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(57)【要約】
　放射線アプリケータ（１００）を使用して標的身体表
面を治療する方法および装置について説明する。放射線
アプリケータは、送出アプリケータと組み合わせた放射
線源（１０２）を含む。アプリケータは、患者が例えば
衣類の下の標的区域にアプリケータを適用できるように
する低い輪郭を有する。アプリケータ（１００）は、１
つまたは複数タイプの放射線を１つまたは複数の期間に
わたって与えるために１つまたは複数の放射線源を使用
するように構成することができる。また、アプリケータ
（１００）は、いつ治療上望ましい量の放射線が送出さ
れたかを判断するために、フィードバックループで構成
することができる。



(2) JP 2008-539808 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの光源が約３００ｎｍと約３２０ｎｍの間のピーク波長で光を発する複
数の光源と、患者が着用し、前記光源からの光が前記患者の皮膚区域に到達できるような
形態で、前記光源を支持する光源支持構造と、前記光源を操作する制御装置と、前記光源
に電力を提供する電源とを備える光線療法治療装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの光源が、約３０８ｎｍと約３１２ｎｍの間のピーク波長で光を発
する、請求項１に記載の光線療法治療装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの光源がＬＥＤである、請求項１に記載の光線療法治療装置。
【請求項４】
　前記光源支持構造が、メッシュ、手を覆うように成形された材料、足を覆うように成形
された材料、および肢に外接するように成形された材料のうち１つである、請求項１に記
載の光線療法治療装置。
【請求項５】
　前記光源支持構造が、前記患者の皮膚に取り付けるような構成である、請求項１に記載
の光線療法治療装置。
【請求項６】
　さらに、前記光源支持構造に関連する接着剤を備える、請求項５に記載の光線療法治療
装置。
【請求項７】
　さらに弾性カバーを備える、請求項５に記載の光線療法治療装置。
【請求項８】
　前記制御装置が、前記複数の光源のうち少なくとも１つに別個に対応するような構成で
ある、請求項１に記載の光線療法治療装置。
【請求項９】
　前記制御装置が、ＬＥＤの動作時間を監視するような構成である、請求項３に記載の光
線療法治療装置。
【請求項１０】
　前記電源が、前記患者によって着用されるような構成である、請求項１に記載の光線療
法治療装置。
【請求項１１】
　各光源が最少紅斑線量の０．５から５倍の範囲の総エネルギを、３０秒から４８時間の
範囲の期間にわたって前記患者に提供するように、前記制御装置が前記電源からの前記出
力を調整する、請求項１に記載の光線療法治療装置。
【請求項１２】
　前記電源および各光源が、約１００ｍＪ／ｃｍ２と約６００ｍＪ／ｃｍ２の間の線量を
供給する、請求項１に記載の光線療法治療装置。
【請求項１３】
　前記電源が充電式である、請求項１に記載の光線療法治療装置。
【請求項１４】
　標的身体表面に放射線治療を施す放射線治療機器であって、
　（ｉ）人体の標的表面と接触する基質と、
　（ｉｉ）前記人体の前記標的表面区域に放射線を送出し、前記基質と係合する第１放射
線源と、
　（ｉｉｉ）前記基質に統合され、前記放射線源によって送出される放射線の継続時間ま
たは量のうち少なくとも１つを制御する制御装置と、
を備える放射線治療機器。
【請求項１５】
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　前記基質が可撓性基質である、請求項１４に記載の放射線治療機器。
【請求項１６】
　さらに、電源を備える、請求項１４に記載の放射線治療機器。
【請求項１７】
　前記放射線源が前記標的表面区域に光を送出する、請求項１４に記載の放射線治療機器
。
【請求項１８】
　さらに、前記基質の第１表面の少なくとも一部上に接着層を備える、請求項１４に記載
の放射線治療機器。
【請求項１９】
　さらに、前記放射線源によって放射線が送出される間に、前記人体の前記標的表面区域
を冷却する、請求項１４に記載の放射線治療機器。
【請求項２０】
　前記機器が携帯用である、請求項１４に記載の放射線治療機器。
【請求項２１】
　前記制御装置が、予め決定されたオン／オフのシーケンスで放射線を送出するように予
めプログラムされる、請求項１４に記載の放射線治療機器。
【請求項２２】
　前記制御装置が、前記人体の前記標的表面区域からの情報を提供するセンサから、情報
を受信する、請求項１４に記載の放射線治療機器。
【請求項２３】
　前記制御装置が、前記センサから受信した情報に応答して、前記人体の前記標的表面区
域への放射線の前記送出を制御する、請求項２２に記載の放射線治療機器。
【請求項２４】
　５００ｇ未満の重量を有する、請求項１６に記載の放射線治療機器。
【請求項２５】
　さらに冷却機器を備える、請求項１４に記載の放射線治療機器。
【請求項２６】
　前記人体の前記標的表面区域に放射線を送出する第２放射線源が設けられる、請求項１
４に記載の放射線治療機器。
【請求項２７】
　前記第１放射線源が第１時間にわたって放射線を送出し、前記第２放射線源が第２時間
にわたって放射線を送出する、請求項２６に記載の放射線治療機器。
【請求項２８】
　前記第１放射線源が第１量の放射線を送出し、前記第２放射線源が第２量の放射線を送
出する、請求項２６に記載の放射線治療機器。
【請求項２９】
　前記第１放射線源が第１量の放射線および第２量の放射線を送出する、請求項１４に記
載の放射線治療機器。
【請求項３０】
　前記放射線源が光源である、請求項１４に記載の放射線治療機器。
【請求項３１】
　前記光源がＬＥＤである、請求項３０に記載の放射線治療機器。
【請求項３２】
　前記電源が前記患者によって着用されるような構成である、請求項１６に記載の放射線
治療機器。
【請求項３３】
　前記電源が、３０秒から４８時間の期間にわたって各放射線源から前記患者へと最少紅
斑線量の半分から３倍を供給するような構成である、請求項１６に記載の放射線治療機器
。
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【請求項３４】
　前記電源および前記放射線源が、約１００ｍＪ／ｃｍ２と約６００ｍＪ／ｃｍ２の間の
線量を供給するような構成である、請求項１６に記載の放射線治療機器。
【請求項３５】
　前記電源が充電式である、請求項１６に記載の放射線治療機器。
【請求項３６】
　患者の皮膚区域に光線療法を提供する方法であって、
　前記皮膚区域に複数の光源を取り付けるステップと、
　前記患者が着用した電源から前記光源に電力を提供するステップと、
　１つまたは複数の前記光源から前記皮膚区域へと約２９５ｎｍと約３２０ｎｍの間のピ
ーク波長を有する光を提供するステップと、
を含む方法。
【請求項３７】
　光を提供する前記ステップが、１つまたは複数の前記光源から前記皮膚区域へと約３０
８ｎｍと約３１２ｎｍの間のピーク波長を有する光を提供することを含む、請求項３６に
記載の患者の皮膚区域に光線療法を提供する方法。
【請求項３８】
　光源が、第１および第２セットの１つまたは複数の光源を備え、光を提供するステップ
が、前記第２セットの光源からではなく、前記第１セットの光源から光を提供するステッ
プと、前記第１セットからではなく、前記第２セットの光源から光を提供するステップと
を含む、請求項３６に記載の患者の皮膚区域に光線療法を提供する方法。
【請求項３９】
　前記第１セットの光源から光を提供する前記ステップが、３０秒から４８時間の範囲の
期間にわたって前記第１セットの光源からＭＥＤを供給するステップを含む、請求項３８
に記載の患者の皮膚区域に光線療法を提供する方法。
【請求項４０】
　前記第２セットの光源から光を提供する前記ステップが、３０秒から４８時間の範囲の
期間にわたって第２セットの光源からＭＥＤの０．５倍と５倍の間の範囲の紅斑エネルギ
を供給するステップを含む、請求項３９に記載の患者の皮膚区域に光線療法を提供する方
法。
【請求項４１】
　前記第１セットの光源から光を提供する前記ステップが、前記第１セットの光源から約
１００ｍＪ／ｃｍ２と約６００ｍＪ／ｃｍ２の間のエネルギ線量を供給するステップを含
む、請求項３８に記載の患者の皮膚区域に光線療法を提供する方法。
【請求項４２】
　前記第２セットの光源から光を提供する前記ステップが、前記第２セットの光源から約
１００ｍＪ／ｃｍ２と約６００ｍＪ／ｃｍ２の間のエネルギ線量を供給するステップを含
む、請求項４１に記載の患者の皮膚区域に光線療法を提供する方法。
【請求項４３】
　さらに、光を提供する前記ステップの継続時間を監視するステップを含む、請求項３６
に記載の患者の皮膚区域に光線療法を提供する方法。
【請求項４４】
　さらに、治療線量のエネルギを送出するために、光源のエネルギ送出を較正するステッ
プと、較正パラメータを光源制御装置にプログラムするステップとを含む、請求項３６に
記載の患者の皮膚区域に光線療法を提供する方法。
【請求項４５】
　前記皮膚区域が皮膚治療区域を備え、前記較正ステップが、治療エネルギ線量を前記皮
膚治療区域以外の皮膚試験区域に提供するステップを含む、請求項４４に記載の患者の皮
膚区域に光線療法を提供する方法。
【請求項４６】
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　治療エネルギ線量を皮膚試験区域に提供する前記ステップが、約２４時間にわたって１
つまたは複数の光源から前記皮膚試験区域に光を供給するステップを含む、請求項４５に
記載の患者の皮膚区域に光線療法を提供する方法。
【請求項４７】
　さらに、治療エネルギ線量を前記皮膚試験区域に提供する前記ステップ中に、光源エネ
ルギ送出に関するパラメータを監視するステップを含む、請求項４５に記載の患者の皮膚
区域に光線療法を提供する方法。
【請求項４８】
　前記治療エネルギ線量がＭＥＤを含む、請求項４５に記載の患者の皮膚区域に光線療法
を提供する方法。
【請求項４９】
　光線療法で人体の標的表面区域を治療する方法であって、
　（ａ）照射機器で治療すべき前記標的表面区域の範囲を画定するステップと、
　（ｂ）放射線源が前記人体の前記画定された標的区域の少なくとも一部を照射しながら
、画定されていない標的区域は照射しないように、放射線治療機器を適用するステップと
、
　（ｃ）前記人体の前記標的表面区域に適用される前記照射線量を監視するステップと、
　（ｄ）指定された線量に到達したら、光線治療をオフに切り換えるステップと、
を含む方法。
【請求項５０】
　人体の標的表面区域を較正する方法であって、
　（ａ）前記人体の前記標的区域に放射線治療機器を適用するステップと、
　（ｂ）前記人体の前記標的表面区域の状態を監視するステップと、
　（ｃ）紅斑が存在するかを評価するステップと、
　（ｄ）前記放射線治療機器の最少紅斑線量を設定するステップと、
を含む方法。
【請求項５１】
　人体の標的表面区域を治療する方法であって、
　（ｅ）人体の標的表面に接触するような構成である基質と、前記人体の前記標的表面区
域に放射線を送出し、前記基板と係合するような構成である第１放射線源と、前記基質に
統合され、前記放射線源によって前記人体の前記標的区域に送出される放射線の継続時間
または量のうち少なくとも１つを制御するような構成である制御装置とを有する放射線治
療機器を適用するステップと、
　（ｆ）前記人体の前記標的表面区域の前記照射を監視するステップと、
を含む方法。
【請求項５２】
　監視する前記ステップが、（ａ）前記標的表面区域の照射を監視するステップと、（ｂ
）前記標的表面区域の状態を監視するステップと、（ｃ）紅斑が存在するかを評価するス
テップと、（ｄ）プログラムした紅斑線量に到達したかを判断するステップとのうち少な
くとも１つを含む、人体の標的表面区域を治療する方法。
【請求項５３】
　治療を必要とする人体の標的区域を治療するキットであって、
　人体の標的表面に接触するような構成である基質と、前記人体の前記標的表面区域に放
射線を送出し、前記基質と係合するような構成である放射線源と、前記放射線源によって
送出される放射線の継続時間または量のうち少なくとも１つを制御するような構成である
制御装置とを有する第１放射線治療機器と、
　人体の標的表面と接触するような構成である基質と、前記人体の前記標的表面区域に放
射線を送出し、前記基質と係合するような構成である放射線源と、前記放射線源によって
送出される放射線の継続時間または量のうち少なくとも１つを制御するような構成である
制御装置とを有する第２放射線治療機器と、
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を備えるキット。
【請求項５４】
　（ａ）約２５０ｎｍと約３２０ｎｍの間のピーク波長で光を発する第１光源と、
　（ｂ）ピーク波長で光を発する第２光源と、患者に適用されて、前記光源からの光が前
記患者の指定された身体表面に到達できるような形態で前記光源を支持する支持構造と、
　（ｃ）安全および治療限界内で前記光源を自動的または半自動的に操作する制御装置と
、
　（ｄ）前記制御装置を通して前記光源に電力を提供する電源と、
を備える光線療法治療装置。
【請求項５５】
　前記第１または第２光源が、最少紅斑線量に関連する光を送出する、請求項５４に記載
の光線療法治療装置。
【請求項５６】
　前記第１または第２光源が、前記制御装置を通してプログラム可能であり、前記制御装
置が、前記第１または第２光源から指定された区域への光送出を制御する、請求項５４に
記載の光線療法治療装置。
【請求項５７】
　前記制御装置が、指定された線量の送出後に前記第１または第２光源をオフに切り換え
る構成である、請求項５６に記載の光線療法治療装置。
【請求項５８】
　前記制御装置が、前記光線療法治療装置によって送出される放射線量を監視する、請求
項５６に記載の光線療法治療装置。
【請求項５９】
　前記光源が光を送出し、前記光が、ＵＶＡ、青色、黄色、白色、および赤外線光で構成
されたグループから選択される、請求項５４に記載の光線療法治療装置。
【請求項６０】
　（ａ）約２５０ｎｍと約３２０ｎｍの間のピーク波長で光を発する光源と、
　（ｂ）患者に外部から適用し、前記光源からの光が前記患者の標的身体表面に到達でき
る形態で前記光源を支持する支持構造と、
　（ｃ）前記光源を操作する制御装置と、前記光源に電力を提供する着用可能な電源と、
を備える光線療法治療装置。
【請求項６１】
　前記光源が、前記最少紅斑線量に関連する線量を送出する、請求項６０に記載の光線療
法治療装置。
【請求項６２】
　前記光源が、指定された区域に光を送出するプログラム可能な光源である、請求項６０
に記載の光線療法治療装置。
【請求項６３】
　前記プログラム可能な光源が、指定された線量の送出後にオフに切り換えるようにされ
た、請求項６２に記載の光線療法治療装置。
【請求項６４】
　前記プログラム可能な光源が前記放射線機器を監視する構成である、請求項６２に記載
の光線療法治療装置。
【請求項６５】
　さらに第２光源を備え、前記第２光源が光を送出し、前記光がＵＶＡ、青色、黄色、白
色、および赤外線光で構成されたグループから選択される、請求項６０に記載の光線療法
治療装置。
【請求項６６】
　前記光源が、強力なパルス状白色光を送出する、請求項６０に記載の光線療法治療装置
。



(7) JP 2008-539808 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

【請求項６７】
　前記光源が、赤外線光との組合せで強力なパルス状白色光を送出する、請求項６０に記
載の光線療法治療装置。
【請求項６８】
　標的身体表面の指定された区域を治療する方法であって、
　（ａ）着用可能な電源、放射線源、および制御装置を含むような構成であり、そのよう
に構成される放射線治療機器を前記標的身体表面に適用するステップと、
　（ｂ）前記標的身体表面の少なくとも一部に治療放射線量を送出するステップと、
　（ｃ）前記放射線送出ステップ中に、治療線量に関連して前記放射線源から前記標的身
体表面の第１部分への放射線出力を制御するステップと、
を含む方法。
【請求項６９】
　前記放射線源がＬＥＤを備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　前記放射線源が、ＵＶＡ、青色、黄色、白色および赤外線光を送出するような構成であ
るＬＥＤで構成されたグループから選択されたＬＥＤを備える、請求項６９に記載の方法
。
【請求項７１】
　前記ＬＥＤが、２５０ｎｍと約３２０ｎｍの間にピーク波長があるＵＶ　ＬＥＤを備え
る、請求項６９に記載の方法。
【請求項７２】
　前記放射線源が、光を送出するような構成であり、そのように構成され、前記光がＵＶ
Ａ、青色、黄色、白色、および赤外線光で構成されたグループから選択される、請求項７
１に記載の方法。
【請求項７３】
　前記標的身体表面の任意の指定区域に送出される前記治療線量が１ｍＪ／ｃｍ２と３Ｊ
／ｃｍ２との間である、請求項７１に記載の方法。
【請求項７４】
　前記治療線量が最少紅斑線量に関連する、請求項６８に記載の方法。
【請求項７５】
　前記放射線出力を制御する前記ステップが、前記放射線の電力を遮断するステップを含
む、請求項６８に記載の方法。
【請求項７６】
　前記放射線出力を制御する前記ステップが、前記放射線源に電力投入するステップを含
む、請求項６８に記載の方法。
【請求項７７】
　前記放射線治療機器が着用可能な品目である、請求項６８に記載の方法。
【請求項７８】
　さらに、放射線を指定区域に適用するために前記放射線機器をプログラムするステップ
を含む、請求項６８に記載の方法。
【請求項７９】
　前記標的身体表面の前記指定区域の任意の部分に送出される前記放射線出力が、２９５
ｎｍと３１５ｎｍｂの間の波長を有する、請求項６８に記載の方法。
【請求項８０】
　前記標的身体表面の前記指定区域に送出される前記放射線出力が、３４０ｎｍｔ４００
ｎｍの間のピーク波長を有する、請求項６８に記載の方法。
【請求項８１】
　前記放射線源が、ＵＶＡ、青色、黄色、白色および赤外線光を送出するような構成であ
るＬＥＤで構成されたグループから選択されたＬＥＤを備える、請求項８０に記載の方法
。
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【請求項８２】
　前記標的身体表面の前記指定区域に送出される前記放射線出力が、約７００ｎｍを超え
る波長を有する、請求項６８に記載の方法。
【請求項８３】
　前記放射線源が、ＵＶＡ、青色、黄色、白色および赤外線光を送出するような構成であ
るＬＥＤで構成されたグループから選択されたＬＥＤを備える、請求項８２に記載の方法
。
【請求項８４】
　さらに、光感作剤を投与するステップを含む、請求項６８に記載の方法。
【請求項８５】
　さらに、指定線量を適用した後に、前記放射線機器をオフに切り換えるようにプログラ
ムするステップを含む、請求項６８に記載の方法。
【請求項８６】
　前記標的身体表面の前記指定区域に送出される前記放射線量が、赤外線光と組み合わせ
た強力なパルス状白色光である、請求項６８に記載の方法。
【請求項８７】
　それぞれがピーク波長で光を発する複数の光源と、患者に適用されて前記光源からの光
が患者の指定された身体表面に到達できるような形態で前記光源を支持する支持構造と、
前記複数の光源のサブセットを不定に起動する制御装置と、を備える光線療法治療装置。
【請求項８８】
　起動された光源の前記サブセットが、治療すべき身体表面に隣接する、請求項８７に記
載の光線療法治療装置。
【請求項８９】
　第１時点に起動された光源の前記サブセットが、第２時点で起動された光源のサブセッ
トとは異なる、請求項８７に記載の光線療法治療装置。
【請求項９０】
　前記光源が、複数のピーク波長で光を発する、請求項８７に記載の光線療法治療装置。
【請求項９１】
　前記複数の光源が、第１ピーク波長で光を送出する第１グループの光源と、第２ピーク
波長で光を送出する第２グループの光源とを備える、請求項８７に記載の光線療法治療装
置。
【請求項９２】
　遮光部分があるコンタクトレンズと、ピーク波長で光を発するような構成である光源を
備える光線療法治療装置と、前記光源からの光が患者の区域に到達できるような形態で前
記光源を支持する光源支持構造と、前記光源に電力を提供する電源と、を備える目に治療
を施すキット。
【請求項９３】
　前記光源が紫外線光を発し、前記遮光部分が紫外線光を遮断する、請求項９２に記載の
キット。
【請求項９４】
　ピーク波長で光を発する第１光源と、患者と接触し、前記光源からの光が前記患者の標
的身体表面区域に到達できるような形態で前記光源を支持する光源支持構造と、治療限界
内で前記光源の自動動作を可能にする制御装置とを備える光線療法治療装置。
【請求項９５】
　さらに、着用可能な電源を備える、請求項９４に記載の治療装置。
【請求項９６】
　さらに、複数の光源を備える、請求項９５に記載の治療装置。
【請求項９７】
　前記光源がＬＥＤである、請求項９６に記載の治療装置。
【請求項９８】
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　前記制御装置が、ソフトウェアプログラムを通して指定領域に治療線量を与える、請求
項９７に記載の治療装置。
【請求項９９】
　前記制御装置が、少なくとも１つの光源への線量を増加させながら、少なくとも１つの
他の光源への線量を減少させながら、特定領域に前記治療線量を与える、請求項９４に記
載の治療装置。
【請求項１００】
　少なくとも１つのＬＥＤが、２５０ｎｍから３２０ｎｍの範囲のピーク波長で光を発す
る、請求項９７に記載の治療装置。
【請求項１０１】
　少なくとも１つのＬＥＤが、３２０ｎｍから４００ｎｍの範囲のピーク波長で光を発す
る、請求項９７に記載の治療装置。
【請求項１０２】
　少なくとも１つのＬＥＤが、４００ｎｍから５００ｎｍの範囲のピーク波長で光を発す
る、請求項９７に記載の治療装置。
【請求項１０３】
　少なくとも１つのＬＥＤが、６００ｎｍから７００ｎｍの範囲のピーク波長で光を発す
る、請求項９７に記載の治療装置。
【請求項１０４】
　少なくとも１つのＬＥＤが、７００ｎｍを超えるピーク波長で光を発する、請求項９７
に記載の治療装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００５年１０月５日に出願され、参照により全体が本明細書に組み込まれ
る２００５年６月１５日出願の米国暫定特許出願第６０／６９０，７９２号に対して３５
ＵＳＣセクション１２０により優先権を主張する第１１／２４４，８１２号の部分継続出
願でもある。
【０００２】
　本出願は、２００５年６月１４日に出願され、これも参照により全体が本明細書に組み
込まれる２００５年３月１４日出願の米国暫定特許出願第６０／６６１，６８８号に対し
て３５ＵＳＣセクション１２０により優先権を主張する第１１／１５２，９４６号の部分
継続出願でもある。
【０００３】
　本発明は、標的の身体表面に放射線を送出する機器および方法に関し、皮膚科治療方法
および装置および眼科的治療方法および装置を含む。本発明は標的身体表面に放射線を送
出するデバイスを製造する方法にも関する。また、本発明は乾癬、アトピー性皮膚炎、接
触性皮膚炎、白斑、脂漏性皮膚炎および皮膚癌などの皮膚、爪、および目の疾患を治療す
る方法および装置を含む。
【背景技術】
【０００４】
　光の治療的使用は、様々な医学的状態の治療に効果的であることが判明している。例え
ば、乾癬および白斑の治療のように、医学的用途に紫外線（「ＵＶ」）光への全身露光が
使用されている。紫外線レーザおよびランプは、損傷および傷跡の治療のために皮膚の比
較的局所的な領域を照明するように設計されてもいる。
【０００５】
　米国の５００万人の成人が乾癬を患っていると推定される。乾癬は５つの種類に分類さ
れる。斑状、滴状、逆性、膿疱性および紅皮症である。乾癬は、手、脚、頭皮などを含む
様々な位置に発生し得る。例えば、最も一般的な形態である斑状乾癬は、銀白色のかさぶ
たで覆われ、隆起した赤い炎症性損傷を特徴とする。これは通常、肘、膝、頭皮および下
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背に見られるが、皮膚の任意の区域で発生し得る。乾癬の滴状形態は、皮膚の小さく赤い
個々の斑点に似ている。滴状損傷は通常、胴体および肢に現れる。これらの斑点は通常、
斑状乾癬の損傷ほど厚くも、堅くもない。
【０００６】
　白斑は、メラニン細胞（皮膚の色素作成細胞）、粘膜および網膜が破壊される色素形成
障害である。その結果、身体の様々な部分に皮膚の白い斑が現れる。世界の人口の１から
２％（４０００から５０００万人）が白斑であり、そのうち２００～５００万人が米国に
いると推定される。
【０００７】
　アトピー性皮膚炎は湿疹と呼ばれることの方が一般的であり、皮膚に影響する慢性（長
期の）疾患である。アトピー性皮膚炎では、皮膚は非常に痒くなる。引っ掻き行動は赤み
、膨張、ひび割れ、「滲出性」透明流体、および最後には瘡蓋形成およびスケーリングを
引き起こす。６５歳未満のアメリカ人５００万人がアトピー性皮膚炎を有すると推定され
る。脂漏性皮膚炎は、主に頭皮および顔面で発生する脂性かさぶた、堅く黄色い斑、およ
び痒みを特徴とする。接触性皮膚炎は、アレルギ性または非アレルギ性の性質の疾患であ
るが、ほとんど常に免疫を仲介にし、米国だけで数百万人を襲っている。これは職業病の
主要な原因であると考えられ、数十万ドルの健康管理費になる。
【０００８】
　毎年、１００万人以上が皮膚癌と診断され、アメリカ人５人に１人が一生のうちに１回
皮膚癌になると推定される。皮膚癌は、黒色腫、基底細胞癌、扁平上皮癌、および光線性
角化症に分類される。黒色腫は、最も重篤な形態の皮膚癌であるが、早期に治療すれば治
癒することができる。基底細胞癌は最も一般的なタイプの皮膚癌である。皮膚癌は、特に
放射線治療によって治療することができる。
【０００９】
　光および／または紫外線を送出する様々な機器が知られている。例えば、Kemenyその他
に帰されるPhototherapeutical Apparatusと題したＰＣＴ出願第ＷＯ０３／０１３６５３
号（Kemenyその他に帰されるPhototherapeutical Method and System for the Treatment
 of Inflammatory and Hyperproliferative Disorders of the Nasal Mucosaと題した米
国特許公報第ＵＳ２００４／００３０３６８号も参照；Fisetに帰されるSkin Tanning an
d Light Therapy Incorporating Light Emitting Diodesと題した第ＷＯ２００５／００
０３８９号（Lanoueに帰されるHyperspectral Imaging Workstation Having Visible/Nea
r-Infrared and Ultraviolet Image Sensorsと題した米国特許公報第２００４／０２３２
３３９号も参照）である。Russellに帰されるFlexible Illuminators for Phototherapy
と題した米国特許第６，２９０，７１３号、Weckworthに帰されるMethod and Apparatus 
for the Repigmentation of Human Skinと題された米国特許公報第２００４／０１７６８
２４号、Eckhardtその他に帰されるMethod and Apparatus for Sterilizing or Disinfec
ting A Region Through a Bandateと題した米国特許第６，７３０，１１３号、Chenその
他に帰されるConformal Patch for Administering Light Therapy to Subcutaneous Tumo
rsと題した米国特許第６，０９６，０６６号、およびWhitehurstに帰されるTherapeutic 
Light Source and Methodと題した米国特許第６，６４５、２３０号。包帯または包帯剤
を提供する様々な機器も知られている。例えばPlantingaその他に帰されるDressingと題
した米国特許第２，９９２，６４４号、Yeremianに帰されるStabilized Non-Adherent Dr
essingと題した第３，４１６，５２５号、Glattに帰されるBandage Constructionと題し
た第３，９２７，６６９号、Cowdenに帰されるWound Protective Deviceと題した第４，
１２６，１３０号、McKnightその他に帰されるWound Dressingと題した第４，５６１，４
３５号、Safersteinその他に帰されるHemostatic Adhesive Bandageと題した第４，６１
６，６４４号、Lengyelその他に帰されるBlister Bandageと題した第４，６７１，２６６
号、Jensenに帰されるBandageと題した第４，９０１，７１４号、Porilliに帰されるMult
i-Function Wound Protection Bandage and Medicant Delivery System with Simultaneo
us Variable Oxygenerationと題した第５，３３６，２０９号、Baranitskyに帰されるAdh
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esive Bandageと題した第５，９５４，６７９号、Beallに帰されるProtective Non Occlu
sive Wound Shieldと題した第６，３４３，６０４Ｂ１号、Levinに帰されるProtective B
andages Including Force-Transmission-Impeding Members Thereofと題した第６，３８
４，２９４Ｂ１号、およびMashikoその他に帰されるAdhesive Film for Adhesive Bandag
e Using Said Adhesive Filmと題した米国特許出願公開第２００１／００２８９４３Ａ１
号、Carlsonに帰されるSelf-Adhering Friction Reducing Liner and Method of Useと題
した米国特許出願公開第２００２／０１２８５８０Ａ１号、Augustineその他に帰されるT
reatment Apparatus with a Heater Adhesively Joined to the Bandageと題した米国特
許出願公開第２００２／０１８３８１３Ａ１号、Levinに帰されるBandage Including Per
forated Gelと題した米国特許出願公開第２００３／０１９９８００Ａ１号、McGowanその
他に帰されるWound Dressing Impervious to Chemical and Biological Agentsと題した
米国特許出願公開第２００３／０１６３０７４Ａ１号、Margiottaに帰されるTopical Ane
sthetic-Antiseptic Patchと題した米国特許出願公開第２００３／０１４３２６４Ａ１号
、Haddockその他に帰されるTextured Breathable Films and Their Use as Backing Mate
rial for Bandagesと題した米国特許出願公開第２００４／００８７８８４Ａ１号、Ceaに
帰されるHypoallergenic Bandageと題した米国特許出願公開第２００４／００４９１４４
Ａ１号、Grosethその他に帰されるPhotodynamic Therapy Lampと題した米国特許出願公開
第２００４／０２６０３６５号、およびWrightその他に帰されるAdhesive Bandage for P
rotection of Skin Surfaceと題した米国特許出願公開第２００５／００１０１５４Ａ１
号を含む。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、身体の標的部分を照射するような構成である複数の光源および／または放射
線源を有する光力学的または放射線治療装置に関する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の実施形態は、約３００ｎｍと約３２０ｎｍの間のピーク波長で発光するような
構成である複数の光源と、患者が着用し、光源からの光が患者の皮膚区域に到達できるよ
うにする方法で光源を支持するような構成である光源支持構造と、光源を操作するような
構成である制御装置と、光源に電力を提供するような構成である電源とを備える光力学的
治療装置を含む。制御装置は、自動的または半自動的に光源の動作を制御するように構成
することができる。
【００１２】
　本発明の実施形態は、標的範囲の１つまたは複数のピーク波長で発光するような構成で
あり、そのように構成される１つまたは複数の光源と、患者が着用し、光源からの光が患
者の標的身体表面に到達できるようにする方法で光源を支持するような構成であり、その
ように構成される光源送出構造と、光源を操作するような構成である制御装置と、光源に
電力を提供するような構成である電源とを備える光力学的治療装置を含む。
【００１３】
　本発明の別の実施形態は、人体の標的表面に接触するような構成である基質と、人体の
標的表面区域に放射線を送出し、基質と係合するような構成である第１放射線源と、基質
と一体化され、放射線源によって送出される放射線の継続時間または量のうち少なくとも
一方を制御するような構成である制御装置とを備え、標的の身体表面に放射線治療を施す
ような構成である放射線治療機器を含む。
【００１４】
　放射線アプリケータは、基質（例えば標的身体表面に対して放射線を提示するために放
射線源が配置された織物細片などの層）に結合された１つまたは複数の放射線源を含んで
よい。１つの実施形態では、制御装置および電源も基質に結合される。別の実施形態では
、制御装置および電源のサイズは、放射線アプリケータが携帯可能で、例えば患者の手で
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保持せずに快適に着用されるようなサイズである。実施形態では、放射線アプリケータは
独立式であり、動作するために外部の非携帯式機器に取り付ける必要がない。
【００１５】
　さらに別の実施形態では、（放射線源を支持する）基質は可撓性である。実施形態では
、放射線アプリケータは包帯のように着用し、放射線源は基質（例えばBandaid（登録商
標）タイプの包帯のガーゼパッドに類似した構造）全体より小さい基質の領域内および／
または上に配置される。さらに、基質は、放射線アプリケータを標的身体表面に快適に保
持するために接着区間を含むことができる。さらに別の実施形態では、放射線源を含む領
域のサイズは、治療される典型的な障害の予想されるサイズに基づくが、対照的に基質全
体のサイズは、放射線アプリケータが治療される身体にしっかり取り付けられることを保
証するのに十分なほど大きい最小サイズに基づく。
【００１６】
　さらに他の実施形態では、放射線源のいずれも、任意のある時にオンである放射線源の
数が、基質上に存在する放射線源の全数より少ないようにオンおよびオフに切り換えるこ
とができる。実施形態では、使用されるデューティサイクルおよび任意のある時にオンで
ある放射線源の数は、電源の電力容量に基づく。実施形態では、デューティサイクルおよ
びオンである放射線源の数は、放射線源の冷却要件、指定された治療および／または患者
が快適であると分かることが予想される温度範囲に基づく。別の実施形態では、所望の動
作シーケンスを提供するために患者または医師のプログラム通りに、放射線源の幾つかが
全くオンに切り換えられない。というのは、例えば身体の治療が必要な区域が、放射線源
の区域より小さいからである。放射線アプリケータは、特定の身体および／または患者へ
の放射線量を較正するか、基質に沿って放射線強度を変更する較正モードも有することが
できる。
【００１７】
　本発明のさらに別の実施形態では、複数の光源を皮膚区域に取り付けることと、患者が
着用する電源から光源に電力を提供することと、約３００ｎｍと約３２０ｎｍの間にピー
ク波長を有する光を１つまたは複数の光源から皮膚区域へと提供することとを含む、患者
の皮膚区域に光治療を施す方法が提供される。方法の実施形態は、患者の皮膚区域に光治
療を提供することを含むことができ、光を提供するステップは、約３０８ｎｍと約３１２
ｎｍの間にピーク波長を有する光を１つまたは複数の光源から皮膚区域に提供することを
含む。方法の他の実施形態では、１つまたは複数の光源の第１および第２セットから患者
の皮膚区域へと光治療が提供され、光を提供するステップは、第２セットの光源からでは
なく、第１セットの光源から光を提供することと、第１セットからではなく、第２セット
の光源から光を提供することとを含む。追加の方法は、第１セットの光源から光を提供す
ることを含むことができ、これは約１００ｍＪ／ｃｍ２と約６００ｍＪ／ｃｍ２の間のエ
ネルギ線量を第１セットの光源から供給することを含む。これらの方法を実行する間に、
光を提供する継続時間を監視することもできる。また、光源を較正して、治療エネルギ線
量を提供することができる。
【００１８】
　本発明のさらに別の実施形態では、放射線治療機器を人体の標的区域に適用することと
、人体の標的表面区域の照射を監視することと、紅斑が存在するかを評価することと、放
射線治療機器の最小紅斑線量を設定することとを含む、人体の標的表面区域を較正する方
法が提供される。
【００１９】
　本発明のさらに別の実施形態では、放射線治療機器を人体の標的区域に適用することと
、人体の標的表面区域の状態を監視することと、紅斑が存在するかを評価することと、放
射線治療機器の最小紅斑線量を設定することとを含む、人体の標的表面区域を較正する方
法が提供される。
【００２０】
　本発明のさらに別の実施形態では、放射線治療機器を人体の標的区域に適用することと
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、人体の標的表面区域の照射を監視することとを含む、人体の標的表面区域を治療する方
法が提供される。
【００２１】
　治療を必要とする人体の標的区域を治療するキットも提供される。キットは、人体の標
的表面に接触するような構成である基質、人体の標的表面区域に放射線を送出し、基質と
係合するような構成である放射線源、および放射線源によって送出される放射線の継続時
間または量のうち少なくとも一方を制御するような構成である制御装置を有する第１放射
線治療機器と、人体の標的表面と接触するような構成である基質、人体の標的表面区域に
放射線を送出し、基質と係合するような構成である放射線源、および放射線源によって送
出される放射線の継続時間または量のうち少なくとも一方を制御するような構成である制
御装置を有する第２放射線治療機器とを備える。
【００２２】
　本発明の実施形態は、約２５０ｎｍと約３２０ｎｍの間の第１ピーク波長の光を発する
ような構成である第１光源と、第１ピーク波長と同じ、またはそれと異なる第２ピーク波
長で光を発するような構成である第２光源と、患者に適用され、光源からの光が患者の指
定された身体表面に到達できるようにする方法で光源を支持するような構成である光源支
持構造と、安全および治療限界内で自動的または半自動的に光源を操作するような構成で
ある制御装置と、制御装置を通して光源に電力を提供するような構成である電源とを備え
る光線療法治療装置を含む。幾つかの実施形態では、本発明は、最小紅斑線量を送出する
ような構成である光源を含む。他の実施形態では、装置は、指定された区域に光を送出し
、指定された線量を送出した後にオフに切り換わり、かつ／または放射線機器を監視する
ような構成であり、そのように構成されるプログラム可能な光源を提供するような構成で
ある。さらに他の実施形態では、光源は光を送出するような構成であり、そのように構成
され、光はＵＶＡ、青色、黄色、白色、および赤外線で構成されたグループから選択され
る。さらに他の実施形態では、光源は、強力なパルス状白色光を送出するような構成であ
り、そのように構成される。また、光源は、赤外線光または任意の他の望ましい光の組合
せとの組合せで強力なパルス状白色光を送出するような構成であり、そのように構成する
ことができる。
【００２３】
　本発明の別の実施形態は、約２５０ｎｍと約３２０ｎｍの間のピーク波長で光を発する
ような構成である光源と、患者の体外に適用し、光源からの光が患者の標的身体表面に到
達できるようにする方法で光源を支持するような構成である光源支持構造と、光源を操作
するような構成である制御装置と、光源に電力を提供するような構成である着用可能な電
源とを備える光線療法治療装置を含む。幾つかの実施形態では、本発明は、最小紅斑線量
を提供するような構成である光源を含む。他の実施形態では、機器は、指定された区域に
光を送出し、指定された線量を送出した後にオフに切り換わり、かつ／または放射線機器
を監視するような構成であり、そのように構成されるプログラム可能な光源を提供するよ
うな構成である。さらに他の実施形態では、光源は光を送出するような構成であり、その
ように構成され、光はＵＶＡ、青色、黄色、白色、および赤外線で構成されたグループか
ら選択される。さらに他の実施形態では、光源は、強力なパルス状白色光を送出するよう
な構成であり、そのように構成される。また、光源は、赤外線光または任意の他の望まし
い光の組合せとの組合せで強力なパルス状白色光を送出するような構成であり、そのよう
に構成することができる。また、光源は、赤外線光と組み合わせた強力なパルス状白色光
を送出するような構成であり、そのように構成することができる。
【００２４】
　本発明のさらに別の実施形態は、約２５５ｎｍと約３２０ｎｍの間のピーク波長で光を
発するような構成である光源と、患者の体外に適用し、光源からの光が患者の標的身体表
面に到達できるようにする方法で光源を支持するような構成である光源支持構造と、光源
を操作するような構成である制御装置と、光源に電力を提供するような構成である電源と
を備える光線療法治療装置を含む。
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【００２５】
　本発明の１つの実施形態による方法は、着用可能な電源、放射線源および制御装置を含
むような構成であり、そのように構成される放射線療法機器を標的身体表面に適用するス
テップと、放射線を放射線源から標的身体表面の第１部分に送出するステップと、放射線
を送出するステップ中に、治療線量に関して放射線源から標的身体表面の第１部分への放
射線出力を制御するステップとを含む標的身体表面の治療を含む。方法は、ＬＥＤ、また
はＵＶ　ＬＥＤなどの適切な放射線源を使用して実行することができる。幾つかの実施形
態では、方法は、治療線量を最小紅斑線量に関連させることによって実行される。また、
放射線量を制御するステップは、放射線量をオフに切り換える、かつ／または放射線量を
オンに切り換えることを含むことができる。放射線治療機器は、放射線または光を標的身
体表面に適用するような構成であり、そのように構成される着用可能な品目または任意の
機器でよい。さらに、放射線を送出するステップは、定時放射線量を送出することを含む
ことができる。放射線量は、１００ｍＪ／ｃｍ２と３Ｊ／ｃｍ２の間で標的身体表面の任
意の部分に送出することができる。場合によっては、２９５ｎｍと３１５ｎｍの間の波長
で標的身体表面の部分に放射線量を送出することが望ましい。他の実施形態では、標的身
体表面の任意の部分に送出される放射線量は、２９５ｎｍと３１５ｎｍの間の第１波長、
および３４０ｎｍと４００ｎｍの間の第２波長を有する。さらに他の実施形態では、標的
身体表面の任意の部分に送出される放射線量は、約７００ｎｍより大きい波長を有する。
方法は、光感作剤を投与するステップを含むこともできる。また、方法は、放射線を指定
された区域に適用するために放射線機器をプログラムするステップを含むことができる。
幾つかの実施形態では、方法はさらに、指定された線量を適用した後に、オフに切り換え
るように放射線機器をプログラムするステップを含むことができる。さらに、放射線機器
を監視するステップを、所望に応じて方法に含めることができる。標的身体表面の任意の
部分に送出される放射線量は、赤外線、強力なパルス状光、白色光およびその組合せから
選択することができる。方法のいずれかに適切な放射線源は、例えばＵＶＡ、青色、黄色
、白色および赤外線光を送出するように構成された放射線源を含む。方法は、所望に応じ
て複数の光、パルス状光を送出することを含むこともできる。さらに、機器は、機器のサ
ブセットから光を送出するようにプログラムする、例えば治療すべき指定区域に対応する
機器の区域を形成することができる。
【００２６】
　本発明の別の実施形態は、着用可能な電源、放射線源、および制御装置を含むような構
成であり、そのように構成される放射線治療機器を標的身体表面に適用するステップと、
放射線を放射線源から標的身体表面の第１部分に送出するステップと、放射線を送出する
ステップ中に、治療線量に関連して放射線源から標的身体表面の第１部分への放射線出力
を制御するステップと、標的身体表面の第１部分への放射線量を減少させるステップと、
標的身体表面の第２部分への放射線量を増加させるステップとを含む標的身体表面治療方
法を含む。方法の実施形態によると、放射線源はＬＥＤでよい。適切なＬＥＤは、例えば
ＵＶＡ、青色、黄色、白色および赤外線光を送出するように構成することができる。２５
０ｎｍと３２０ｎｍの間でピーク波長を送出するＵＶ　ＬＥＤも適切である。この方法を
実行する場合、最小紅斑線量は、治療線量に関連するか、相関することができる。さらに
、機器は、提供される放射線量を変更するために、放射線源を減少させるかオフに切り換
える、または放射線源を増加させるかオンに切り換えるような構成にすることができる。
機器は、放射線または光を標的身体表面に適用するような構成であり、そのように構成さ
れた着用可能な品目または任意の機器でよい。方法の幾つかの実施形態では、標的身体表
面の任意の部分に送出される放射線量は１ｍＪ／ｃｍ２と３Ｊ／ｃｍ２の間である。他の
実施形態では、標的身体表面の任意の部分に送出される放射線出力は、２９５ｎｍと３１
５ｎｍの間、３４０ｎｍと４００ｎｍの間、または約７００ｎｍより大きい波長を有する
。幾つかの実施形態では、光感作剤を投与することが望ましい。他の実施形態では、放射
線機器は、指定された区域に放射線を適用するか、指定された線量を適用した後に、オフ
に切り換えるようにプログラムされる。他の実施形態では、放射線機器を監視する。さら
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に他の実施形態では、標的身体表面の任意の部分に送出される放射線量は赤外線光、パル
ス状白色光、白色光または任意の他の適切な光である。また幾つかの実施形態では、送出
される光は、赤外線光と組み合わせた白色光など、光の組合せでよい。
【００２７】
　光線療法治療機器は、ピーク波長で光を発するような構成である複数の光源と、患者に
適用されるような構成であり、さらに光源からの光が患者の指定された身体表面に到達で
きるようにする方法で光源を支持するような構成である支持構造と、複数の光源のサブセ
ットを可変的に作動させるような構成である制御装置とを備える。
【００２８】
　本発明のさらに別の実施形態では、目を治療するキットが提供される。キットは、遮光
部分があるコンタクトレンズと、ピーク波長で光を発するような構成である光源を備える
光線療法治療機器と、光源からの光が患者の区域に到達できるようにする方法で光源を支
持するような構成である光源支持構造と、光源に電力を提供するような構成である電源と
を備える。キット内に設けた光源は、紫外線光を発するような構成であり、そのように構
成することができ、ブロック部分は紫外線光を遮断する。
【００２９】
　本明細書で言及した全ての公報、特許および特許出願は、個々の各公報、特許または特
許出願が参照により限定的かつ個々に示されるのと同じ程度まで、参照により本明細書に
組み込まれる。
【００３０】
　本発明の新規の特徴は添付の特許請求の範囲で詳細に述べられる。本発明の原理を使用
する例示的実施形態について述べる以下の詳細な説明、および添付図面を参照することに
より、本発明の特徴および利点がさらによく理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　医学的治療のために身体の標的部分の照射に使用される放射線アプリケータを開示する
。実施形態では、放射線アプリケータによって送出される放射線は、紫外線光である。他
の実施形態では、放射線アプリケータによって他の形態の放射線を送出することができる
。
【００３２】
　図１は、身体の標的表面を放射線で治療する放射線アプリケータ１００を示す。当業者
には認識されるように、身体の標的表面は、放射線アプリケータが適用される身体表面の
部分を含む。標的身体表面の少なくとも一部は、損傷などの放射線療法が適用される区域
を含む。放射線療法が適用される標的身体表面の部分を、治療表面区域または指定表面区
域と呼ぶことができる。当業者にさらに認識されるように、治療表面区域は、標的身体表
面を備える区域のサイズおよび形状と一致するか、一致しないサイズおよび形状でよい。
したがって、治療または指定表面区域のサイズおよび形状は両方とも、標的身体表面のサ
イズおよび形状と同じ、または実質的に同じでよい。あるいは、治療または指定表面区域
のサイズおよび形状は、本発明の範囲から逸脱することなく、標的身体表面より小さいか
、大きくてもよい。
【００３３】
　放射線アプリケータ１００は、少なくとも第１側および第２側、または上側および底側
を有し、一方側が標的身体表面に適用され、他方側は通常、適用されない。標的表面は通
常、放射線を与えることが望ましい皮膚などの露出部分または表面である。放射線アプリ
ケータ１００は、各々が少なくとも第１側および第２側を有する１つまたは複数の放射線
源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）、およびこれも第１側および第２側を有し、その
上に電極を形成するか作成する層または材料の形態でよい基質１０４を含んでよい。好ま
しい実施形態では、複数の放射線源１０２を設ける。放射線源とは、放射線の実際の源を
指し、放射線源を基質および他の放射線源とは別個に操作できるようにするエネルギ源を
伴う構造的要素を含むことができる。例えば（以下で検討するように）放射線源が光源で
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ある場合、放射線源１０２はヘッダ、電極、反射形体、集束形体、自身上に回路および／
または熱伝達形体を含むマウント、およびサブマウントを含んでよい。さらなる実施形態
では、放射線アプリケータ１００は、（図３に図示されたような）基質１０４の表面積よ
り小さい表面積を有する領域１０６を有する。当業者には認識されるように、放射線アプ
リケータ１００は、図１に図示した構成要素を全部有する必要はない、かつ／または図１
に図示された構成要素に加えて、またはその代わりに他の構成要素を含んでよい。例示の
ために、放射線アプリケータ１００の幾何学的輪郭は、長方形の輪郭（例えば長さが幅よ
り大きい）を有するように図示されている。当業者には認識されるように、本発明の範囲
から逸脱することなく、幾何学的または非幾何学的（例えばランダム）な他の輪郭を使用
することができる。アプリケータ１００の様々な層および要素は、それぞれが隣接する層
および／または要素と表面同士で接触するように構成することができる。
【００３４】
　放射線源１０２は、皮膚の露出表面のような身体の標的部分に照射することによって障
害、病気または疾患を治療するために使用されるＵＶ光、白色光および／または赤外線光
などの様々なタイプの放射線のいずれも生成することができる。乾癬、接触性皮膚炎、ア
トピー性皮膚炎、白斑、脂漏性皮膚炎、座瘡、セルライト、望ましくない体毛、望ましく
ない血管、および皮膚癌などの様々な皮膚状態を、以上で検討したように様々な波長の光
で治療することができる。例えば乾癬を治療する場合、放射線源１０２は１つまたは複数
のピークに２９５～３２０ｎｍ、３００～３０５ｎｍ、３０８～３１５ｎｍ、またはその
波長の組合せを含むＵＶＢ範囲の波長を有する光を発することができる。ソラレン（ＰＵ
ＶＡ）で乾癬を治療する場合は、ＵＶＡ範囲の光を発する放射線源を使用することが望ま
しい。例えば３２０ｎｍと３４０ｎｍの間、３４１ｎｍと３６０ｎｍの間および／または
３６１ｎｍと３９０ｎｍの間である。また、任意の波長の組合せを有する任意の数の放射
線源１０２があってよい。
【００３５】
　複数のタイプの放射線を送出することができる放射線源を提供することが望ましい。例
えば、アトピー性皮膚炎は、例えばＵＶＢ波長とＵＶＡ波長の組合せなどを使用する機器
で治療することができる。したがって、代替的に基質１０４内に、第１放射線タイプまた
は波長を送出可能な放射線源１０２を、第１放射線タイプまたは波長とは異なる第２また
は後続の放射線タイプまたは波長を送出可能な放射線源１０２と組み合わせて設けること
が望ましいことがある。当業者には認識されるように、本発明の範囲から逸脱することな
く、追加の波長または放射線源を含めることができ、したがって本発明は２つの放射線タ
イプの送出に制限されない。
【００３６】
　感染性障害も放射線源で治療することができる。例えば、感染性障害を治療する場合、
２５４～２７０ｎｍまたは２７０～２９５ｎｍの範囲の波長を有するものを含め、比較的
短い波長が有利であることが判明した。認識されるように、様々な放射線源１０２（例え
ば１０２ａ～１０２ｎ）の間の様々な点線は、必要に応じて、または所望に応じて点線の
領域と点線間の領域とに広がる位置に任意の数の放射線源があってもよいことを示す。
【００３７】
　別の実施形態では、放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）は、例えば白色光（
５００～７５０ｎｍ）、赤外線光、マイクロ波、無線周波放射線および／または他の電磁
波長、またはその組合せを生成する。熱は（赤外線光を介して）、捻挫および筋肉損傷の
治癒を促進することがあり、追加的に、実際に治癒しなくても健康の感覚を生成すること
ができる。赤外線波長は７８０ｎｍから１０ミクロンの波長を含む。赤外線光を使用して
、身体上で開いた表面の傷の治癒を補助するか、身体表面への血流を増加させることもで
きる。幾つかの実施形態では、光線療法または光力学的治療の効力を改善するために、赤
外線光を使用して、身体表面への局所的血流を増加させることができる。幾つかの実施形
態では、赤外線光は、永久的または半永久的な脱毛をもたらす毛嚢の破壊に使用すること
ができ、セルライトも赤外線波長で治療することができる。可視範囲中央（例えば約５０
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０～６５０ｎｍ）の光の他の波長を使用して、座瘡、しわ、または他の望ましくない斑点
を治療することができ、白色光波長も光若返りおよび／またはセルライト除去に使用する
ことができる。光の幾つかの波長（例えば４５０～４６０ｎｍの波長を有する）は、乳児
のビリルビンカウントの低下など、様々な障害の治療に効果的である。１つの実施形態で
は、身体表面の障害の治療に放射線源１０２を使用する。別の実施形態では、放射線源１
０２は、身体の表面下に貫通する形態の放射線（例えば光の波長）を発し、身体の表面下
の障害の治療に放射線源１０２を使用する。幾つかの実施形態では、幾つかの放射線源が
、他の放射線源１０２とは異なるレベルまで貫通する形態の放射線を発する。幾つかの実
施形態では、放射線源１０２で光力学的治療を開始する。光感作剤によってほぼ全ての波
長を適用することができる。例えば、光感作剤を皮膚の障害に適用し、次に例えば機器を
皮膚に近づけるか、接触させることによって、または機器を皮膚に置くことによって、放
射線機器を長期間にわたって障害に適用することができ、時間は、損傷を治療するために
必要な放射線量にとって十分である。機器が携帯性である場合、患者は医師のオフィスで
待つ必要がなく、医師は冗長な治療を手作業で施すのに貴重な時間を費やす必要がない。
光力学的治療は、携帯性光源（例えば機器１００）および全身に投与するか、損傷に注入
するか、損傷のすぐ近傍に配置する（例えばクリーム）ことができる光感作剤を含むこと
ができる。例えば、光感作剤を適用し、次に放射線アプリケータを、光感作剤を活性化す
るだけの時間にわたって区域に適用することができる。また、放射線機器は、貯蔵所から
、または機器自体の内容から光感作剤を放出する。例えば、レブリンは、光若返り治療で
黄色い光との組合せで使用される光感作剤である。
【００３８】
　１つの実施形態では、全部の放射線源１０２が作動時に放射線の同じピーク波長および
／またはスペクトルを生成する。別の実施形態では、様々な放射線源１０２が様々なスペ
クトルの放射線を生成する、かつ／または様々なピーク波長を有する。実施形態では、放
射線源１０２が全て同じであるか、幾つかが他と異なるかにかかわらず、生成される放射
線のスペクトルは、治療中の障害のタイプに従って光の波長または波長の組合せを調節で
きるように、調節することができる。光学分散剤を使用する幾つかの実施形態では、複数
の放射線源を組み合わせて、所定のスペクトル出力にすることができる。これらの実施形
態では、１つまたは複数の放射線源を様々な時間にオンまたはオフに切り換えることによ
って、スペクトルを調整することができる。
【００３９】
　放射線源１０２は電源を必要とする。電源を含む実施形態について、例えば図３、図５
Ｃおよび図６Ａに関連して検討する。電源は、携帯式（例えば着用可能であるか、機器に
統合可能など）であるか、非携帯式（例えばテーブルトップ式、壁のコンセント、または
他の方法でコードを介して機器に接続するなど）でよい。あるいは、電源を必要としない
放射線源１０２もある。例えば、放射線源１０２は蛍光または化学ルミネセンスを介して
光を生成することができる。別の実施形態では、放射線源１０２は太陽電池によって電力
供給することができる。あるいは、放射線源１０２は、アルファ、ベータおよび／または
ガンマ粒子を放出する放射性材料を含んでよい。例えば、放射線源１０２は特定タイプの
癌の治療に有用なＰ－３２、Ｉｎ－１１１、放射性同位体、セシウム１３７および／また
は別の放射性材料の円盤でよい。追加の放射線源は、マイクロ波放出体、電磁放出体、お
よび無線周波放出体を含むことができる。
【００４０】
　基質１０４は多くの形態をとることができる。基質１０４は、布地の細片でよい材料片
などの任意の適切な材料でよい。基質１０４は例えば中実、メッシュまたはネットでよい
。基質１０４は、肢に巻き付けるか、別の身体部分に配置することができる可撓性材料で
よい。１つの実施形態では、基質１０４は包帯である。例えば、基質１０４は、標的身体
表面に接触する表面などの基質の一表面の少なくとも一部に接着層を有してよい。あるい
は、基質１０４は接着層を有さない。別の実施形態では、基質１０４は、靴下、手袋、セ
ーター、スキーマスク、ヘッドバンド、アームバンド、レッグバンドなどの衣類品目でよ
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い。幾つかの実施形態では、基質１０４は患者適合性である。基質１０４が患者適合性で
ない場合は、基質をさらに患者適合性材料で覆うことができる。当業者には認識されるよ
うに、基質１０４は、放射線治療を身体表面に施すような構成であり、そのように構成さ
れた任意の材料、表面または機器でよい。
【００４１】
　別の実施形態では、基質１０４は可撓性ではなく、剛性であり、包帯に取り付けるか、
包帯内で巻き付けることによって、治療中の身体の部分に保持される。基質１０４が剛性
か可撓性にかかわらず、ストッキング、手袋または周辺衣類などの別個の基質を使用して
、基質１０４を身体の標的部分に保持することができる。
【００４２】
　基質１０４は不透明、透明、半透明、反射性であるか、光散乱材料で作成することがで
きる。放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）は、基質１０４上に配置することが
できる。例えば放射線源１０２は、基質１０４の表面に取り付ける、かつ／または基質１
０４内に一体形成する（例えば完全な、一体化した放射線アプリケータ１００を提供する
ために基質内に埋め込むか、形成する）ことができる。あるいは、放射線源の一部分を、
材料の外側（例えば損傷または標的身体表面に面していない材料の側）に取り付けること
ができ、放射線源の他方側（例えば発光側）を基質の内側（例えば損傷に面する材料の側
）に取り付ける。この実施形態では、放射線源のハウジングが基質１０４を横断し、損傷
がある身体の領域に面していない基質１０４の表面に沿って、電力が供給される。基質１
０４は、身体への放射線アプリケータ１００の確実な取り付けを容易にするサイズおよび
／または形状でよい。実施形態では、放射線アプリケータ１００は、外部接続機構なしに
患者が着用することができる。実施形態では、放射線アプリケータ１００は独立式でよい
。独立式および／または（例えば接着性包帯の形態の）外部接続機構なしで着用可能な放
射線アプリケータ１００を作成すると、放射線アプリケータ１００を携帯式にすることが
容易になる。他の仕事を実行している間、または睡眠中に他の衣類の下で患者が着用でき
る携帯式アプリケータは、例えば患者の生活の質およびコンプライアンスに関して、多く
の利点を有することができる。
【００４３】
　領域１０６は、放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）が配置された基質１０４
の領域である。領域１０６は、基質１０４の表面積より小さい表面積を有することができ
る。基質領域１０６は、特定タイプの障害（損傷など）の典型的発生から影響を受ける（
身体の）全ての部分、または有意の部分を覆うことが予想されるサイズおよび／または形
状でよい。あるいは、領域１０６は、特定タイプの障害の典型的発生から影響を受ける身
体の部分より小さいと予想されるサイズおよび／または形状でよい。１つの実施形態では
、基質領域１０６は、放射線源１０２の位置によってのみ画定されるが、それ以外は基質
１０４の残りの部分と構造的に同一である。別の実施形態では、領域１０６は、領域１０
６を基質１０４の残りの部分から区別する１つまたは複数の構造的特徴を有してよい。１
つの実施例では、基質１０４は形状が長方形であり、任意選択で丸まった隅部を有し、領
域１０６は、基質１０４のほぼ全幅に延在する基質１０４の中心部分に配置されるが、基
質１０４の長さの１／３未満または１／４未満しか延在しない。この実施例のさらなる実
施形態では、基質１０４は可撓性であり、治療中の身体に接着するために領域１０６の外
側の部分１０８に接着剤を有するが、領域１０６の内側には接着剤がない。領域１０６は
Bandaid（登録商標）タイプの包帯のガーゼパッドと同様の構造でよい。この実施例では
、領域１０６および基質１０４は、切り傷または擦り傷を覆うために包帯のガーゼパッド
領域と同様のサイズである。例えば、領域１０６はガーゼパッドを含んでよく、放射線源
１０２、制御装置３０２（以下で検討）および／または電源３０４（以下で検討）のうち
任意の１つ、その組合せ、またはその全てをガーゼパッドの上に配置する、その背後に配
置する、かつ／またはその中に埋め込むことができる。
【００４４】
　当業者には認識されるように、制御装置は放射線の送出を自動的に（つまり使用者が介
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入せず）または半自動的に（最小限または限られた使用者の介入がある状態で）制御する
ような構成であり、そのように構成することができる。制御装置は、送出される放射線の
量、放射線が送出される時間および送出される放射線のタイプを制御するような構成であ
り、そのように構成することができる。さらに、制御装置は、例えば送出される放射線の
タイプおよび／または量を変更または変化させることによって、治療法を提供するような
構成であり、そのように構成することができる。制御装置は、本明細書の教示に基づいて
認識されるように、フィードバックに応答して施される治療法を動的に制御するような構
成でもあり得る。
【００４５】
　基質領域１０６は、基質１０４の残りの部分には存在しない放射線源１０２に対する保
護層を含んでよい。領域１０６内では、基質１０４は冷却を促進するか、放射線源１０２
のスペクトル出力を調整する構造的形体などの追加的要素または形体を有してよく、例え
ば基質１０４は、ＵＶ光の場合のアルミのように、付着した反射層を含むことができる。
あるいは、基質１０４は、熱伝達を促進するために表面積を増加させる表面形体を含む。
他の要素および形体は、アプリケータの少なくとも一部で放射線アプリケータ１００の全
部または一部を貫通する孔（図示せず）を選択的に提供することを含むが、それに制限さ
れない。さらに別の実施形態では、領域１０６は、放射線源１０２を支持する着脱式材料
の部片でよい。着脱式基質領域１０６があることにより、各セットが異なる障害または障
害のセットを治療するように設計された複数の異なるセットの放射線源１０２で、同じ基
質１０４を使用することができる。別の実施形態では、材料が領域１０６を覆う。この材
料は、放射線源１０２からの放射線に対して透明である使い捨て材料で、治療後に廃棄さ
れ、これによって機器の汚れを懸念せずに、領域１０６内の機器を再使用することができ
る。別の実施形態では、基質領域１０６がなくてよく、放射線源１０２が基質１０４全体
に一様に分布してよい。
【００４６】
　図２Ａは、治療中の身体２００の一部の例、例えば皮膚層などの人体の標的部分を示す
。身体部分２００の治療中に、放射線アプリケータ１００を身体部分２００の損傷２０２
上に配置する。損傷２０２は、光などの放射線の照射によって少なくとも部分的に治療可
能であると予想される不健康または望ましくない組織表面のパッチでよい。（損傷２０２
は、図２Ａでは点線で図示されている。というのは、損傷２０２は放射線アプリケータ１
００の下、特に領域１０６の下にあるからである。）身体部分２００は、身体の任意の標
的表面、例えば皮膚のように身体の外部、内部、または外側／内側に露出した部分である
。例えば部分２００は、患者の肢（例えば腕）または手の皮膚の一部でよい。図２Ａの実
施形態では、基質１０４は１つの不透明層であり、放射線源１０２（例えば１０２ａ～１
０２ｎ）は、基質１０４の一方側に配置される。その結果、放射線源１０２（例えば１０
２ａ～１０２ｎ）は点線で図示され、基質１０４で妨げられずに損傷２０２を照射するよ
うに、放射線源１０２が基質１０４と損傷２０２の間にあることを示す。図１と同様に、
放射線源１０２間の様々な点線は、点線の領域に広がり、点線の間にある位置に任意の数
の放射線源があってよいことを示す。図２Ａは、基質１０４が１つの不透明な細片である
実施形態を示すが、放射線アプリケータ１００の任意の他の実施形態を使用することがで
きる。
【００４７】
　基質１０４が放射線源１０２に対して透明または半透明である場合は、基質１０４を放
射線源１０２と損傷２０２の間に配置することができる。基質１０４を放射線源１０２と
損傷２０２の間に配置することの利点は、放射線源１０２を空気に曝露したままでよいこ
とであり、これは放射線源１０２の受動的および／または能動的（例えば熱電冷却機器）
冷却を容易にすることができる。フィンまたは他の熱拡散、熱分散および／または放熱要
素などの追加の構造的要素を、基質１０４に取り付けるか、その上に製造することができ
、また電極または他の伝導路を基質１０４に適用するか、その上に製造することができる
。化学的沈着または蒸着プロセスなどのプロセスを使用して、熱伝導または導電材料を基
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質１０４に付着させることができる。あるいは、放射線源１０２は、発光面を基質１０４
と損傷２０２の間に配置するように、材料を横断するような構成でよく、電気接続と発熱
構成要素は、熱を損傷２０２から（および／または電気を放射線源１０２に向け）基質１
０４を通して、次に周囲大気へと配向するような要素である。また、基質１０４は、例え
ば放射線源１０２から発する放射線を散乱または集束することによって、損傷２０２の一
様な放射を容易にする要素および／または構造的形体を含むことができる。散乱構造の１
つの実施例は、その外面および放射線源１０２に面する表面の一方または両方が粗面加工
するか表面模様を付けた基質である。散乱構造の別の実施例は、基質とは異なる屈折率を
有する粒子（例えば酸化チタンおよび／または酸化アルミ）が埋め込まれた基質である。
損傷２０２を均一に照射するために、散乱構造の任意の１つ、任意の組合せ、または全部
を基質１０４内（および／または他の層）内に含めることができる。
【００４８】
　放射線源１０２を基質１０４と損傷２０２の間に配置することの利点は、生成された放
射線のうち損傷２０２に入射する割合が高くなることである。その結果、放射線源１０２
と損傷２０２の間に介在する基質１０４がない方が、介在する位置に基質１０４がある場
合より、出力効率が高くなることがある。
【００４９】
　図２Ｂは、皮膚２７０の層などの標的身体表面を示す。皮膚の層は、角質層２５０、淡
明層２５２、顆粒層２５４、胚芽層２５６、２５８および真皮２６０で構成される。損傷
２０２は、例示のために全層にまたがるように図示されている。しかし当業者には認識さ
れるように、損傷から影響を受ける皮膚の層は、皮膚に伴う医学的状態のタイプおよび範
囲、例えば乾癬、接触性皮膚炎、白斑、座瘡、アトピー性皮膚炎、セルライト、加齢に伴
うコラーゲンの弛緩、および皮膚癌によって決定される。この図では、放射線源１０２が
損傷２０２の近傍になるように、放射線アプリケータ１００を治療すべき標的身体表面上
に配置する。以上および以下で説明するように、放射線アプリケータは、単独で、または
組み合わせて損傷内の様々な深さに放射線を与えることができる多数の放射線発生器を含
むことができる。例えば、赤外線波長を使用して、損傷のより深い部分まで貫通し、紫外
線波長を使用して、損傷のより表面の部分まで貫通することができる。光感作剤をさらに
使用して、貫通の深さを調節することができる。例えば、赤色光を吸収する光感作剤を損
傷の表面に適用する場合は、次に損傷の表面部分を赤色光で治療する。この実施形態では
、光が光感作剤を活性化する深さは、光感作剤が配置される深さ、またはそれが吸収され
るレベルによって決定される。光感作剤を皮膚の２ｍｍ下に注入した場合は、皮膚のより
表面的な層で光が吸収されないとすると、光がこの層で吸収される。
【００５０】
　図３は、放射線アプリケータ１００の実施例のブロック図を示す。図１と同様に、図３
は放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）、基質１０４、および領域１０６を示す
。また、図３は制御装置３０２、電源３０４、および電気コネクタ３０６を示す。他の実
施形態では、放射線アプリケータ１００は、図３に関連する構成要素の全部は有さない、
かつ／または図３で例示のために図示された構成要素に加えて、またはその代わりに他の
構成要素を有してよい。
【００５１】
　放射線源１０２、基質１０４および領域１０６については、図１および図２Ａから図２
Ｂに関連して説明されている。制御装置３０２は、放射線源１０２を制御するプロセッサ
および／または専用回路を含んでよい。制御装置３０２はマイクロコントローラでよい。
例えば、制御装置３０２は、５ｃｍ未満、４ｃｍ未満、３ｃｍ未満、２ｃｍ未満、または
１ｃｍ未満の幅および／または長さを有してよい。以上で検討したように、制御装置３０
２は、放射線源１０２を制御するような構成であり、そのように構成することができ、放
射線源１０２にどの程度長く、および／またはどの放射線源１０２に電源投入するかを制
御することができる。追加的または代替的に、制御装置３０２は、放射線源１０２の放射
線の波長、周波数および／または強度を制御することができる。また、制御装置３０２は
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、機器１００に関連して損傷または周囲の皮膚の状態に関するリアルタイム情報を中継す
る反射率センサ（図示せず）からのフィードバックを統合することができる。制御装置３
０２はさらに、放射線アプリケータ１００の外側にある機器（例えばコンピュータ、携帯
情報端末などの無線または有線機器）からプログラムされる機能を有する。
【００５２】
　実施形態では、制御装置３０２は、治療を施している時間を追跡し続けるという作業か
ら患者および／または医師を解放することができる。例えば、制御装置３０２は、個々の
各放射線源１０２および／または複数の各放射線源１０２グループが使用された時間の総
量を追跡することができる。つまり、各放射線源１０２を周期的にオンおよびオフに切り
換えることができ、制御装置３０２またはタイマ（図示せず）は、任意の放射線源がオン
になっている時間の総量および／または総エネルギを追跡し続けることができる。幾つか
の実施形態では、制御装置は、機器の携帯性を促進する。したがって、患者に与えられる
線量を医師または患者が監視していない場合は、治療区域に送出される線量が高すぎる可
能性がある。制御装置があれば、個々の放射線源がオンになっている長さおよび／または
個々の放射線源に関連する放射線源のグループがオンになっている長さを追跡し続けなが
ら、様々なグループの放射線源１０２を一緒に、別個にオンおよびオフに切り換えるか、
全く切り換えないことがある（というのは、放射線源のグループおよびグループ内の個々
の放射線源は、同じ時間の量だけオンになっていると予想されるからである）。幾つかの
実施形態では、パッチにコンピュータインタフェースを設け、したがって患者または医師
は１つまたは複数の標的区域で特定の線量を達成するために、コンピュータインタフェー
スをプログラムし、その後にパッチをプログラムする。例えば、コンピュータインタフェ
ースの使用者は、治療される領域および与えられる線量を決定する。この方法は、身体表
面の特定の（例えば病気の）位置に特定の線量が与えられることを保証する。この方法で
、理想的な毒性と効力との比率を獲得することができる。
【００５３】
　特定の１つまたはグループの放射線源１０２が所定の治療線量のエネルギを送出したら
、放射線制御装置３０２はオフに切り換えるか、他の方法で与える線量１０２を減少させ
る。治療線量の放射線は、特定の治療セッション中の最大または最大よりわずかに少ない
許容線量であると判断されている放射線の量でよい。許容とは、皮膚に加えた紫外線光の
場合、日焼けを意味することがある。あるいは、治療線量の放射線とは、特定の障害また
は特定の治療セッションにとって適切であると判断された放射線の量でよい。当業者には
認識されるように、障害によって治療線量が異なることがある。例えば、幾つかの皮膚障
害において、治療線量が閾値下の最少紅斑量（ＭＥＤ）でよい。別の実施例として、全て
の放射線源１０２または全ての放射線１０２グループが身体部分２００に１００～６００
ｍＪ／ｃｍ２を（その紫外線光を例えば２９５～３２０ｎｍの範囲で）送出した場合に、
治療線量に到達する。その結果、全ての放射線源１０２グループが１００～６００ｍＪ／
ｃｍ２を部分２００に送出すると、その領域の治療は終了する。
【００５４】
　本発明の放射線治療を加える方法は、治療すべき身体表面を視覚化するステップと、治
療すべき身体表面を機器インタフェースでマッピングするステップと、放射線治療を加え
るべき身体表面の区域を描写するステップと、コンピュータインタフェースを介して位相
幾何学的線量マップを放射線治療機器にプログラムするステップと、位相幾何学的線量マ
ップが下にある治療中の病気と位置合わせされる方向で、放射線治療機器を身体表面に適
用するステップと、機器を身体表面に適用した後、放射線治療機器が自動的に機能できる
ようにするステップとを含む。
【００５５】
　幾つかの実施形態では、線量を連続的に治療領域に加え、最大治療線量が治療を誘導す
る。例えば、最大線量を超えることができない時間を規定することができる。皮膚を例に
すると、３０秒の期間、１２時間の期間、２４時間の期間、４８時間の期間、またはその
間の任意の期間、または患者または医師が選択する他の時間にわたって、ＭＥＤ、ＭＥＤ
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の一部、または複数のＭＥＤを身体領域に与えることができ、線量を長期間にわたって与
える場合は、（例えば皮膚の）紅斑を全て回避できることも想像することができる。この
期間の後、同じ領域または別の領域に別の線量を与える。他の実施形態では、損傷がある
領域に送出される線量は、損傷がない領域の中毒量を超えることができる。というのは、
放射線機器は、別の領域に対して１つの領域に放射線を選択的に与えることができ、適用
領域は医師または患者が機器にプログラムすることができる。例えば乾癬の場合、乾癬斑
がある領域に送出できる線量は、例えば２倍、３倍、４倍、５倍、６倍、７倍、８倍、９
倍または１０倍だけ最少紅斑線量を超えることができる。というのは乾癬領域は、正常な
皮膚よりも放射線に対する抵抗力が高いからである。既存の大部分の機器では、非治療領
域を回避しながら治療領域を画定することは不可能である。通常は、健康な領域ではなく
、不健康な領域に放射線を与えることは、機器のオペレータの責任である。
【００５６】
　実施形態では、ある期間にわたって特定の治療を施すために、患者または医師が放射線
アプリケータ１００をプログラムすることができる。実施形態では、制御装置３０２は、
放射線アプリケータ１００を較正するようにプログラムされるか、放射線アプリケータ１
００が較正される較正モードを有することができる。例えば、治療する前に、（例えば患
者によって患者の皮膚に含まれるメラニンの量が異なるので、光に対する感度が異なるせ
いで）患者に合わせて放射線アプリケータ１００を較正することができる。
【００５７】
　較正中に、放射線アプリケータ１００は、部分２０２が患っている障害の影響を受けな
い身体の部分に配置される。例えば、放射線アプリケータ１００は、通常は太陽光に曝露
していない健康な皮膚の部分（例えば臀部領域）に配置される。次に、皮膚に加える放射
線の線量を増加させる。２４時間後に毛細管の膨張による皮膚表面の赤み、つまり紅斑を
生成する線量を、最少紅斑線量（ＭＥＤ）と呼ぶ。制御装置３０２は、放射線アプリケー
タ１００の下の様々な領域に与える線量を自動的に増加させるようにプログラムすること
ができる。２４時間後、認識可能な紅斑、つまり赤みを有する領域によって、ＭＥＤが決
定される。次に、患者のＭＥＤを制御装置３０２にプログラムし、ＭＥＤまたはＭＥＤよ
りわずかに少ない放射線量が、その特定の患者の較正線量になる。この機器構成は、病気
の診断にも使用することができる。例えばこの病気の状態、つまり多形日光疹は、光への
曝露でアレルギ反応が生じる病気である。通常、光へのアレルギ反応に必要な特定の波長
および／または出力を診断するのは冗長なプロセスであり、多大な技術者の時間および装
置を必要とする。放射線機器１００を、幾つかの実施形態で診断に使用することができる
。例えば、放射線機器１００は、異なる波長の多数の放射線源を有することができ、それ
ぞれが異なる波長帯で特定のエネルギを送出する。これで、放射線機器を、特定の時間に
わたって機器の下の様々な身体表面区域に特定の波長および／または線量を送出するプロ
グラムで、身体表面（例えば皮膚）に適用することができる。線量を送出した後、皮膚反
応した領域は、反応した領域を観察することによって決定することができる。同様に、放
射線機器を使用して、光感作性薬品、化粧品、機能性食品、および日焼け止めに対する身
体の反応を決定することができる。日焼け止め化合物の場合は、放射線機器の下に様々な
化合物を配置し、指定線量の放射線をパッチにプログラムすることができる。これらの診
断実施形態の放射線アプリケータはさらに、豚、ラットまたはマウスなどの潜在的光感作
性化合物の試験に使用されることが多い動物に適合するような構成にすることができる。
【００５８】
　乾癬などの病気を治療するには、通常、線量をＭＥＤに関連させる。例えば、治療の標
準的コースは、３週間の治療で構成され、毎週３回で、各治療は患者が我慢できる程度に
応じて１～３ＭＥＤで構成される。治療区域を良好に制御することは、不可能ではないま
でも困難であり、病気でない皮膚の幾つかの区域が治療を受けてしまう。罹患区域が受け
ることができる放射線の量を制限するのは、これらの区域である。さらに、罹患していな
いが、それでも放射線アプリケータの非特異性のせいで放射線に曝露する区域で、皮膚癌
の危険性が増大する。さらに、次の治療の前に非罹患皮膚が治癒しなければならないとい
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う理由のみで、治療は１週間に３回施される。治療区域を損傷区域に制限することができ
る機器があれば、治療線量および／または頻度を増加させ、総治療時間を短縮することが
できるという点で有利である。さらに、患者が医師のオフィスにいる必要がない、または
それ以外で治療の時間の予定を立てる必要がない機器は、多くの患者にとって非常に有利
であり、その結果、患者が治療手順をさらに遵守し、患者治療の効率向上につながる。放
射線アプリケータ１００があれば、患者および／または医師が治療領域を微調整すること
ができる。患者が機器を着用する実施形態では、患者は治療を受けるために実行中のこと
（例えば労働、睡眠、運動など）を停止しなくてよい。
【００５９】
　制御装置３０２が小さく抑えられた実施形態（例えば制御装置３０２がマイクロコント
ローラである実施形態）では、小さいサイズにより、放射線アプリケータ１００を携帯性
にすることが容易である。制御装置３０４は基質１０４上に配置してよい。実施形態では
、制御装置３０２は基質１０４の一体部品である（例えば制御装置３０２を基質１０４に
埋め込むことができる）。制御装置３０２は、放射線源１０２の一部が電源投入され、他
は電源投入されないように、様々な放射線源１０２間で電力を切り換える。実施形態では
、制御装置３０２は、全ての放射線源１０２を同時に電源投入することはない、または滅
多にない。あるいは、制御装置３０２は、全ての放射線源１０２が同時には電源投入され
ない少なくとも多少の期間を有する。制御装置３０２が全ての時間、ほぼ全ての時間、ほ
とんどの時間、または少なくとも多少の時間に、少なくとも幾つかの放射線源１０２（し
かし、必ずしも同じ放射線源１０２ではない）をオフに維持しない場合、電力を保持する
ために一部または全部の放射線源１０２をオンおよびオフに切り換える場合に必要な動作
電流、発生する熱、および電源のサイズと比較して、非常に大きい電源を必要とすること
に加えて、動作に必要な電流は非常に大きく、余分な熱を発生することがある。大型の電
源および余分な熱散逸の要件は、放射線アプリケータの携帯性、および放射線アプリケー
タを着用できる容易さおよび／または快適性を制限する構成要素のサイズを必要とする。
放射線源１０２の選択的起動および放射線源起動時間（例えばデューティサイクル）の継
続時間は、電源の電力容量に基づき、これは放射線アプリケータの携帯性および独立性を
維持するのに十分なほど小さく抑えられる。代替的または追加的に、放射線源１０２の任
意の１つがオンに維持される時間量は、治療に役立つと予想される放射線の冷却要件およ
び／または望ましい強度に基づく。代替実施形態では、動作中、動作前、または動作後に
、放射線アプリケータ１００を外部のコンピュータまたは外部制御装置に接続するか、治
療中、治療前、または治療後に、遠隔ユニットによって少なくとも部分的に無線制御する
。また、認識されるように、電源は耐水性または防水性ハウジング（図示せず）内に収容
することができる。ハウジングは、電源に防湿性接続を提供する方法で、放射線アプリケ
ータ１００とハウジングの間のコネクタを接続することができるような方法で、放射線ア
プリケータ１００に接続可能であるように構成することができる。
【００６０】
　制御装置３０２にマイクロコントローラを使用すると、放射線アプリケータの構造を単
純化することもできる。例えば、各放射線源（例えば１０２ａ）が、オフに切り換えられ
る前、および別の放射線源（１０２ｎ）がオンに切り換えられる前に短期間だけオンであ
る実施形態では、基質１０４による熱伝達は、全ての放射線源１０２（例えば１０２ａ～
１０２ｎ）が連続的に運転される場合ほど大きい問題にならない。その結果、冷却のため
に放射線アプリケータ１００を通して流体を給送する必要が一切ない。同様に、冷却のた
めに基質１０４に穿孔する必要もない。
【００６１】
　任意選択で、放射線アプリケータ１００は、患者の身体表面が傷つけられたり、間もな
く傷つけられたりするかを検出する１つまたは複数の検出器を含んでよい。例えば、放射
線アプリケータ１００は、紅斑を検出する１つまたは複数の検出器を含んでよい。検出器
は、身体の標的部分の色、または身体の標的部分の色の変化（例えば皮膚の色）を検出す
ることにより、紅斑を検出することができる。別の実施形態では、照射部分が放射線によ
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って損傷していないことを保証するために、照射されている標的部分の色、水分および／
または温度を検出する検出器がある。任意選択で、紅斑および／または放射線アプリケー
タ１００が照射中の標的部分を傷つけたか、傷つけるかもしれないことを示す任意の他の
状態を検出した後、制御装置３０２は、放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）を
自動的にオフに切り換えることができる。制御装置３０２は、治療中に、（例えば紅斑状
態を検出した後に）照射されている領域の状態に関する１つまたは複数の検出器からの入
力に応答して、較正ルーチンおよび／または安全形体の一部として、紅斑領域に関連する
放射線源１０２をオフに切り換えることができる。
【００６２】
　図３は、制御装置３０２が１つしかない実施例を示すが、複数の制御装置があってよい
。源１０２または各グループの放射線源１０２の各放射線は、自身の制御装置を有してよ
い。他のローカルコントローラを制御する１つのマスタコントローラがある制御装置のシ
ステムがあってよく、ローカルコントローラは個々の放射線源１０２および／またはその
グループを制御することができる。任意選択で、制御装置３０２は、特定の治療に従って
、実行した較正に基づいてもよいプログラミング、パラメータの入力および／または制御
装置３０２の設定に使用することができる１つまたは複数の入力ポートまたは入力機器を
有することができる。プログラミング、入力パラメータおよび／または設定は、患者が入
力する、医師が入力する、かつ／または較正および／または設定手順の一部として自動的
に入力することができる。入力の例は、ブルートゥース（登録商標）、ＵＳＢ、光学的、
または任意の他の有線または無線接続を含むが、それに制限されない。
【００６３】
　図３に示すように、電源３０４が制御装置３０２に電力供給し、かつ／または放射線源
１０２が設けられる。図３の実施例では、電源３０４は制御装置３０２を介して放射線源
１０２に電力を供給する。電源３０４は１つまたは複数の電池、コンセントに差し込む電
源および／または１つまたは複数の電池を充電する１つまたは複数の光電池でよい。電源
３０４は、１つまたは複数の平坦な円盤形の電池を含んでよく、これは厚さが２または３
ミリメートル未満で、直径が１または２センチメートル未満でよい。例えば、電源３０４
は、１つまたは複数のリチウムイオン電池でよい。あるいは、電源３０４は例えば１つま
たは複数のニッケルカドミウム単３および／または単４電池でよい。図３の実施例には電
源が１つしか図示されていないが、放射線アプリケータ１００内の複数の位置に配置され
た複数の電源があってよい。各放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）またはその
各グループは、自身の電源を有してよい。電源３０４は基質１０４に配置することができ
る。実施形態では、電源３０４は基質１０４の一体部品である（例えば電源３０４を基質
１０４に埋め込むことができる）。別の実施形態では、電源３０４は１つまたは複数の太
陽電池である。
【００６４】
　放射線アプリケータ１００の構成に応じて、機器の重量は例えば０．５ｇから２００ｇ
、さらに好ましくは０．５ｇから１００ｇ、さらにより好ましくは０．５ｇから１０ｇの
範囲でよい。当業者には認識されるように、これらの重量範囲は、個人が許容できる妥当
な重量を例示するものである。本発明の範囲から逸脱することなく、他の重量範囲を使用
することができる。
【００６５】
　電気接続部３０６は、制御装置３０２が放射線源１０２を制御できるように、放射線源
１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）を制御装置３０２に通信状態で接続する。電気接続
部３０６は、電源３０４が放射線源１０２に電力を供給するように、制御装置３０２を介
して電源３０４を放射線源１０２にも電気接続する。電気接続部３０６は、信号を個々の
放射線源１０２に送信する母線を含んでよい。あるいは、電気接続部３０６は、個々の電
気接続部の対を含んでよく、各対は１つまたは１グループの放射線源１０２を制御装置３
０２に直接つなぐ。
【００６６】
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　電気接続部３０６は、個々に基質１０４に取り付けるか、フォトリソグラフィ、電気沈
着、化学蒸着および／または物理蒸着のプロセスによって材料上に直接生成することがで
きる。あるいは、電気接続部３０６を可撓性絶縁薄膜に埋め込み、次に薄膜全体を基質１
０４に取り付ける。電気接続部３０６は、ＬＥＤ技術でよく知られているワイヤボンディ
ングプロセスを使用して生成されたワイヤボンディング接続部でよい。これらの接続部は
３次元であり、接続部の周囲の材料薄膜で保護することができる。可撓性薄膜の１つの代
表的な例はシリコーン薄膜である。シリコーン薄膜は、コンピュータピンコネクタなどの
コネクタにつながる線の埋め込みに使用することができる。母線および線を埋め込んだ後
、放射線機器１００または熱伝導薄膜である別の薄膜に、この薄膜を対合させることがで
きる。２つの側（線がある薄膜とＬＥＤがある薄膜）を相互に対合させると、機器は電気
的に接続される。
【００６７】
　図４は、制御装置３０２の実施例のブロック図を示す。制御装置３０２はプロセッサ４
０２、記憶装置４０４、および信号発生器４１５を含んでよい。記憶装置４０４は、治療
プログラム４０６、較正プログラム４０８および／または他のプログラム４１０を有して
よい。記憶装置４０４はＭＥＤ４１２および／または患者に以前に与えられた線量履歴な
どの他のパラメータを記憶することができる。制御装置３０２は、１つまたは複数の入力
ポート４１４および１つまたは複数の出力ポート４１６も有してよい。他の実施形態では
、制御装置３０２は、図４に関連する構成要素を全ては有さない、かつ／または図４に関
連する構成要素に加えて、またはその代わりに他の構成要素を有してよい。
【００６８】
　プロセッサ４０２は、以上で言及した治療プログラムおよび／または較正プログラムお
よび／または他のプログラムを実行する。記憶装置４０４は、様々な異なるタイプの情報
を記憶できる１つまたは複数の機械可読媒体を含んでよい。
【００６９】
　機械可読媒体という用語は、プロセッサ４０２などの機械が読み取り可能である情報を
保持することができる任意の媒体を指すために使用される。機械可読媒体の一例は、コン
ピュータ可読媒体である。記憶装置４０４の機械可読媒体は、記憶装置４０４を通して情
報を転送するために必要な時間より長い期間にわたって情報を記憶することができるが、
機械可読媒体という用語は、銅線および／または光ファイバのように、１つの位置から別
の位置へと情報が移動中に、その情報を保持する媒体も含むことができる。
【００７０】
　記憶装置４０４は、プロセッサ４０２が実行するプログラムおよび／またはこれらのプ
ログラムが使用するパラメータを記憶する。本明細書では、プログラムという言葉は、１
つまたは複数の命令を実行する場合に、プロセッサに作業の少なくとも一部を実行させる
１つまたは複数の命令のグループを指すために使用される。図４の実施例では、記憶装置
４０４は治療プログラム４０６および／または較正プログラム４０８および／または線量
履歴プログラムを記憶することができる。治療プログラム４０６および較正プログラム４
０８は、それぞれ図１から図３に関連して検討した治療および較正をプロセッサ４０２に
実行させる１つまたは複数の命令を含む。記憶装置４０４は、任意選択である他のプログ
ラム４１０も記憶することができる。他のプログラム４１０が存在する場合、それは医師
または患者が入力した１つまたは複数の他のプログラムを含んでよい。治療プログラム４
０６については、図８に関連してさらに検討し、較正プログラム４０８については、図７
に関連してさらに検討する。
【００７１】
　（図３に関連して検討したような）ＭＥＤ４１２および／または他のパラメータは、患
者または医師が入力する、かつ／または自動的に決定かつ／または記憶することができる
。プログラムおよび／またはパラメータを記憶装置４０４に入力するために、１つまたは
複数の入力ポート４１４を１つまたは複数の入力機器に接続することができる。１つまた
は複数の入力ポート４１４は、放射線アプリケータ１００の較正に使用する１つまたは複
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数の検出器からの入力も受信することができる。１つまたは複数の入力ポート４１４は、
制御装置３０２のプログラムに使用されるコンピュータまたは他の機械へのインタフェー
スとして使用可能でもよい。１つまたは複数の入力ポート４１４は、プログラム、ＭＥＤ
、構成パラメータおよび／または他の情報を制御装置３０２にダウンロードするために使
用可能でもよい。入力ポート４１４は、無線信号の入力ポート（例えばアンテナ）を含む
ことができる。あるいは、コンピュータまたは他の機械を１つまたは複数の入力ポート４
１４に取り付けて、放射線源１０２を直接制御するか、制御装置３０２を介して放射線源
１０２を制御するために使用することができる。
【００７２】
　信号発生器４１５は、パルス幅、パルス高さおよび／またはパルス形状が変化する様々
な異なる信号を生成することができる。信号発生器４１５は、電源３０４の容量に基づい
て、および放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）によって発生する熱の量に基づ
いて、オン状態および／または所望の治療中に異なるデューティサイクルを有する信号を
生成することができる。信号発生器４１５は、プロセッサ４０２で制御することができる
。信号発生器４１５は任意選択である。信号発生器４１５が存在しない実施形態では、プ
ロセッサ４０２が放射線源１０２に直接対応する。
【００７３】
　１つまたは複数の出力ポート４１６が制御装置３０２に関連し、電気接続部３０６を介
して放射線源１０２に接続することができる。１つのまたは各グループの放射線源１０２
に対して１つの出力ポート４０６があってよい。１つまたは複数の出力ポート４１６は、
モニタおよび／またはディスプレイなどの１つまたは複数の出力機器に接続可能でよい。
出力機器に接続することによって、記憶装置４０４に入力されたプログラムおよび／また
はパラメータを見て、プロセッサ４０２のプログラミングおよび／または記憶装置４０４
に記憶されたプログラムの１つのデバッグを補助することが可能である。信号発生器４１
５が存在する場合、コンピュータまたは端末などの外部機器と通信するために、１つまた
は複数の出力ポート４１６のうち幾つかを、信号発生器４１５の対応する出力部に接続す
ることができ、１つまたは複数の出力ポート４０６のうち幾つかを、プロセッサ４０２に
直接接続することができる。
【００７４】
　図５Ａは、放射線源５００の実施例の略図を示す。放射線源５００は、光源などの実際
の放射線源５０２、および放射線源を機能できるようにする支持要素を含んでよい。例え
ば、放射線源が発光ダイオード（ＬＥＤ）である場合、支持要素はマウント５０４、ヘッ
ダ５０６、リード線５０８およびリード線５１０を含んでよく、これらの支持要素を放射
線源モジュールと呼ぶことができる。他の実施形態では、放射線源（または放射線源モジ
ュール）５００は、図５Ａに関連する構成要素の全部は有さない、かつ／または図５Ａに
関連する構成要素に加えて、またはその代わりに他の構成要素を有してよい。さらに、当
業者には認識されるように、これらの基本的構成要素の多くの変形が可能である。例えば
、マウント５０４は、多くの形状、サイズ、厚さのいずれか、または酸化ベリリウム（Ｂ
ｅＯ）、窒化アルミ（ＡｌＮ）、アルミナ、アルミ、銅、鋼、ＭｇＦ、または半導体（例
えばシリコン）などの材料から作成することができる。リード線５０８、５１０は、当業
者に認識されるように、銅、銀、金、合金、またはポリマから作成することができる。ヘ
ッダ５０６は、様々な材料から作成するか、多くの形状に作成することができる。ヘッダ
５０６は、ヘッダの表面積を増加させるためにフィンまたはへこみなどの熱伝達に必要な
形体も含むことができる。ヘッダは、金属（例えばKovar（登録商標）というガラスと同
様の熱膨張特性を有する鉄、ニッケルおよび／またはコバルトの合金、Westinghouse Ele
ctric & Manufacturing、ペンシルバニア州ピッツバーグ）を図１のアプリケータ１０４
の一部である可撓性材料（例えばシリコーン）に直接付着させるか、成形することによっ
ても、製造することができる。次に、ダイボンディング装置を使用して、放射線源を付着
したKovarの上に配置し、その後にワイヤボンドまたははんだ付け溶接部を使用して、放
射線源を電力回路に取り付けることができる。あるいは、ワイヤボンドも電着、化学蒸着
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または物理蒸着などの付着プロセスを使用して、可撓性表面（例えば図１の表面１０４）
に付着させることもできる。
【００７５】
　放射線源５０２は、表面マウントＬＥＤ、またはＬＥＤダイ、例えばＵＶ　ＬＥＤダイ
、青色光ＬＥＤダイ、白色光表面マウント（ＳＭＤ）、赤外線（ＩＲ）ＬＥＤまたはＳＭ
Ｄ、またはＵＶ　ＬＥＤ　ＳＭＤでよい。別の実施例として、放射線源５０２は小型白熱
電球、抵抗加熱器、またはマイクロ波、無線周波エネルギ、ｘ線および／または無線周波
光を発生する機器でよい。特に、放射線源５０２は、紫外線スペクトルの免疫抑制範囲ま
たは抗感染性範囲のエネルギを放出することができる。紫外線スペクトルの免疫抑制範囲
に含まれる波長は、２９５ｎｍから３２０ｎｍおよび／または３４０ｎｍから４００ｎｍ
の波長を含む。感染症を治療することが望ましい他の実施形態では、放射線源５０２は２
５０～３００ｎｍの範囲の紫外線光を放出することができる。
【００７６】
　放射線源５０２が光源である実施形態では、マウント５０４は光源５０２を所定の位置
に保持することができる。マウント５０４は、ヒートシンク、回路基板、またはヒートシ
ンク上の回路基板（例えば比較的大きい表面積に熱を拡散する受動的ヒートシンク、また
は発光領域から熱を電気的に汲み出す能動的シンク）を含んでよい。回路基板（サブマウ
ント）の１つの実施例は、酸化ベリリウム（ＢｅＯ）または窒化アルミ（ＡｌＮ）などの
金でパターンを作成したセラミックであり、セラミックはヒートシンクとして、またはヒ
ートシンクへと伝導される熱が通る伝導性が高い熱伝達要素として作用することができる
。マウント５０４は、Kovar合金などの材料でよく、これはセラミック材料に加えてヒー
トシンクとして作用することができ、これ（Kovar合金）は非常に類似した熱膨張率を有
するので、酸化ベリリウムまたは窒化アルミを結合する非常に良好な材料である。マウン
ト５０４がヒートシンクを含む場合、マウント５０４は、光源５０２の過熱の可能性を低
下させる、かつ／または光源５０２の寿命を延長させることができ、したがって光源５０
２は、ヒートシンクがない場合よりも電気入力部当たりの光学的出力（効率）が高い状態
で、より長くもつ。図５の実施例では、マウント５０４上に１つの光源５０２しかないが
、各マウント５０４上に複数の光源があってよい。光源５０２（例えば個々の、または複
数のＵＶ　ＬＥＤ）は、金と錫、鉛と錫などの共晶金属またははんだ、他の適用可能な共
晶はんだ材料を使用して、マウント５０４に取り付ける（接合する）ことができる。任意
選択で、マウント５０４は、光を散乱させるために表面模様を付ける（例えば粗面化する
）か、光を鏡面反射するために研磨することができる。マウント５０４は、光源５０２か
らの光を集中、拡散、平行化、または分散するように成形することができる。マウント５
０４は、平坦、凹状、または凸状でよい。マウント５０４が凹状または凸状である場合、
マウント５０４は例えば楕円形、球形、または双曲線でよい。マウント５０４は、アルミ
またはアルミ誘導体などの反射性金属で構成するか、それで被覆することができる。マウ
ント５０４は追加的に、マウント５０４に付着させた３次元形体５３０を含むことができ
る（図５Ｅ）。
【００７７】
　さらに、図５Ｅに関しては、放射線源を２つの３次元ピラー５３４の中心に示す。ピラ
ーは、マウント５０５に付着させるか、別の手段で作成した後に取り付けることができる
。典型的な取り付けプロセスは、圧入、共晶マウント、接着剤装着、超音波溶接、および
光硬化を含む。装着要素５３０は、電気マウント、装着プロセス専用の材料、熱伝達を促
進する材料、またはその組合せでよい。放射線源（例えば光源）は、放射線が３次元ピラ
ー５３４から予め決定されたパターンで身体表面へと外側に反射または屈折するように、
３次元ピラー５３４間に配置することができる。当業者には認識されるように、３次元ピ
ラー５３４は、本発明の範囲から逸脱することなく、図示のピラー以外の様々な構成のい
ずれかを呈することができる。
【００７８】
　放射線源または複数の個々の放射線源の周囲にピラー５３４を配置することの利点は、
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個々の放射線源からの放射線を付近にある他の放射線源から独立して捕捉できることであ
る。このような配置構成は、光の抽出を最適化し、放射線を特定の方向に配向することが
できる。３次元ピラー５３４は、電着、化学蒸着、物理蒸着、マイクロ成形、電鋳、また
は当業者に知られている他の付着プロセスなどのプロセスを使用して、マウントの表面５
０５に付着させることができる。１つの実施例では、マウント５０４は酸化ベリリウムま
たは窒化アルミなどのセラミックから作成される。次に、標準的な物理蒸着プロセスを使
用して、金などの伝導金属層または金と錫などの共晶金属をセラミックに付着させること
ができる。金などの伝導表面がセラミックに付着した状態で、光を反射、集束、集中、分
散、または他の方法で調整する追加の形体を伝導性金属上に（例えば電鋳プロセスで）付
着させることができる。別の実施例では、３次元形体を直接付着させず、別個の型に入れ
て生成し、次にこれをマウント５０４の表面５０５に加える。マウント５０４の表面パタ
ーンを共晶材料から作成する場合は、型をマウント表面に配置し、次にマウント５０４に
熱を加える。熱は、共晶金属を型の中の３次元部片に溶接することができ、冷却後に型を
除去し、３次元形体５３０が溶接されたマウント５０４が残る。３次元形体５３４を作製
するこれらのプロセスの組合せも使用することができ、次に追加層５３２を３次元形体の
頂部に付着させる。例えば、ＵＶを反射するアルミをマウント５０４上の３次元形体５３
４の頂部に付着させることができる。次に、これらのプロセスおよび／または構造の１つ
または全部を使用して、放射線源５０２から光を配向させる。
【００７９】
　ヘッダ５０６は、光源５０２とマウント５０４が分離するのを防ぐことができる。図５
Ａから図５Ｅの実施例では、ヘッダ５０６は１つのマウント５０４しか有さないが、複数
のマウント５０４があってよく、各マウントは１つの光源しか有さないか、複数の光源を
有することができる。マウント５０４と同様に、ヘッダ５０６は、光源５０２からの光を
（例えばアルミの反射層で）集中、拡散、平行化、分散、または他の方法で反射するよう
に成形することができる。ヘッダ５０６は平坦、凹状、また凸状でよい。ヘッダ５０６が
凹状または凸状である場合、ヘッダ５０６は例えば楕円形、球形、または双曲線でよい。
あるいは、マウント５０４の成形および／または表面模様作成および／または特定の光学
的特性を有するためのヘッダ５０６のパッケージングに加えて、またはその代わりに、別
の光学的構成要素があってもよい。特に、この追加の光学的構成要素は、光源５０２から
の光を集中、拡散、平行化、または分散するように成形することができる。追加の光学的
構成要素は、平坦、（放射線を分散する）凹状、または放射線を集中する凸状でよい。追
加の光学的構成要素が凹状または凸状である場合、追加の光学的構成要素は例えば楕円形
、球形、または双曲線でよい。ヘッダ５０６は、マウント内に上述したような３次元の微
細加工の構成要素も含むことができる。ヘッダに、同じ、または同様のプロセスを使用す
ることができる。
【００８０】
　実施形態では、マウント５０４およびヘッダ５０６は、相互に取り付けられた別個の構
成要素である。別の実施形態では、マウント５０４およびヘッダ５０６が、同じ構成要素
の２つの部分でよい、かつ／またはマウント５０４およびヘッダ５０６の一方のみを使用
する。各マウント５０４上に、および／または各ヘッダ５０６内に複数の光源がある場合
、光源が全部、同じスペクトルを有する、かつ／または同じピーク波長を伴ってよい。あ
るいは、同じマウント５０４および／または同じヘッダ５０６に配置された異なるスペク
トルおよび／またはピーク波長を有する異なる光源でよい。
【００８１】
　リード線５０８、５１０は、光源５０２を活性化し、光源５０２の点灯状態を維持する
ために、光源５０２に電力を供給する。さらに、リード線５０８、５１０は、放射線源５
０２へと電気を運ぶ基質１０４上のさらに大きいリード線に接続することができる（例え
ばリード線５０８および５１０を電気接続部３０６に接続することができる）。当業者に
は認識されるように、リード線５１０、５０８は、マウント５０４に配置または接合した
合金、共晶または非共晶金属から作成することができる。したがって、電源３０４からの
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電流は、制御装置３０２へと流れ、電気接続部３０６を通り、１つまたは複数の放射線源
１０２へ（例えばリード線５０８および５１０へ、次にＵＶ　ＬＥＤなどの光源５０２へ
）と流れ、その結果、ＵＶ光などの光が出力し、その後に生物学的効果を生じる。
【００８２】
　図５Ｂは、放射線アプリケータ１００の実施形態の断面図を示す。図５Ｂの実施形態は
、可撓性基質１０４、光源５０２、マウント５０４、ヘッダ５０６、スペクトル調整装置
５１２、および光学的患者インタフェース５１４を含む。他の実施形態では、放射線アプ
リケータ１００は、図５Ｂに関連する構成要素の全部は有さない、かつ／または図５Ｂに
関連する構成要素に加えて、またはその代わりに他の構成要素を有してよい。
【００８３】
　基質１０４は、図１に関連して以上で、およびその他で検討されている。光源５０２、
マウント５０４およびヘッダ５０６は、図５に関連して以上で検討されている。スペクト
ル調整装置５１２は、光源５０２を覆い、それを損傷から保護する、かつ／または放射線
が損傷に到達する前に、１つまたは複数の方法でそれを調整することができる。スペクト
ル調整装置５１２は、領域１０６の全部または基質１０４の全部にわたって延在する材料
の１つの連続層でよい。あるいは、スペクトル調整装置５１２は、材料のパッチの集まり
でよく、各パッチは光源５０２などの少なくとも１つの光源からの放射線を調整する。こ
の実施形態では、スペクトル調整装置５１２がパッチであり、個々に１つの光源を覆い、
カバー５１３、ヘッダ５０６およびマウント５０４を含む光源全体を、材料１０４から個
々に取り出し、次に材料１０４に再配置することができる。実施形態に応じて、スペクト
ル調整装置５１２は、光源５０２より大きいがマウント５０４より小さいか、それと等し
い区域を覆うか、マウント５０４より大きいが、ヘッダ５０６より小さいか、それと等し
い区域を覆うか、ヘッダ５０６より大きい区域を覆うが、隣接する放射線源のカバーに到
達するほど十分には大きくなくてよい。
【００８４】
　スペクトル調整装置５１２によって、放射線アプリケータ１００はさらに着用が快適に
なる。というのは、身体部分に接触するスペクトル調整装置５１２の表面を、スペクトル
調整装置５１２が存在しない場合の放射線アプリケータ１００の表面より滑らかにできる
からである。スペクトル調整装置５１２および基質１０４は、間に光源１０２を挟んだ２
層の材料を形成することができる。スペクトル調整装置５１２は、（例えば２５０ｎｍか
ら３２０ｎｍの紫外線光に対して）透明または半透明でよい材料の層でよく、基質１０４
は、透明、不透明、半透明、または反射性でよい。基質１０４が反射性である場合、基質
１０４は光を鏡面反射するか、散乱させることができる。基質１０４を反射性にすること
により、基質１０４が反射性でない場合と比較して、放射線アプリケータ１００の効率が
改善される。基質１０４とカバー５１３のいずれか、または両方を光散乱性材料にするこ
とにより、基質１０４および／またはスペクトル調整装置５１２が光を散乱しない場合と
比較して、照射の均一性を改善することができる。スペクトル調整装置５１２は、図２の
基質１０４の検討に関連して以上で検討した構造のいずれかを使用して、光を散乱するよ
うにすることができる。スペクトル調整装置５１２は、（これが、どの程度の放射線を吸
収するか、または他の方法で患者に到達するのを防止するかに応じて）効率を低下させる
ことがあるが、照射の均一性を改善する、かつ／または患者を楽にすることができる。
【００８５】
　光学的患者インタフェース５１４は、放射線アプリケータ１００が治療中の身体部分に
接着するのを補助する接着剤でよい。光学的患者インタフェース５１４は、カバー５１３
などの、放射線アプリケータ１００の１つの表面を部分的または完全に覆う接着材料（例
えばニカワ）の層でよい。放射線アプリケータ１００が、例えば患者の皮膚の一部に付着
する包帯である実施形態に、任意選択の接着剤５１４を含めてよい。任意選択の接着剤５
１４は、図１に関連して検討した接着剤および／または基質１０４でよい。ニカワに加え
て、患者インタフェース５１４は、損傷を防止する、かつ／または放射線アプリケータ１
００によって送出される放射線の治療効率を向上させるように設計された治療物質を組み
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込むことができる。潜在的に保護性の化合物の例は、酸化チタン、酸化亜鉛、および当業
者によく知られている他の化合物を含む。効力を改善する化合物の例は光感作剤を含む。
例えばソラレンの大きい分類、ポルフィリン族、および当技術分野でよく知られている他
の光感作剤である。図５Ｃは、放射線アプリケータ１００の実施形態の実施例のブロック
図を示す。図５Ｃは、放射線源１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｉおよ
び１０２ｊ、基質１０４、制御装置３０２、電源３０４、および電気接続部５２０（５２
０ａ～５２０ｔなど）を含む。他の実施形態では、放射線アプリケータ１００は、図５Ｃ
に関連する構成要素の全部は有さない、かつ／または図５Ｃに関連する構成要素に加えて
、またはその代わりに他の構成要素を有してよい。
【００８６】
　放射線源１０２ａ、１０２ｅ、１０２ｆ、１０２ｉおよび１０２ｊは、図１および図５
Ａに関連して検討し、図５Ｃに示した放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）のう
ち特定の放射線源または特定のグループである。放射線源１０２ａ、１０２ｆおよび１０
２ｊの後の３つの点のセットは、任意の数の放射線源を表す。「ｅ」と「ｆ」、「ｉ」と
「ｊ」などの文字の対は、「ｎ」で表される数より小さい連続する数の対を表すが、放射
線源１０２ｂと１０２ｅの間、放射線源１０２ｆと１０２ｉの間、および放射線源１０２
ｊと１０２ｎの間には、任意の数の放射線源があってよい。基質１０４は、図１および図
５Ｂに関連して、およびそれ以外で検討されている。制御装置３０２および電源３０４は
、図３に関連して、およびそれ以外で検討されている。
【００８７】
　電気接続部５２０（例えば５２０ａ～５２０ｔ）は、相互に対にされている。各対は、
制御装置３０２と放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）の１つとの間の回路を完
成させる。電気接続部５２０ａ～５２０ｎのパターンは、電気接続部３０６（図３）とは
異なる。この実施形態では、各放射線源または放射線源のグループは、自身の接地または
復帰電極を有し、制御装置３０２によって別個に制御することができる。
【００８８】
　次に図５Ｄを参照すると、光学構成要素が内蔵された成形カバー５１３の拡大図が図示
されている。この実施形態では、カバー５１３を放射線源上に配置し、次にこれが空間５
２２内に属する。カバー５１３は成形部片、機械加工部片、リソグラフィで形成した部片
、またはその組合せでよい。傾斜した窪み５２６は、成形部片の計画された形体である部
片（カバー）の３次元構成要素を表す。層５２４は、傾斜した窪み５２６に付着させるこ
とができる任意選択の層である。層５２４は、反射性、屈折性、吸収性または拡散性でよ
く、カバー５１３の材料とは異なる屈折率を有する。拡散体５２８は、成形カバー５１３
に任意選択で内蔵できる別の形体である。拡散体５２８は、源５０２を出た放射線をさら
に配向、集束、拡散、または他の方法で調整するような構成である、およびそのように構
成される形体である。１つまたは複数の突起５３０を、カバー５１３に付着または接着す
ることができる。これらの突起５３０は、下にあるマウントへの熱伝達を向上させるか、
結合を向上させるか、伝導を向上させるような構成であり、そのように構成することがで
きる。カバー５１３は、放射線源５２２の１セットのみの空間を示しているが、カバー５
１３には複数の放射線源を含められることが当業者には認識される。
【００８９】
　図６Ａは放射線アプリケータ６００を示す。放射線アプリケータ６００は、放射線源６
０２ａ～ｌ、コード６０５ａ～６０５ｍを有する基質６０４、制御装置６０６、および電
源６０８を含む。他の実施形態では、放射線アプリケータ６００は、図６Ａの構成要素の
全部は有さない、または図６Ａの構成要素に加えて、もしくはその代わりに他の構成要素
を有してよい。
【００９０】
　放射線アプリケータ６００は、放射線アプリケータ１００の一実施形態でよい。放射線
源６０２ａ～ｌは、放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）および／または５００
のように、任意のタイプの放射線源でよい。基質６０４は、図１の基質１０４の実施形態
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でよい交差するコード６０５ａ～ｍで作成したメッシュ（例えば可撓性ネット）でよい。
例えば、基質６０４を構成する可撓性ネットは、高度に弾性である包帯でよい。放射線源
６０２ａ～ｌは、基質６０４の個々のコード６０５ａ～ｍの交差部に配置することができ
る。代替実施形態では、放射線源６０２ａ～６０２ｌを、コード６０５ａ～６０５ｍのう
ち２本の交差部に配置することに加えて、またはそれに代わってコード６０５ａ～６０５
ｍの他の部分に配置してもよい。制御装置６０６は、制御装置３０４と同じでよく、電源
６０８は電源３０４と同じでよい。コード６０５ａ～ｍは、放射線源６０２ａ～６０２ｌ
に給電および／または通信するために、制御装置６０６から放射線源６０２への通電およ
び／または光通信を実行する電気接続部３０６および／または光ファイバを担持するか、
含むことができる。コード６０５ａ～６０５ｍの構成は、放射線源６０２ａ～６０２ｌの
背後に空気を通せることによって、放射線源６０２ａ～６０２ｌを冷却することができる
。この構成はさらに、コードの交差部間の間隔に順応性を与えることもできる。この方法
で、放射線アプリケータ６００の縁部に力を加えることによって材料（ノード）を引き離
し、縁部が以前の間隔に復帰できた場合には、以前の間隔に復帰させることができる。図
６Ａの実施形態は、領域１０６などの領域を含まないが、代替実施形態では、基質６０４
は領域１０６を含んでよい。
【００９１】
　図６Ｂは放射線アプリケータ６００の実施形態の実施例の断面図を示す。図６Ｂの実施
形態は光源６０２ｋ、マウント６０４ｋ、コード６０５ｉ、コード６０５ｊ、ヘッダ６０
６ｋ、スペクトル調整装置６１２、および光学的患者インタフェース６１４を含む。他の
実施形態では、放射線アプリケータ６００は、図６Ｂに関連する構成要素の全部は有さな
い、かつ／または図６Ｂに関連する構成要素に加えて、もしくはその代わりに他の構成要
素を有してよい。
【００９２】
　光源６０２ｋ、マウント６０４ｋおよびヘッダ６０６ｋは、放射線源６０２ａ～６０２
ｎのうち１つの光源、マウントおよびヘッダである。光源６０２ｋ、マウント６０４ｋお
よびヘッダ６０６ｋは、それぞれ光源５０２、マウント５０４およびヘッダ５０６の実施
形態でよい。同様に、スペクトル調整装置６１２、および接着剤を含んでよい光学的患者
インタフェース６１４は、それぞれスペクトル調整装置５１２および光学的患者インタフ
ェース５１４の実施形態でよい。コード６０５ｉおよび６０５ｊは、コード６０５ａ～６
０５ｌのうち２本である。コード６０５ｉおよび６０５ｊは、マウント６０４ｋの下で相
互に交差するコードの対である。
【００９３】
　上記で検討したように、放射線アプリケータ６００は、治療表面区域を覆うか、ほぼ覆
うように、患者の標的身体表面に配置するような構成でよい。図６Ｃに示すように、放射
線アプリケータ６００は、放射線アプリケータ６００が治療を施される損傷２０２を覆う
ように、標的身体表面に適用される。さらに、放射線アプリケータ６００に関連する放射
線源６０２、６０２’は、第１サブセットの放射線源（６０２）がオンである間に、残り
の放射線源（６０２’）はオンではないように、選択的に起動することができる。図示の
ように、第１サブセットの放射線源６０２は、放射線源６０２が損傷２０２を治療できる
ように、放射線アプリケータ６００内に配置される。当業者には認識されるように、第１
セットの放射線源６０２はさらに、異なる治療線量を送出するように別個にプログラム可
能であるサブセットに分割することができる。この実施形態は、例えば治療すべき損傷が
、他の区域より多くの治療を必要とする区域を損傷内に有する場合に適切である（例えば
、損傷の周辺領域は中心部分ほど治療を必要としない）。
【実施例１】
【００９４】
　Ｓ－ＥＴ（サウスカロライナ州コロンビア）からのＵＶ　ＬＥＤ（３１０ｎｍ）チップ
を、１つの放射線（この場合は光）源１０２ａとして使用し、チップを金でパターンを形
成した窒化アルミのサブマウントに装着し、さらにKovarヘッダに装着した。パターン形
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成は、カリフォルニア州フリーモントのAdvanced Thin Filmが実行した。チップを、サブ
マウントの金部分の一部に付着させた共晶金属層（例えば金と錫の合金）に結合させ、次
にＴＯ－４６（当業者によく知られている）のヘッダパッケージに結合させた。光をスペ
クトル調整装置（例えばこの場合はレンズ）へと反射する働きをするアルミの反射体を、
エポキシでヘッダに取り付けた。この実施例では、患者インタフェースがアセンブリに含
まれていない。次に、放射線アプリケータを約１４分間、皮膚に適用した。１４分で、線
量は、１平方センチメートルの領域を日焼けさせるのに十分であった（この領域は、３１
０ｎｍのＭＥＤで３５０ｍＪ／ｃｍ２を必要とすると、以前に評価されている）。必要な
電圧は約４．５ボルト、電流は約３５ミリアンペアであり、したがって必要な光学的出力
は３４０マイクロワット／ｃｍ２（ある時間にわたるエネルギ）であり、これは１５０～
２００ミリワットの電力に書き換えられる。この実験には、携帯用アルカリ乾電池（単３
）の集まりを使用した。しかし、多くの異なる電池源を使用することができる。適切な電
流を発生する任意の電源を使用することができる。以上で検討したように、電源は５～１
００ｍＡを発生するだけでよい。というのは、任意の時にＬＥＤのうち特定のＬＥＤまた
はグループのみがオンに切り換えられるからである。この電力領域では、多くの一般的タ
イプの電源を使用することができる。例えば、単３、単４、Ｂ、単１、単２、９Ｖ、リチ
ウム、リチウムイオン、炭酸亜鉛、アルカリ電池、充電式アルカリ電池、ニッケルカドミ
ウム電池、ニッケル水素電池、ニッケル、鉄電池、ニッケル亜鉛燃料電池、ポリマ電池、
太陽電池、または使用可能な任意の他の電池などである。したがって、これらのＬＥＤチ
ップから生成した放射線アプリケータは、基質に配線したこれらの機器の多くを含むこと
ができる。０．５％の身体表面区域（約５０ｃｍ２）などの領域は、（例えば）５０個の
チップで照射し、１５分間で７～１０ワットの電力を使用することができる。５～１０ワ
ットの電力は、携帯用電池パックに含めることができ、５０平方センチメートルに広がる
と、発生した熱は、温度を大きく上昇させずに散逸する。
【実施例２】
【００９５】
　別の実施例では、実施例１に関して説明した材料および技術を使用して、放射線アプリ
ケータを作成した。しかし、ＵＶ　ＬＥＤチップではなく、４個のＬＥＤを含むＵＶ　Ｌ
ＥＤサブマウントを放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）に使用した。この代替
放射線源１０２の結果、約６ボルトの電圧で、８０ミリアンペアの電流を使用し、約３．
５分で２ｃｍ２の区域が日焼けした。
【００９６】
　実施例２の機器を、例えば約１００ｃｍ２（患者の身体表面積の約１％）という平均サ
イズの罹患面積を有する乾癬に適用すると、２ｃｍ２サイズの放射線アプリケータを介し
て５０２ｃｍ２のパッチに、１回に１つずつそれぞれ３．５分間治療線量を与えることに
より、１００ｃｍ２の区域にわたって患者を日焼けさせることができる。放射線アプリケ
ータ１００は、紫外線光の治療線量をこれらの５０個のパッチに約５０×３．５分＝１７
５分、つまり３時間、送出することができる。この治療は、パッケージされた個々のＬＥ
Ｄに電流を配向し、皮膚の各区域が放射線治療の治療線量以内の治療線量を受けることを
保証する制御装置３０２によって可能になる。この実施例では、電池源からの出力は０．
５から１．０ワットであり、これは上述した電源のいずれか、または光電池源によって容
易に対応される。
【実施例３】
【００９７】
　この実施例では、カバー（例えば図５Ｄの５１３）をＵＶ　ＬＥＤ５０２上に直接適用
した。GE Siliconesから入手可能な使用シリコーンのＲＴＶ６１５は、患者適合性、およ
びＬＥＤ５０２の表面に良好に一致した屈折率のせいで選択された。この構成で実施例１
の実験を繰り返すと、８分で日焼けが達成された。これは、この実験では光学的出力が６
１２マイクロワットであることを示し、これは実験１に対して１．８倍の増加である。そ
の結果の機器は、さらに快適に着用された。この実施例は、アプリケータと身体表面との
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インタフェースを改善することに加えて、放射線源５０２の光学的出力を向上させるため
にカバー５１３を使用できる方法を示す。図５Ｄから図５Ｅについて上述したように、カ
バー５１３およびマウント５０５上に、アプリケータからの放射線出力をさらに向上でき
る追加の構造的形体を含めることができる。
【００９８】
　別の実施形態では、放射線アプリケータ１００を、５０個以上の第２実施例の放射線ア
プリケータ１００、または第２実施例と同様であるが、５０倍大きい１個の放射線アプリ
ケータ１００から構築する。その結果、これらの大型化したバージョンのいずれも、１７
５分未満（例えば３．５分）で皮膚の平均サイズの乾癬パッチを治療することができた。
さらに、ＬＥＤの効率は、当業者によく知られているように、時間とともに改善されると
予想することができる。効率が改善されると、同じ臨床努力に対して必要とされるＬＥＤ
を少なくすることができる。
【００９９】
　図７Ａから図７Ｂは、標的表面が目である場合の標的表面を治療する光学的治療機器の
別の実施形態を示す。機器は、目の外表面の障害（例えばアレルギ性結膜炎）を治療する
ような構成である。アレルギ性結膜炎は、一般的な臨床問題であり、十分に受け入れられ
ている治療は少ない。タクロリムス、マクロラインラクトンまたはカルシニューリン抑制
剤（Josephその他のTopical Tacrolimus Ointment for Treatment of Refractory Anteri
or Segment Inflammatory Disorders（24(4) Cornea 24417-20）参照）の使用を含む免疫
抑制体系が、アトピー性角結膜炎、慢性瀘胞性結膜炎、および眼瞼角結膜炎の治療に使用
されてきた。紫外線光を使用し、不快を感じさせる抗源に対する炎症反応および免疫反応
を抑制する局所的治療を提供することによって、アレルギ性結膜炎を治療することができ
る。目の光学治療機器は全体的に、紫外線光線が患者の水晶体または網膜に影響するのを
防止するように構成される。ドライアイを含む他の病気状態も、シクロスポリンなどの免
疫抑制剤に反応することが分かっている（例えばTan-Liuその他のOcular Pharmacokineti
cs and Safety of Cyclosporine, a Novel Topical Treatment for Dry Eye（44(3) Clin
 Pharmacokinetics 247-61(2005)）参照）。強力なパルス状白色光、高強度青色光などの
他の光線療法様式も、ドライアイおよびアレルギ性結膜炎の治療に使用することができる
。
【０１００】
　幾つかの実施形態では、光学治療機器７００をスリットランプとともに使用して、鞏膜
７３５（図７Ａから図７Ｂ参照、結膜炎に影響される目の部分）のみが光（特に紫外線光
）を吸収し、水晶体および網膜は吸収しないように、アレルギがある患者を治療する。光
（ＵＶまたは白色光）は、基本的に穴７３８を有する区域７３６または中心に光がない領
域に集束する。図７Ｂは、スリットランプを通して調整された光の、平坦な表面に表れる
投影図を示す。中心の穴７３８は全体的に、光が目に入る位置に対応し、光を領域７３６
へと選択的に向けることにより、この領域を光線療法から除外することができる。別の実
施形態（図７Ａ）では、コンタクトレンズを設けて、領域７３６を生成する。コンタクト
レンズの場合は、中心にＵＶ保持領域を有さない紫外線光の光線を使用することができる
。このような実施形態では、コンタクトレンズが領域７３６を生成し、瞳領域が紫外線光
から除外される。
【０１０１】
　図８Ａは、患者の身体表面（この場合は皮膚）８４２に適用された本発明の治療機器８
００の別の実施形態を示す。機器８００は、患者の身体表面に光線療法を施すプローブで
ある。これは、以上の機器のいずれかと相助作用的に使用することができる。光学的出力
は、上記で示した機器のいずれか、または全部と同様であり、狭帯域、広帯域、（様々な
波長領域の）狭帯域と広帯域の組合せ、または複数の狭帯域および／または広帯域および
／または低出力または高出力白色光でよい。光源は、上述した構成のいずれかの光源のい
ずれかである。１つの実施例では、光源は、上述したように患者が容易に携帯でき、電池
パックで通電するソリッドステート光源である。治療の線量は、光線治療機器を施す前に
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医師が一体のマイクロコントローラにプログラムすることができる。放射線源は単独で、
または組み合わせて使用する。１つの実施形態では、放射線源をプローブ８００の遠位端
８１６に配置する。プローブは、純粋に受動的な先端８２６（例えば透過性外装）も含む
ことができる、または先端８２６が何らかの方法で光出力を変更することができる（例え
ば拡散性先端）。各スペクトル領域におけるプローブ８００の出力は、幾つかの放射線源
がオフで、他がオンであるように制御することができる。例えば、放射線源はプローブ８
００の端部に配置されるが、チップセット上の１つの放射線源を起動すると、プローブの
出力は、放射線源からの放射線のみであり、またはプローブに追加の放射線源が含まれ、
これで出力は複数の放射線源の出力になる。さらに、プローブを包帯に組み込み、包帯を
通して標的領域を照明することができる。
【０１０２】
　治療機器８００は、上述し、米国特許出願第１１／１５２，９４６号で説明されている
ように、光力学的治療機器として複数の部分のいずれかと組み合わせて使用することもで
きる。図８の機器８００は、以上の着用可能な機器と組み合わせて使用することもできる
。治療機器８００で治療可能な皮膚の病気は、白斑、乾癬、アトピー性皮膚炎、菌状息肉
腫（Ｔ細胞リンパ腫）、皮膚癌、および感染症（例えば真菌感染症）を含むが、それに制
限されない。機器８００は、一体の光検出器も含んでよく、これは機器の出力を連続的に
再調節するか、光線治療を施せるように、皮膚の病気状態を検出することができる。機器
８００は、本出願が優先権を主張する米国特許出願第１１／１５２，９４６号の機器の熱
伝導形体のいずれか、さらにGertnerその他により２００６年１月２５日に出願されたOpt
ical Therapy Devices, Systems, Kits and Methods for Providing Therapy to a Body 
Cavityと題した米国特許出願第１１／３０４，８２４号に記載された形体のいずれかも組
み込むことができる。
【０１０３】
　図８Ｂは、皮膚障害を治療するための療法を施している間に、患者が着用するか、他の
方法で取り付ける、患者が運ぶ、または患者に取り付けることができる機器に放射線源が
組み込まれる治療機器８００の別の実施形態を示す。図８Ｂに示す実施形態の機器８００
は、ブレスレットの形態を有するが、放射線源８４０は、患者の皮膚８４２を少なくとも
部分的に覆うか、それと直接的または間接的に接触することができる材料に組み込むこと
ができる。例えば、治療機器８００は、包帯、毛布、任意の衣類、指輪、装身具、帽子、
腕輪、シャツ、ソックス、下着、スカーフ、ヘッドバンド、パッチ、ガーゼパッド、また
は他の任意の着用可能な品目などの形態を有することができる。
【０１０４】
　別の実施形態では、幾つかの機器８００、１００（例えば包帯）をまとめるか、比較的
大きい区域を治療するように適用する。１つの実施形態では、様々なサイズの包帯を有す
るキットが提供される。接着剤は、キットの構成要素および／または包帯の構成要素でよ
い。個々のサイズの包帯を相互に対合させて、様々な形状およびサイズの区域または損傷
を照射することができる。このような「着用可能な」機器１００で、患者は、他の作業を
実行中か、睡眠中に障害（例えば乾癬）を治療することができ、時間および費用面で効果
的な方法で、小さい、または大きい病気の区域を治療することができる。
【０１０５】
　このような局所的治療は、皮膚の広い区域に光を与える治療より安全でもある。という
のは、乾癬ではない皮膚の部分が不必要に紫外線光に曝露することがあるからである。上
述したＬＥＤシステムでは、臨床要件に応じて広帯域および狭帯域の光線療法を皮膚に容
易に施すことができる。また、治療のフィードバック制御のために、光検出器を治療機器
１００に組み込んでよい。永久的または半永久的光学治療機器１００で、体内腔も治療す
ることができる。例えば１つの実施形態では、光学治療機器１００を耳管内またはその近
傍に配置することによって、内耳感染症を治療する。
【０１０６】
　図８Ｃは、手または足指の爪に適用中の光学治療機器８００を示す。このような場合、
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放射線源に適切な光学波長（例えば２５５～３２０ｎｍ）を選択することにより、機器で
爪の白癬感染症を治療することができる。図８Ｄは、爪床４４４の真菌感染症の治療に使
用する光学治療機器８００を示す。光学治療機器８００は、包帯またはバンドエイド（登
録商標）の形態を有する。このような機器８００によって、患者は治療中に日常生活をす
ることができる。機器８００は、上述した原理および方法を使用して構築される。機器８
００は、爪床の治療を改善するために、光感作剤または光力学物質との組合せで使用する
ことができる。別の実施形態では、図８Ｃから図８Ｄに示す機器を使用して、爪の乾癬を
治療し、この場合は通常、２９５ｎｍと３２０ｎｍの間の波長を使用する。
【０１０７】
　本明細書で開示した機器および放射線源は、乾癬または現在放射線で治療している他の
皮膚障害（例えば白斑、皮膚Ｔ細胞リンパ腫、真菌感染症など）などの治療に使用するこ
とができる。乾癬の治療に好ましい作用スペクトルは約３０８～３１１ｎｍである。また
、狭帯域放射線は通常、広帯域放射線より効果的である。乾癬損傷を治療する現在の体系
および技術の１つの制限要素は、今日の市場で入手可能な典型的機器が大きく、高価であ
り、通常、患者が治療のために医師のオフィスを訪問する必要があることである。在宅治
療機器は通常、局所的領域ではなく広い区域を治療するような構成である大型蛍光灯であ
る。自宅でも、医師のオフィスでも、治療は患者の日常のスケジュールの時間をとる。ま
た、通常は患者が治療を受けながら、他の作業をすることは困難である。さらに、現在の
技術では、狭帯域光で皮膚の小さい区域を治療することは困難である。そのためにレーザ
を使用することがあるが、レーザは通常、高価であり、在宅治療機器としては実際的でな
い。
【０１０８】
　図９は、特定の患者および病気に合わせて放射線アプリケータ１００を較正する方法９
００の実施例の流れ図を示す。方法９００は、プログラム４０８の実施形態でよい。ステ
ップ９０２で、システム９００は治療中の病気に影響されていない身体の標的部分の照射
を開始する。ステップ９０２は、電源３０４に電池を入れ、システム３０４をオンに切り
換えることを含んでよい。ステップ９０２は、放射線アプリケータ１００を較正モードに
入れる、かつ／または放射線アプリケータ１００をオンに切り換える命令を、制御装置３
０２に入力することも含んでよい。ステップ９０４では、照射中の標的部分が照射されて
いる長さおよび／または標的部分に送られている放射線の量を追跡し続けることにより、
照射を監視する。ステップ９０４は、各放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）が
オン状態にある長さを計時する、かつ／または放射線アプリケータ１００の出力サンプル
を実際に測定することによって実行することができる。ステップ９０６では、照射されて
いる部分の状態を監視する。監視は、検出器によって、または人間が照射中の部分の状態
を定期的にチェックすることによって実行することができる。ステップ９０２、９０４お
よび９０６は、どの順番で開始してもよい。標的部分の状態の実際の監視は、標的部分の
照射中に、または照射を中断することによって実行される。
【０１０９】
　ステップ９０８では、ステップ９０６の監視に基づいて、照射中の標的部分が紅斑線量
を受けたか（または治療すべき他の病気では、毒性および／または効力の他の指標）を決
断する。実施形態では、ステップ９０８において、照射中の部分が紅斑線量を受けた時に
、第１検出可能ポイントが、紅斑線量に到達したという決断を引き起こす。紅斑線量に到
達していない場合は、ステップ９０２、９０４および９０６を引き続き実行することがで
きる。紅斑線量に到達している場合は、方法９００がステップ９１０へと進む。ステップ
９０２、９０４、９０６および９０８は、特定の期間（例えば２４時間）にわたって身体
表面の様々な領域に与える放射線の線量を上昇させることによって実行してよい。各期間
の後、紅斑がない場合は、期間を再度開始するが、送出される放射線の線量を、さらに高
い量まで上昇（増加）させる。任意の期間の後に、紅斑がある場合は、方法がステップ９
１０へと進む。ステップ９１０では、ＭＥＤを求め、将来に使用する場合、放射線アプリ
ケータ１００がＭＥＤまたはそれより多少低い線量を送出するように、放射線アプリケー
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タ１００を構成する。いずれの場合も、ＭＥＤは各患者の皮膚タイプに合わせた内部較正
として作用する。治療体系によっては、治療に複数のＭＥＤが必要であるか、ＭＥＤの一
部が必要である。ＭＥＤは、ステップ９０４と９０６の結果を比較することによって決定
される。ＭＥＤは、放射線アプリケータ１００を動作させる期間として、および任意選択
で使用するデューティサイクルに関する情報を記録することによって表すことができる。
あるいは、個々の各放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）がオンのままであった
総時間量を記録する。ステップ９１０は、ＭＥＤを紙に記録するだけであるか、ＭＥＤを
記憶装置４０４に入力し、設定を制御装置３０２に入力することでよく、制御装置は、放
射線アプリケータ１００を止める前に、放射線アプリケータ１００が電源投入されている
長さ、または放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）のいずれか１つがオンであっ
てよい総時間を求める。
【０１１０】
　図１０は、放射線アプリケータ１００を使用する方法１０００の実施例の流れ図を示す
。方法１０００は、プログラム４０６の実施形態でよい。ステップ１００２で、放射線ア
プリケータ１００をオンに切り換え、放射線アプリケータ１００は身体の標的部分の一部
を照射する。ステップ１００２は、電気接続部３０６を介して電源３０４から制御装置３
０２へと電流を送ることを含んでよい。ステップ１００２は、プロセッサ４０２がプログ
ラム４０６を実行することを含んでよく、これによって信号発生器４０５が信号を発生す
る。ステップ１００２は、制御装置３０２が電気接続部３０６を介して発生した信号を送
信し、これによって電源３０４が支持できる最大電力量に基づくサイクルに従って、放射
線源１０２の幾つかをオンに切り換え、他の放射線源１０２をオフに切り換えることも含
んでよい。ステップ１００４では、照射を監視する。ステップ１００４は、放射線アプリ
ケータ１００がオンであった長さを計時すること、および／または各放射線源１０２およ
び／または各グループの放射線源１０２がオンであった長さを計時することを含んでよい
。あるいは、ステップ１００４は、放射線アプリケータ１００がオンであった長さを計時
することに加えて、またはそれに代わって、放射線アプリケータ１００の出力の一部およ
び／または標的部分の状態をサンプリングし、測定することを含んでよい。ステップ１０
０６では、指定された線量を受け取った、かつ／または送出したかを判断する。指定され
た線量を受け取っていない、または送出していない場合は、ステップ１００２および１０
０４を続行することができる。指定された線量を受け取った、または送出した場合は、方
法１０００がステップ１００８へと続き、ここで放射線アプリケータ１００により標的部
分の照射を終了する。様々な放射線源１０２（１０２ａ～１０２ｎ）が様々な時間にオン
になっているので、様々な放射線源１０２（例えば１０２ａ～１０２ｎ）が様々な時間に
指定の線量を送出している。その結果、ステップ１００８は、指定された線量を送出した
か、指定された線量を受け取っている区域に送出した個々の放射線源１０２、または放射
線源１０２のグループを、選択的にオフに切り換えることを含んでよい。ステップ１００
８の後、方法１０００は終了する。方法１０００は、放射線アプリケータ１００をオンに
切り換え、放射線源が患者また医師によって決定された通りの線量を送出したと予想され
る期間が経過した後に、放射線アプリケータ１００の各放射線源１０２を停止するタイマ
を設定することにより実現することができる。
【０１１１】
　図１１は、放射線アプリケータ１００を組み立てる方法１１００の流れ図である。ステ
ップ１１０２で、放射線源１０２を組み立てる。ステップ１１０４で、基質１０４を作製
する。ステップ１１０６で、制御装置３０２を組み立てる。ステップ１１０８で、電源３
０４を組み立てる。ステップ１１１０で、放射線源１０２、制御装置３０２および電源３
０４を基質１０４に結合する。ステップ１１１０は、放射線源１０２、制御装置３０２お
よび電源３０４を領域１０６に取り付けることを含んでよい。ステップ１１１２で、制御
装置３０２と放射線源１０２を通信状態で相互に結合する。例えば、接続部３０６を基質
１０４上に配置し、制御装置３０２、電源３０４および放射線源１０２に接続する。ステ
ップ１１０２、１１０４、１１０６および１１０８は同時に、または相互に対して任意の
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順序で実行することができる。同様に、ステップ１１１０および１１１２は同時に、また
は相互に対して任意の順序で実行することができる。
【０１１２】
　１つの実施形態では、放射線機器は発光ダイオード（ＬＥＤ）であり、ＬＥＤと、身体
表面とインタフェースをとるカバーとの間の材料は、ＬＥＤから発する光に対して透明で
ある。１つの実施形態では、ＬＥＤは２５０～３６５ｎｍの範囲の波長の紫外線光を発す
る。ＬＥＤは、次にモジュール、つまり処理してより大きい機器へと入れることができる
放射線源へと組み込まれるチップである。図１２は、ＬＥＤチップ１２０５、チップカバ
ー１２１５、チップサブマウント１２２５および基部２３５（産業ではヘッダと呼ばれる
ことが多い）で構成された放射線源１２００を示す。
【０１１３】
　基部１２３５は、チップおよび皮膚から熱を伝導するために高い熱伝導率の基質から生
成することができる。基部は微細加工、成形または機械加工することができる。基部はさ
らに、最適な方法で熱を伝導するような構成でよい。例えば、基部上にフィン１２４０を
作製、付着または接着することができる。別の実施形態では、電熱冷却装置を基部に取り
付ける。基部はさらに、照射機器１００の回路に填るように処理することができる。この
実施形態では、放射性機器１００の基質は、基部（およびモジュール）を容易に放射性機
器に圧入できるように作成される。これで、携帯用照射機器は、制御装置とモジュール１
２００の間に電気通信を提供する接点を自身上に有する。
【０１１４】
　カバー１２１５は、機器から発する放射線に対して透明な材料から作成される。チップ
１２０５が紫外線放射線を発する場合、カバー１２１５は、シリコーンまたはフッ化エチ
レンプロピレン（ＦＥＰ）などの材料から生成することができる。（以上の実施例３で説
明したように）２つの材料の境界における反射および光子の損失を最小限に抑えるように
、カバー１２１５はチップの表面と光学的に一致することが好ましい。カバー１２１５は
さらに、光がチップを出る時に、それを調整する働きをする追加のインタフェースを含む
ことができる。例えば、カバー材料（例えばエポキシ、シリコーン、水晶、ＦＥＰ）は、
光を拡散するインタフェースを有することができる。好ましい実施形態では、ＬＥＤは、
約１ｍｍ２以下の寸法の表面から光を発する紫外線ＬＥＤである。カバーは、光がマウン
ト１２２５から少なくとも１ｃｍ２の区域にわたって拡散するように、光を調整する。別
の実施形態では、カバーは、光がこれより小さいマウントから０．４ｃｍ２と１ｃｍ２の
間の区域にわたって拡散するように、光を調整する。別の実施形態では、１つのチップが
光を４ｃｍ２未満の区域に拡散する。さらに別の実施形態では、カバーは、光が１ｃｍ２

より大きい区域に広がるように調整する。調整された光は、均一にも、均一に近い状態に
もなる必要がない。（例えば）１～２ｃｍ２を使用する場合、カバー１２１５は、約１～
３ｍｍ２未満のマウントから０．５ｍｍと約５ｍｍの間の距離（ＬＥＤデバイスと皮膚の
間の距離）で１～２ｃｍ２の領域に光を拡散することができる。
【０１１５】
　図１３は、標的身体表面を治療する本発明の一実施形態による方法のステップを示す。
最初に、標的身体表面に着用可能な電源、放射線源および制御装置を含むような構成であ
り、そのように構成される放射線治療機器を、身体１３１０に適用する。その後、放射線
源からの放射線を、標的身体表面の第１部分に送出する１３２０。放射線源から標的身体
表面の第１部分への放射線出力は、放射線送出ステップ中の治療線量に関連して制御され
る１３３０。出力を制御することにより、標的身体表面への放射線量を減少させることが
できる１３４０。また、出力を制御することにより、標的身体表面の第２部分への放射線
量を増加させることができる１３５０。この方法は、ＬＥＤまたはＵＶ　ＬＥＤなどの適
切な放射線源を使用して実行することができる。幾つかの実施形態では、治療線量を最少
紅斑線量に関連させることにより、この方法を実行する。また、放射線量を減少させるス
テップは、放射線量をオフに切り換えることを含むことができ、同様に、放射線量を増加
させるステップは、放射線量をオンに切り換えることを含むことができる。放射線治療機
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器は、着用可能な品目でよい。さらに、放射線を送出するステップは、計時した放射線量
を送出することを含むことができる。放射線量は、１００ｍＪ／ｃｍ２と３Ｊ／ｃｍ２の
間で標的身体表面の任意の部分に送出することができる。場合によっては、２９５ｎｍと
３１５ｎｍの間の波長で標的身体表面の部分に放射線量を送出することが望ましいことが
ある。他の実施形態では、標的身体表面の任意の部分に送出される放射線量は、２９５ｎ
ｍと３１５ｎｍの間の第１波長、および３４０ｎｍと４００ｎｍの間の第２波長を有する
。さらに他の実施形態では、標的身体表面の任意の部分に送出される放射線量は、約７０
０ｎｍを超える波長を有する。方法は、光感作剤を投与するステップを含むこともできる
。また、方法は、放射線を指定の区域に与えるために放射線機器をプログラムするステッ
プを含むことができる。幾つかの実施形態では、方法はさらに、指定の線量を与えた後に
オフに切り換えるように、放射線機器をプログラムするステップを含むことができる。ま
た、所望に応じて、放射線機器を監視するステップを方法に含めてよい。標的身体表面の
任意の部分に送出される放射線量は、赤外線光、強力なパルス状光、白色光およびその組
合せから選択することができる。
【０１１６】
　本発明で使用するために、様々なキットも想定される。例えば、患者には、様々なサイ
ズおよび形状で、各サイズおよび形状が相互に填ることができる複数の放射線アプリケー
タを有するキットを提供することができる。アプリケータは、同じ放射線を同じ時間量に
わたって提供するように構成するか、様々な放射線タイプおよび／または量および／また
は時間の構成を有するアプリケータであってよい。アプリケータは、相互に填り、さらに
コンピュータプログラムと通信して治療のタイプ、品質、量および／または位置を予め画
定された領域に合わせてカスタム化するような構成でよい。例えば、第１時間に第１品質
の治療を、第２時間に第２品質の治療を提供することが望ましい場合、または治療を施す
過程で必要な放射線の量および／または放射時間が変化すると予想される場合である。し
たがって、例えば第１時間量に第１放射線量を送出する能力を有する第１放射線アプリケ
ータに、第２時間量に第２放射線量を送出する能力を有する第２放射線アプリケータを設
けることができる。したがって、ある時間にわたって治療を徐々に増加させるか、ある時
間にわたって治療を増加させ、次に減少させるか、ある時間にわたって治療を減少させる
能力を有するキットを提供することができる。
【０１１７】
　本明細書では、本発明の好ましい実施形態を図示し、説明してきたが、このような実施
形態は例示のためにのみ提供されていることが、当業者には明白である。本発明から逸脱
することなく、当業者には多くの変形、変化および置換が思い浮かぶ。本明細書で説明し
た本発明の実施形態の様々な代替物を、本発明の実践の際に使用できることを理解された
い。添付の特許請求の範囲が本発明の範囲を定義し、それによって特許請求の範囲および
その同等物の範囲内にある方法および構造をカバーするものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】標的表面に放射線を与える放射線アプリケータの実施例を示す図である。
【図２Ａ】図１の放射線アプリケータを使用して治療されている身体の標的表面の実施例
を示す図である。
【図２Ｂ】図１の放射線アプリケータを使用して治療されている身体の標的表面の断面図
である。
【図３】図１の放射線アプリケータの実施例のブロック図である。
【図４】制御装置のブロック図である。
【図５Ａ】図１から図３で使用した放射線源の実施例のブロック図である。
【図５Ｂ】図３の放射線アプリケータの断面図である。
【図５Ｃ】図１の放射線源の別の実施例を示す図である。
【図５Ｄ】光学構成要素が内蔵された成形カバーの拡大図である。
【図５Ｅ】放射線源から放射線を抽出するように最適化された３次元の幾何学的形状のマ
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ウントの拡大図である。
【図６Ａ】放射線アプリケータのさらに別の実施例を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ａの放射線アプリケータの断面の実施例を示す図である。
【図６Ｃ】標的身体表面内の指定された表面区域に放射線療法を施す放射線アプリケータ
を示す図である。
【図７】図７Ａは、標的表面が目である場合に、標的表面を治療する光学療法機器の別の
実施形態を示す図である。
【０１１９】
　　　　　　図７Ｂは、標的表面が目である場合に、標的表面を治療する光学療法機器の
別の実施形態を示す図である。
【図８Ａ】患者の皮膚に光学療法を施すような構成であり、そのように構成される光学療
法機器を示す図である。
【図８Ｂ】手首ブレスレットの形態の着用可能な光学療法機器を示す図である。
【図８Ｃ】患者の指の爪に光学療法を施すような構成であり、そのように構成される光学
療法機器を示す図である。
【図８Ｄ】接着性包帯の形態の光学療法機器を示す図である。
【図９】特定の患者に合わせて放射線アプリケータを較正する方法の流れ図である。
【図１０】放射線アプリケータを使用する方法の実施例の流れ図である。
【図１１】放射線アプリケータを組み立てる方法の実施例の流れ図である。
【図１２】放射線アプリケータに挿入可能であるモジュールの詳細図である。
【図１３】光線療法を提供する方法の流れ図である。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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