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(57)【要約】
　本発明は、デバイスの作用面側(15)に配置される外側
電極を有するRFスキントリートメントのためのデバイス
(100)に関連する。外側電極は環状又は等辺多角形の形
状を有する。内側電極(1)は、外側電極の中心部に配置
され且つ外側電極により包囲される。RF生成部(21)が、
内側電極(1)及び外側電極(2)の間にRFトリートメント電
圧を与えるように構成される。内側電極の皮膚接触面は
、200ないし500μmの範囲内にある最大断面寸法を有し
、RFトリートメント電圧は50V未満である。本発明は改
善された安全性を有するデバイスを提供し、除去されな
い断片化された皮膚損傷の形成を可能にし、特に、既存
のデバイスと比較して、皮膚の処置のために相対的に低
いRFトリートメント電圧を使用し、フィードバック又は
モニタリングシステムを要しない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　RFスキントリートメントのためのデバイスであって：
　前記デバイスの作用面側に配置され且つ環状又は等辺多角形の形状を有する外側電極；
　前記デバイスの作用面側における前記外側電極の中心部に配置され且つ前記外側電極に
より包囲される内側電極；
　前記内側電極及び前記外側電極の間にRFトリートメント電圧を与えるように構成される
RF生成部；
　を有し、前記内側電極の皮膚接触面は、200ないし500μmの範囲内にある最大断面寸法
を有し、前記RFトリートメント電圧は50V未満である、デバイス。
【請求項２】
　前記内側電極の皮膚接触面の最大断面寸法は、200ないし400μmの範囲内にある、請求
項1に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記RFトリートメント電圧は40V以下である、請求項1又は2に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記外側電極の皮膚接触面と前記内側電極の皮膚接触面との間の比率は、2より大きく
、好ましくは10より大きい、請求項1ないし3のうちの何れか一項に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記内側電極の外方端部と前記外側電極の内方端部との間の最小距離は、0.1mmより大
きく、好ましくは0.2mmより大きい、請求項1ないし4のうちの何れか一項に記載のデバイ
ス。
【請求項６】
　前記内側電極の外方端部と前記外側電極の内方端部との間の最小距離は、3mmより小さ
い、請求項4に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記外側電極の皮膚接触面が、円盤状である、請求項1ないし6のうちの何れか一項に記
載のデバイス。
【請求項８】
　前記内側電極の皮膚接触面が、環状である、請求項1ないし6のうちの何れか一項に記載
のデバイス。
【請求項９】
　前記デバイスが複数の内側電極と複数の外側電極とを有し、前記複数の外側電極の各々
が、前記複数の内側電極のうち対応するものを包囲している、請求項1ないし8のうちの何
れか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記複数の外側電極のうちの少なくとも幾つかが、互いに電気的に接続されている、請
求項9に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記複数の外側電極のうちの少なくとも幾つかが、格子構造を形成するように互いに隣
接している、請求項10に記載のデバイス。
【請求項１２】
　請求項1ないし11のうち何れか一項に記載のスキントリートメントのためのデバイスの
、皮膚活性化のための利用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スキントリートメントのためのデバイスに関連し、特に、人の皮膚の無線周
波数(RF)トリートメントのためのデバイスに関連する。本デバイスは、主に皮膚の引き締
め(tightening)及び/又は皮膚の活性化(rejuvenation)に適しており、特に部分的なRFス
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キントリートメントに適している。本発明はそのようなスキントリートメント用デバイス
の利用にも関連している。
【背景技術】
【０００２】
　無線周波数(RF)は、皮膚の引き締めに関する専門の及び家庭用の双方の美容市場で従来
使用されている。真皮の皮膚レベルで多くの部分を加熱できる能力は、無線周波数技術を
、皮膚の引き締めのため及び皮膚の緩み処置のためのスタンダードにした。レーザー治療
と比較して、RFデバイスは、比較的低価格であり、かつ、より広い体積及びより深い組織
の収縮をもたらすことができる。更に、RFエネルギーの分配は、発色団(chromophore)に
よる光吸収を当てにしておらず、そのため、組織の色(pigmentation)又は血管網は、エネ
ルギーの分散による影響を受けない。
【０００３】
　皮膚表面における及びそこから組織へのRFエネルギー分配の基本原理は、皮膚との閉回
路で交流が印加されることである。組織のインピーダンスは、加熱する範囲に直接的に影
響を及ぼし：RFは高い導電性(低い電気抵抗)を有する組織をより容易く伝搬する一方、高
い電気抵抗(高いインピーダンス、低い導電性)を有する組織はRFエネルギーにとって優れ
た伝導体ではない。RFエネルギーは、皮膚組織を通る最小抵抗の経路をたどり、主に分子
振動に起因する熱エネルギーとして散逸される。
【０００４】
　皮膚の引き締め以外の拡大するRF応用例は、皮膚の活性化(又は若返り)(rejuvenation)
である。多くのRF活性化デバイスでは、複数の小さな電極を同時に使用することで、皮膚
にわずかな熱損傷(lesion)ができてしまう。無線周波数デバイスによる皮膚の活性化に対
処するために、最近、様々な専門的デバイスが、美容市場に参入しつつある。皮膚の活性
化は、均一な肌の色合い、色素沈着斑(pigmentation　spots)の削減、改善されたつや(ra
diance)及び触感、並びに、小皺の削減などのような様々な顧客の利益の組み合わせであ
る。ここで、エネルギーは、角質層及び表皮(角質－表皮の接合を含む)、そしておそらく
は表皮の上位部分にダメージを与えるために主に使用される。従来、皮膚の活性化処置は
、水により非常に吸収されるレーザー波長による除去(ablative)又は非除去(non-ablativ
e)の設定によりなされ、これにより、除去処置は、皮膚を気化して皮膚に中空の柱(hollo
w　pillars)を形成し、非除去処置は皮膚を65-100℃まで加熱し、細胞の壊死、コラーゲ
ンの変性及び収縮を開始させ、最終的にはコラーゲンの作り直しを促す。
【０００５】
　今まで、RFを利用する小規模な皮膚治療は、専門的な用途に限られている。その理由の
1つは、RF加熱が皮膚組織に除去するほどのダメージを与える結果とならないことを保証
する治療の安全性である。これは、特に重要な課題であり、なぜなら、組織に蓄えられる
RFエネルギー量は局所的な組織のインピーダンスに依存し、かつ、皮膚組織は不均一なイ
ンピーダンス分布を有するからである。このインピーダンスの不確定性は、高い電流密度
及び電圧を利用することと相俟って、処置の最中に皮膚組織で到達する温度の不確定性を
招く結果となり、除去できていない熱損傷及び組織の望まれない除去ダメージの双方を招
く結果となる。
【０００６】
　特許出願WO　2012/023129は、RF電圧によるパーソナル美容スキントリートメントのた
めの装置を説明している。この装置は、皮膚の一部分に接触し且つそれぞれの部分にRFト
リートメント電圧を分配するための個々の電極のアセンブリを含む。装置のテストモード
において、テスト電圧が電極に印加され、各電極と皮膚との間の接触の質の決定を可能に
する。テストモードでは、皮膚に熱損傷は生じない。テストモードに続いて、処置モード
では、皮膚に熱損傷を形成するように、トリートメント電圧が印加される。テスト電圧は
50ボルトを超えない。印加されるトリートメント電圧は、50ボルトないし400ボルトの範
囲内の値より高い値を有する。
【発明の概要】
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【０００７】
　本発明の課題は改善された安全性を有するRFスキントリートメントのためのデバイスを
提供することであり、除去されない断片化された皮膚損傷を生成できるようにし、特に、
既存のデバイスと比較して低いRFトリートメント電圧を利用して生成できるようにし、そ
のため、電極と皮膚との間の適切な接触を検出するためのフィードバック又はモニタリン
グシステムは不要である。この目的のため、本発明の一実施形態によれば、RFスキントリ
ートメントのためのデバイスは、デバイスの作用面側に配置され且つ環状又は等辺多角形
の形状を有する外側電極を有するように提供される。デバイスは、デバイスの作用面側に
おける外側電極の中心部に配置され且つ外側電極により包囲される内側電極を有する。RF
生成部は、内側電極及び外側電極の間にRFトリートメント電圧を与えるように構成される
。内側電極の皮膚接触面は、200ないし500μmの範囲内にある最大断面寸法を有し、RFト
リートメント電圧は50V未満である。一実施形態において、内側電極の皮膚接触面は、円
形である。この実施形態では、皮膚接触面の最大断面寸法は、皮膚接触面の直径に対応し
、それは200ないし500μmの範囲内にある。円形の内側電極は、環状(すなわち、リング状
)又はディスク状(すなわち、中身が詰まった円の形態)であってもよい。内側電極は、円
形でなくてもよく、例えば、最大断面寸法が上記の範囲内にある正方形であってもよい。
【０００８】
　200ないし500μmという内側電極の皮膚接触面の最大断面寸法についての提案される範
囲は、50ボルト未満という比較的低い処置電圧とともに、有効な皮膚の活性化のために十
分大きく且つ皮膚の速やかな回復のために十分小さい熱損傷を生成することが可能である
。
【０００９】
　内側電極及び外側電極は、皮膚に同時に接触するように構成される。内側電極の実際の
皮膚接触面は、平坦である必要はない。それは湾曲していてもよい。湾曲しいてもよいこ
とは、外側電極の実際の皮膚接触面にも応用できる。この点に関し、皮膚接触面が平坦で
ある場合、「皮膚接触面の最大断面寸法」という表現は、皮膚接触面の平面内で測定され
る皮膚接触面についての最大寸法を指す。皮膚接触面が平坦でない場合、特にそれが湾曲
している場合、「皮膚接触面の最大断面寸法」という表現は、皮膚接触面の外周を含む、
内側電極の断面で測定される最大寸法を指す。
【００１０】
　一実施形態において、内側電極の皮膚接触面の最大断面寸法は、200ないし400μmの範
囲内にある。このような好ましい範囲内にある内側電極の皮膚接触面の最大断面寸法の値
は、体外皮膚テストで優れた結果を示した。
【００１１】
　一実施形態において、RFトリートメント電圧は40V以下(例えば、39V)である。内側電極
の皮膚接触面の最大断面寸法に対する上記の値は、相対的に低いトリートメント電圧であ
ったとしても、皮膚の十分な温暖化を可能にする。損傷を形成するには十分なエネルギー
量が必要とされるので、トリートメント電圧は低すぎるべきでないことに、留意すべきで
ある。好ましくは、RFトリートメント電圧は、RFに曝されるのが1秒未満である場合に、2
0ボルト未満であるべきである。
【００１２】
　一実施形態では、外側電極の皮膚接触面と内側電極の皮膚接触面との間の比率は、2よ
り大きく、好ましくは10より大きい。このため、外側電極の直下に存在する皮膚の部分に
おける望まれない加熱による不快感は生じないであろう。
【００１３】
　一実施形態では、内側電極の外方端部と外側電極の内方端部との間の最小距離は、0.1m
mより大きく、好ましくは0.2mmより大きい。別の実施形態では、内側電極の外方端部と外
側電極の内方端部との間の最小距離は、3mmより小さい。この最小距離(内側及び外側電極
間のギャップと言及されてもよい)に対して厳密な上限は存在しないが、電極のグリッド
から十分な密度の損傷を可能にするための実用的な理由から、皮不活性化の用途の場合、
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ギャップは3mmより小さくすべきである。
【００１４】
　一実施形態では、デバイスは複数の内側電極と複数の外側電極とを有し、複数の外側電
極の各々が、複数の内側電極のうち対応するものを包囲している。この実施形態において
、複数の外側電極のうちの少なくとも幾つかが、互いに電気的に接続されてもよい。好ま
しい実施形態では、複数の外側電極のうちの少なくとも幾つかが、格子構造を形成するよ
うに互いに隣接してもよい。これらの実施形態は、RF生成部から外側電極までの配線を僅
かしか要しない。更に、個々の外側電極と同じ表面に、より多くの電極が配置されること
も可能である。
【００１５】
　第2の側面によれば、本発明は、皮膚の処置に関する上記のデバイスを利用することに
関連する。デバイスは、治療又は非治療(例えば、美容)の処置に使用されてもよい。デバ
イスは、皮膚の活性化に特に有用であるが、皮膚の引き締めに使用されてもよい。
【００１６】
　本発明によるデバイス及び方法についての更なる好ましい形態は、添付の特許請求の範
囲に記載されており、本明細書の開示範囲に含まれている。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　本発明のこれら及び他の側面は、添付図面を参照しながら以下の詳細な記述において例
示的に記述される実施形態から更に明らかに説明されるであろう。
【図１Ａ】本発明の実施形態によるスキントリートメントのためのデバイスの概略断面図
。
【図１Ｂ】図1Aのデバイスの電極構成の作用側を示す図。
【図２Ａ】内側電極及び外側電極の可能な代替例を示す図。
【図２Ｂ】内側電極及び外側電極の可能な代替例を示す図。
【図２Ｃ】内側電極及び外側電極の可能な代替例を示す図。
【図３Ａ】デバイスが複数の内側電極及び複数の包囲する外側電極を含む形態を示す図。
【図３Ｂ】デバイスが複数の内側電極及び複数の包囲する外側電極を含む形態を示す図。
【図３Ｃ】デバイスが複数の内側電極及び複数の包囲する外側電極を含む形態を示す図。
【図３Ｄ】デバイスが複数の内側電極及び複数の包囲する外側電極を含む形態を示す図。
【図３Ｅ】デバイスが複数の内側電極及び複数の包囲する外側電極を含む形態を示す図。
【図３Ｆ】デバイスが複数の内側電極及び複数の包囲する外側電極を含む形態を示す図。
【図４】本発明の実施形態によるスキントリートメントのためのデバイスを概略的に示す
図。
【図５Ａ】体外皮膚サンプルに形成される組織学的病変セクションの例を示す図。
【図５Ｂ】体外皮膚サンプルに形成される組織学的病変セクションの例を示す図。
【図５Ｃ】体外皮膚サンプルに形成される組織学的病変セクションの例を示す図。　図面
は概略的なものであるに過ぎず、寸法を描くものではない。図中、既に説明されている要
素に対応する要素は、同じ参照番号を有する。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図1Aは本発明の実施形態によるスキントリートメントのためのデバイス100の概略断面
図を示す。この実施例では、デバイス100は、内側電極1と、内側電極1を包囲する環状の(
リング状の)外側電極2とを有する。デバイス100は、電子コントローラ20と、電極1及び2
に配線22により接続される無線周波数(RF)生成部21とを有する。この図では、電極1,2は
皮膚表面10の上に位置するように示され、皮膚表面10は、角質層11、表皮12及び真皮13か
ら構成される。給電されると、電極1,2は、皮膚の中に電気力線5を形成し、皮膚のインピ
ーダンスと相俟って印加される電圧に起因して、皮膚の中に熱が蓄えられ、これにより、
局所的な皮膚温度が65℃以上に到達し且つ100℃未満に留まる場合、除去されない損傷を
形成する。電子コントローラ20は、RF生成部21を制御するように配置されてもよい。RF生
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成部21は、50V未満のトリートメント電圧を提供する。一実施形態において、トリートメ
ント電圧は40V未満であってさえよい。電子コントローラ20は、電極1,2間の皮膚インピー
ダンスを測定するインピーダンス検出システムと、測定された皮膚インピーダンスに基づ
くフィードバックコントローラとを有してもよい。電子コントローラ20は、印加される電
圧又は印加されるパルス持続時間を調整するフィードバックアジャスタを更に有してもよ
い。
【００１９】
　図1Bは、図1Aに示されるデバイス100の電極構成の平面図を示し、その電極構成はデバ
イス100の作用面側15に配置される。電極構成は内側電極1を有し、内側電極1は環状の(又
はリング状の)外側電極2によって包囲される。内側電極1は外側電極2の中心に配置される
。内側電極1と周辺の環状の外側電極2とを有する図1Bの特定の電極構成は、中心対称な電
極構成と言及される。内側電極1の皮膚接触面は、平坦であり、かつ、200-500μmの範囲
内の直径d1を有する。内側電極の外方端部と外側電極の内方端部との間の最小距離は、ギ
ャップ(又は隙間)g1と言及される。より具体的に言えば、ギャップg1は、内側電極1の外
方端部における一点と、外側電極2の内方端部における一点との間の最小距離として規定
される。一実施形態において、ギャップg1は0.1mmより大きく、好ましくは、0.2mmより大
きい。ギャップg1の実用的な値は3mm未満である。
【００２０】
　図2A-2Cは、内側電極1及び外側電極2の代替例を示す。図2Aは等辺三角形(正三角形)の
外側電極2を示す。図2Bは正方形の外側電極2を示す。図2Cは、蜂の巣状(又はハニカム状)
の形状を有する等辺多角形の外側電極2を示す。
【００２１】
　多くの実施形態において、内側電極1はアクティブ電極である一方(すなわち、送電線に
接続される電極)、外側電極2は対電極(return　electrode)であるが、この点については
他の形態も可能であることに留意を要する。
【００２２】
　複数の損傷を同時に引き起こすため、デバイスは複数の内側電極を含んでもよく、その
場合において、各々の内側電極は複数の外側電極のうちの対応するものにより包囲される
。図3A-3Eは、デバイスが複数の内側電極31と複数の包囲する外側電極32とを有する形態
を示す。複数の外側電極32の各々は、複数の内側電極31のうちの各自のものを包囲する。
外側電極32は、図3A及び3C-3Eの例に示されるような格子構造を形成するように互いに境
界を定めてもよいし、或いは、図3Bの例に示されるように単に電気的に結合されるに過ぎ
なくてもよい。これは、RF生成部から外側電極へ僅かな配線しか要しない。更に、個々の
外側電極と同じ表面に、より多くの電極が配置されることも可能である。
【００２３】
　図3Aは、中心対称の丸い電極ペアを結合して直線状に配置した例を示す。図3Bは、中心
対称の丸い電極ペアを結合せずに直線状に配置した例を示す。図3Cは、中心対称の丸い電
極ペアを結合して2次元的に配置した例を示す。図3Dは、中心対称の等辺三角電極ペアを
結合して直線状に配置した例を示す。図3Eは、中心対称のハニカム電極ペアを結合して2
次元的に配置した例を示す。
【００２４】
　デバイス100の作用面側15に複数の内側電極31を配置し、その各々を外側電極32で包囲
することにより、唯1つの電極ペアしか有しないデバイスと比較して、より広い皮膚領域
が一度に処置されることが可能である。
【００２５】
　図4は、本発明の別の実施形態によるスキントリートメントのためのデバイス40を概略
的に示す。デバイス40は、ハウジング41、バッテリ42及び電子モジュール43を有する。電
子モジュール43は、センサ、RF生成部、フィードバックコントローラ、及び、ファンクシ
ョン生成部を含むPCBを有してもよい。
【００２６】
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　底面の側では、デバイス40は、デバイス40の作用面側に設けられる内側電極46と外側電
極47とを有する。内側電極46及び外側電極47は、上述したように構成されてよい。デバイ
ス40はボタン44を有し、ボタン44は、内側及び外側電極46,47の間にRFエネルギーのパル
スを提供するように、アクティブにされることが可能である。
【００２７】
　デバイス40は、適切に寸法が定められている場合には、皮膚に接触させることが可能な
ペンのように使用されることが可能な細長い形状を有する。この実施形態は、皮膚の活性
化のための家庭用携帯型のスキンケアトリートメントデバイスとして特に有用である。
【００２８】
　一実施形態では、外側電極47の皮膚接触面と内側電極46の皮膚接触面との間の比率は2
より大きく、好ましくは、10より大きい。
【００２９】
　上記のデバイスは体外実験(ex-vivo　experiments)を行うことによりテストされた。体
外実験は、40V又はそれ未満の電圧でしっかりした(robust)　損傷の形成を示し、検査さ
れた体外及び体内皮膚モデルの双方におけるインピーダンス変動は、+/-25％の範囲内に
ある。
【００３０】
　図5A-5Cは、塩化ニトロブルーテトラゾリウム(Nitro　blue　tetrazolium　chloride：
NTBC)の染色により、体外皮膚サンプルに形成された損傷の組織学的な損傷セクションに
ついての3つの例を示し、表皮の中の細胞のダメージ及び皮膚の真皮の中のコラーゲン凝
固の領域を説明している。トリートメントRF電圧は39Vに設定され、トリートメントRF電
圧の印加時間は50msであった。内側電極の直径は0.2mmであり、環状の外側電極は1.5mmの
内径を有していた。内側電極の外方端部と外側電極の内方端部との間のギャップは、0.65
mmに等しかった。外側電極の厚みは2mmであった。
【００３１】
　本発明は、皮膚のRF処置に関して説明された実施例に従うデバイスの利用にも関連する
。デバイスは、皮膚の活性化に特に有益である。
【００３２】
　RF皮膚処置のためにデバイスを利用する場合、局所的な皮膚のインピーダンス、及び、
皮膚とデバイスとの間の電気接触を改善するために、接触ゲル(gel)(好ましくは、導電性
のゲル)が使用されてもよい。
【００３３】
　本明細書において「有する(comprising)」という言葉は、列挙されているもの以外の要
素又はステップの存在を排除しておらず、要素に先行する「ある(‘a’　or　‘an’)」
という言葉は、そのような要素が複数個存在することを排除しておらず、更に、何れの参
照記号も請求項の範囲を限定するものではないことに、留意を要する。更に、本発明は実
施形態には限定されず、本発明は上記の特徴又は互いに異なる従属請求項に記載される特
徴のそれぞれ及び全ての新規な特徴又はそれらの組み合わせにある。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月6日(2016.12.6)
【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】
　RFスキントリートメントのためのデバイスであって：
　前記デバイスの作用面側に配置され且つ環状又は等辺多角形の形状を有する外側電極；
　前記デバイスの作用面側における前記外側電極の中心部に配置され且つ前記外側電極に
より包囲される内側電極；
　前記内側電極及び前記外側電極の間にRFトリートメント電圧を与えるように構成される
RF生成部；
　を有し、前記内側電極の皮膚接触面は、200ないし500μmの範囲内にある最大断面寸法
を有し、前記RFトリートメント電圧は50V未満である、デバイス。
【請求項２】
　前記内側電極の皮膚接触面の最大断面寸法は、200ないし400μmの範囲内にある、請求
項1に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記RFトリートメント電圧は40V以下である、請求項1又は2に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記外側電極の皮膚接触面と前記内側電極の皮膚接触面との間の比率は、2より大きく
、好ましくは10より大きい、請求項1ないし3のうちの何れか一項に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記内側電極の外方端部と前記外側電極の内方端部との間の最小距離は、0.1mmより大
きく、好ましくは0.2mmより大きい、請求項1ないし4のうちの何れか一項に記載のデバイ
ス。
【請求項６】
　前記内側電極の外方端部と前記外側電極の内方端部との間の最小距離は、3mmより小さ
い、請求項4に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記外側電極の皮膚接触面が、円盤状である、請求項1ないし6のうちの何れか一項に記
載のデバイス。
【請求項８】
　前記内側電極の皮膚接触面が、環状である、請求項1ないし6のうちの何れか一項に記載
のデバイス。
【請求項９】
　前記デバイスが複数の内側電極と複数の外側電極とを有し、前記複数の外側電極の各々
が、前記複数の内側電極のうち対応するものを包囲している、請求項1ないし8のうちの何
れか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記複数の外側電極のうちの少なくとも幾つかが、互いに電気的に接続されている、請
求項9に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記複数の外側電極のうちの少なくとも幾つかが、格子構造を形成するように互いに隣
接している、請求項10に記載のデバイス。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、スキントリートメントのためのデバイスに関連し、特に、人の皮膚の無線周
波数(RF)トリートメントのためのデバイスに関連する。本デバイスは、主に皮膚の引き締
め(tightening)及び/又は皮膚の活性化(rejuvenation)に適しており、特に部分的なRFス
キントリートメントに適している。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明によるデバイスは、皮膚の処置に利用されてよい。デバイスは、治療又は非治療
(例えば、美容)の処置に使用されてもよい。デバイスは、皮膚の活性化に特に有用である
が、皮膚の引き締めに使用されてもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　上記の実施例によるデバイスは皮膚のRF処置に使用されてよい。デバイスは、皮膚の活
性化に特に有益である。
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【国際調査報告】
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