる。このような装置はＬＥＤの大きな列を含
むことができる。
【００３７】
　さらに、布製の帯またはベルト中に多色ＬＥＤなどのＬＥＤを埋設して、ユーザが特定
範囲の皮膚の治療のためにユーザの身体の特定領域の周囲にベルトを巻くことを可能にす
ることができる。例えば、ＬＥＤ布製ベルトは慢性的、あるいは他の形態の痛み、腫れ、
炎症等を治療するための赤外線ＬＥＤ、または他の色のＬＥＤを含むことができる。この
布製の装置は、腫れの低減、血流の改善、または身体の組織修復補助を支援するために、
皮膚の罹患領域の周囲に巻くことができる。ＬＥＤ布製ベルトは、コントローラおよび可
搬電源装置と電子的に通信していることができる。コントローラは、ユーザが時間間隔、
強度、および波長選択等の操作パラメータを選択することを可能とする。
【００３８】
　図６はＬＥＤフォトセラピー装置で種々の皮膚状態を治療するための制御システム６５
０のブロック図である。制御システム６５０を、部分的に、上述のとおり装置コントロー
ラに統合することができる。制御システム６５０はフォトセラピー装置の種々の治療モー
ドを制御するために、ユーザ入力の様々な形態を受信することができる。
【００３９】
　例えば、ユーザは、ＬＥＤフォトセラピー装置による治療を要求する皮膚状態を指示す
る入力６５２を提供することができる。種々の皮膚状態入力６５２の例は、ニキビ、酒さ
、シワ、炎症、日光によるシミまたは日光による損傷、バクテリア、シミ、病斑または口
内炎を含むことができる。ユーザが一またはそれ以上の治療すべき皮膚状態のリストを選
択すると、制御システム６５０が、メモリ装置６５４またはデータベースに機械可読形式
で記録された操作パラメータにアクセスする。特定の光セラピー治療に対応するフォトセ
ラピー装置の操作パラメータは、装置の製造業者またはプログラマが入力してもよく、あ
るいは代替的に、ユーザが、カスタマイズされたＬＥＤ皮膚治療プログラムに対応する調
整操作パラメータ入力６５６を提供してもよい。
【００４０】
　制御システム６５０は、複数の操作パラメータを含むメモリ装置６５４にアクセスし、
受信した皮膚状態入力６５２に対応するものを選択する。次にフォトセラピー装置が選択
された皮膚状態入力６５２に対応する操作パラメータに従って作動する。制御システム６
５０の操作パラメータ出力の一つの例は、選択された皮膚状態の治療６５８のための特定
の波長に対応する制御シグナルである。従って、ニキビがユーザによって選択された場合
、制御システム６５０は、治療に使われる予定の赤色および青色波長の両方を表す、対応
する操作パラメータにアクセスする。しかしながら、治療すべき皮膚状態としてユーザが
酒さを選択すると、治療６５８のための波長を黄色波長帯（５３０から６００ナノメート
ル）とすることができる。
【００４１】
　制御システム６５０の出力の他の形態は選択された皮膚状態の治療のための強度レベル
６６０を示す操作パラメータである。例えば、図１Ａおよび図１Ｂに開示されたフォトセ
ラピー装置では、多色ＬＥＤの強度レベルを１０５ｍＷ／ｃｍ２とすることができる。し
かしながら、図３Ａおよび図３Ｂに開示されたフォトセラピー装置では、９２ｍＷ／ｃｍ
２の強度レベル出力６００を制御システム６５０により提供することができる。ユーザは
、特定の皮膚治療に対応して強度レベル出力６６０を調整することができる。ユーザは、
より重度または軽度の皮膚状態を治療するために、それぞれ強度の増大または低減を示す
出力６５６を通してその特定の操作パラメータを調整する。強度調整を、例えば、±５％
、±１０％、±１５％等のパーセント増分で実行することができる。
【００４２】
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　制御してもよい他の操作パラメータは治療６６２のための時間間隔である。典型的な治
療セッションは、大部分の皮膚状態に対して１５分間持続することができる。しかしなが
ら、口内炎の治療はユーザの入力に応じて５分から１５分の間等、より短時間であってよ
い。さらに、ペン型装置を用いた特定の治療はユーザの要求により３分間持続することが
できる。治療６６２の時間間隔は、例えば、リアルタイムクロック（ＲＴＣ）具体化する
ことのできるタイマー６６４により制御することができる。皮膚状態入力６５２が受信さ
れ、対応する操作パラメータがアクセスされると、指示された時間間隔６６２はタイマー
６６４により制御される。タイマー６６４が指示された時間間隔６６２に達すると、フォ
トセラピー装置のＬＥＤ放射を自動的に遮断する。
【００４３】
　加えて、皮膚状態入力６５２に対応する操作パラメータは波長比データ６６６を含むこ
とができる。例えば、治療すべき皮膚状態としてニキビが選択されている場合、ニキビの
治療に対応する操作パラメータは、赤色波長と比較して青色波長への露出が２倍必要であ
ることを示すであろう。結果的に、ニキビのための波長比率６６６は、青色対赤色で２：
１となるであろう。赤色および青色波長の相対露出を、光強度または露出の持続時間等の
定量化可能値をとおして決めることができる。従って、青色ＬＥＤ光を赤色ＬＥＤ光の２
倍の強度で放射することができる。代替的に、特定の治療間隔の間の青色ＬＥＤ光の露出
時間を赤色ＬＥＤ光の２倍の長さとすることができる。これは青色ＬＥＤを赤色ＬＥＤの
２倍脈動させること、または青色ＬＥＤを赤色ＬＥＤの２倍多く起動させること、または
当業者に公知の他の方法により達成することができる。
【００４４】
　従って、ユーザは単純に特定の皮膚状態を選択することによって、放射される波長、強
度レベル、治療のための時間間隔、および生じる波長の相対比率を制御することが可能で
ある。皮膚状態を選択することにより、制御システム６５０はＬＥＤフォトセラピー装置
にその皮膚状態にとって適当な色、強度等を提供させる。
【００４５】
　制御システムは、図３Ａの説明に関連して説明したＬＣＤディスプレイ等のディスプレ
イと電子的に通信してもよい。一例として、ＬＣＤディスプレイはユーザにより選択され
た皮膚状態およびそれに関連した操作パラメータの表示を示すことができる。いくつかの
実施態様において、ディスプレイは特定の光セラピー治療のための残り時間のカウントダ
ウンまたは経過時間を示すことができる。さらに、ビープ音等の音響警報によりユーザに
治療動作終了を知らせることができる。
【００４６】
　フォトセラピー装置の特定の実施態様および適用について図示および説明してきたが、
特許請求の範囲に記載された本発明は開示された厳密な形態および構成要素に限定される
ものではないことを理解されたい。開示された装置およびシステムの配置、操作、および
細部において、当業者に明白な種々の改良、変更および変形がなされることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１Ａ】図１Ａは皮膚状態の治療に用いられるフォトセラピー装置の斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは図１Ａのフォトセラピー装置の側面図である。
【図２】図２はフォトセラピー装置および充電ベースステーションの、他の実施態様の側
面図である。
【図３Ａ】図３Ａは開放形態において図示された、皮膚状態の治療に用いられるフォトセ
ラピー装置の他の実施態様の斜視図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは閉鎖形態において図示された、図３Ａのフォトセラピー装置の斜視図
である。
【図４Ａ】図４Ａは皮膚状態の治療に用いられるフォトセラピー装置の他の実施態様の斜
視図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは図４Ａのフォトセラピー装置の実施態様の代替斜視図である。
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【図５】図５はコンビネーション・デスクランプとフォトセラピー装置の他の実施態様の
斜視図である。
【図６】図６はフォトセラピー装置で種々の皮膚状態を治療するためのシステムのブロッ
ク図である。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】 【図６】
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