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(57)【要約】
　本発明の目的は、熱活性色素を含み、患者の皮膚上の
温度変化の領域を検出するための受動型平面熱光学構造
体である。本発明にかかる熱光学構造体は、透明フィル
ム層（１０２）と、サーモクロミック層（１０３）と、
固定層（１０５）と、接着層（１０６）と、保護層 （
１０７）とを含む積層構造を有する。上記透明層（１０
２）の表面の少なくとも一部がスクリーン（１０２ａ）
を形成する。上記サーモクロミック層中の少なくとも１
つの色素は、３１～３７℃の範囲にある値を有する温度
しきい値をより高い温度で第１の色を呈し、これを０．
６℃以上の温度範囲で保ち、かつ 色が不定である温度
範囲の幅が０．３℃未満であることを特徴とする。
　さらに本発明の目的は、皮膚アレルギー反応の程度の
評価のための請求項１～２０のいずれか１項に記載の熱
光学検出器の利用である。
　さらに、本発明の目的は、中央ユニット（２１１）と
、患者の皮膚の領域を周囲光から分離するように構成さ
れたハウジング（２０３）と、患者の皮膚に貼り付けた
本発明にかかる熱光学構造体に表示された熱によって表
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の皮膚において温度が変化した領域を検出するための受動型平面熱光学構造体であ
って、少なくとも1つの熱活性色素を含み、透明フィルム層 （１０２）と、サーモクロミ
ック層 （１０３）と、固定層（１０５）と、接着剤層（１０６）と、保護層（１０７）
とを含む積層構造を有することを特徴とし、 
　前記透明層（１０２） の表面の少なくとも一部がスクリーン（１０２ａ）を形成し、
前記サーモクロミック層中の少なくとも１つの色素は、３１℃～３７℃の第１の範囲にあ
る特定の温度しきい値を超える温度で第１の色を呈するとともに０．６℃以上の幅を有す
る第２の温度範囲内でこれを保ち、さらに、前記熱光学構造体によって反射される光の色
が不定である第３の転移温度領域の幅が０．３℃未満であることを特徴とする、受動型平
面熱光学構造体。
【請求項２】
　前記サーモクロミック層（１０３）と前記固定層（１０５）との間に吸収体層（１０４
）を有することを特徴とする、請求項１に記載の熱光学構造体。
【請求項３】
　前記透明フィルム層（１０３）の、前記サーモクロミック層（１０３）が設けられた側
とは反対側の面に設けられた光学フィルタ層（１０１）を更に含んでいることを特徴とす
る、請求項１又は２に記載の熱光学構造体。
【請求項４】
　前記フィルタ層（１０１）が５８９～７００nmの範囲の波を除去することを特徴とする
、請求項３に記載の熱光学構造体。
【請求項５】
　前記フィルタ層（１０１）が４００～５００nmの範囲の波を除去することを特徴とする
、請求項３に記載の熱光学構造体。
【請求項６】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３２．５℃～３３．１℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第１の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
５のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項７】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３３．１℃～３３．７℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第２の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
６のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項８】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３３．７℃～３４．３℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第３の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
７のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項９】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３４．３℃～３４．９℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第４の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
５のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項１０】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３４．９℃～３５．５℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第５の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
５又は９のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項１１】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３５．５℃～３６．１℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第６の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
５、９又は１０のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項１２】



(3) JP 2018-510665 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

　前記サーモクロミック層（１０３）が、サーモクロミック顔料を含むことを特徴とする
、請求項１～５のいずれかに記載の熱光学構造体。
【請求項１３】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、液晶の混合物を含むことを特徴とする、請求項
１～１２のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項１４】
　前記液晶の混合物は、ネマチック又はキラルネマチックの群から選択されるサーモトロ
ピック液晶の混合物のマイクロカプセル形状であることを特徴とする、請求項１３に記載
の熱光学構造体。
【請求項１５】
　前記液晶の混合物が、３２．５℃より高く３３．１℃以下の熱的範囲にて選択的に反射
された光の原色赤色の範囲内、３３．１℃より高く３３．７℃以下の熱的範囲にて選択的
に反射された光の原色緑色の範囲内、及び３３．７℃より高く３４．３℃以下の熱的範囲
にて選択的に反射された光の原色青色の範囲内において、サーモクロミック反応をもたら
すように選択されていることを特徴とする、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記液晶の混合物が、３４．３℃より高く３４．９℃以下の熱的範囲にて選択的に反射
された光の赤色の範囲内、３４．９℃より高く３５．５℃以下の熱的範囲にて選択的に反
射された光の原色緑色の範囲内、及び３５．５℃より高く３６．１℃以下の熱的範囲にて
選択的に反射された光の原色青色の範囲内において、サーモクロミック反応をもたらすよ
うに構成されていることを特徴とする、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記固定層（１０５）と接着剤層 （１０６）の間に収容されたアレルゲン層を備えて
おり、該アレルゲン層が、公知のアレルゲン、ヒスタミン溶液及び中性溶液を含む群から
選択される物質が充填されたカプセルを少なくとも１つ含むことを特徴とする、請求項１
～１６のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項１８】
　前記アレルゲン層中に、アレルゲンが充填されたカプセルを互いに５～７ｃｍの範囲の
距離だけ離して２つ以上含有することを特徴とする、請求項１～１７のいずれか１項に記
載の熱光学構造体。
【請求項１９】
　形状が実質的に長方形であり、その第1の辺が３ｃｍ以上であり、長辺が８ｃｍ以上で
あることを特徴とする、請求項１～１８のいずれか1項に記載の熱光学構造体。
【請求項２０】
　少なくとも１つのスクリーン上にはスケールが設置されていることを特徴とする、請求
項１～１９のいずれか1項に記載の熱光学構造体。
【請求項２１】
　前記スケールが直交座標スケールであることを特徴とする、請求項２０に記載の熱光学
構造体。
【請求項２２】
　前記スケールが同心円からなる極座標スケールであることを特徴とする、請求項２０に
記載の熱光学構造体。
【請求項２３】
　皮膚アレルギー反応の程度を評価するための、請求項１～２２のいずれか1項に記載の
熱光学構造体の利用。
【請求項２４】
　温度が３２．５℃～３４．３℃の範囲である皮膚については請求項１５に記載の熱光学
構造体を使用し、温度が３４．３℃～３６．１℃の範囲である皮膚については請求項１６
に記載の熱光学構造体を使用することを特徴とする、請求項２３に記載の利用。
【請求項２５】
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　中央ユニット（２１１）と、患者の皮膚の領域を周囲光から分離するように構成された
ハウジング（２０３）と、患者の皮膚に貼り付けた請求項１～２１のいずれか１項に記載
の熱光学構造体に表示された色を捕捉するためのデジタルカメラ（２１８）とを備える記
憶装置であって、前記中央ユニットに接続された周囲温度測定手段（２１６）と、前記中
央ユニットに接続された患者の皮膚温度測定手段（２０７）と、熱光学構造体に光を当て
るための標準化された光源とを備えることを特徴とする、記録装置。
【請求項２６】
　前記ハウジング（２０３）は内部が吸収層で被覆されていることを特徴とする、請求項
２５に記載の記録装置。
【請求項２７】
　前記標準化された光源は、CRI値が９０以上の白色LEDであることを特徴とする、請求項
２５又は２６に記載の記録装置。
【請求項２８】
　前記周囲温度測定手段は電子温度計（２１６）であることを特徴とする、請求項２５～
２７のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項２９】
　前記患者の皮膚温度測定手段は、非接触測定をもたらすパイロメータ（２０７）である
ことを特徴とする、請求項２５～２８のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項３０】
　無線通信インターフェースを備えており、前記中央ユニットが前記デジタルカメラ（２
１８）からの画像を該インターフェースを介して他の機器に送信するよう構成されている
ことを特徴とする、請求項２５～２９のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項３１】
　携帯型メモリを接続できるようにするインターフェースを備えており、前記中央ユニッ
トが前記デジタルカメラ（２１８）からの画像をこのメモリに格納するよう構成されてい
ることを特徴とする、請求項２５～３０のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項３２】
　さらに表示手段を備えており、前記中央ユニットがこの表示手段を用いて感熱システム
をセットから識別する情報を出力するよう構成されており、この適用により識別された熱
条件において最良の結果を表示するものとすることを特徴とする、請求項２５～３１のい
ずれか１項に記載の記録装置。
【請求項３３】
　アレルギーの診断方法であって、
　患者の皮膚の第１の領域をヒスタミン溶液にさらすことと、
　患者の皮膚の第２の領域を中性溶液にさらすことと、
　患者の皮膚の第３の領域を被験物質にさらすこととを少なくとも含む暴露工程と、
　少なくとも前記第１の領域、第２の領域及び第３の領域においてヒスタミン反応の程度
を評価する測定工程と、
　前記第３の領域におけるヒスタミン反応の程度を、前記第１の領域及び第２の領域にお
けるヒスタミン反応の程度と比較する比較工程とを備えることを特徴とし、
　前記測定工程において、請求項１～２１のいずれか１項に記載の熱光学構造体の少なく
とも１つを前記第１、第２及び第３の領域で接触するように患者の皮膚に貼り付け、前記
第１、第２及び第３の領域における前記ヒスタミン反応の程度の評価を前記第１、第２及
び第３の領域に対応する少なくとも１つの熱光学構造体の色変化の程度に基づいて行うこ
とを特徴とする、診断方法。
【請求項３４】
 前記測定工程において、前記第３の領域に対応する色の変化領域の最大寸法ＳＴと、前
記第１の領域に対応する色の変化領域の最大寸法ＳＨと、前記第２の領域に対応する色の
変化領域の最大寸法ＳＮとについて測定を行い、（ＳＴ－ＳＮ）／（ＳＨ－ＳＮ）の結果
が1以上である場合に被験物質がアレルゲンであると推定することを特徴とする、請求項
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３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記測定工程は、請求項２２～２８のいずれか１項に記載の記録装置によって自動的に
行われることを特徴とする、請求項３３又は３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記暴露は、物質が塗布された針で前記患者の皮膚を刺すことによって行うことを特徴
とする、請求項３３、３４又は３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記暴露は、物質を皮膚に塗布することによって行うことを特徴とする、請求項３３、
３４又は３５に記載の方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚に貼り付けるための接触式熱光学構造体、ヒスタミン誘発過熱皮下反応
の大きさに基づくアレルギー反応評価のためのこの熱光学構造体の利用、記録装置、及び
アレルギー反応診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｇｅｌl　ａｎｄ　Ｃｏｏｍｂｓの分類によるI型すなわち即時型のアレルギー反応は、
IV型すなわち遅延型のアレルギー反応と同様に、ヒスタミンすなわちβ－イミダゾール－
エタンアミンの放出により皮膚誘発試験を行った場合に、局所的な皮下過熱を引き起こす
。この過熱は毛細管細動脈内皮の表面に位置するＨ１受容体の活性化によって発生し、そ
の膨張を引き起こし、結果として血流が増加する。この増加した血流によって内因性の熱
源がもたらされ、いわゆる高温紅斑として、局所的過熱として皮下に、紅斑として皮膚表
面に現れる。
【０００３】
　皮膚の熱伝導係数が低いと、アレルゲン導入部位における局所熱源からの熱伝導による
熱拡散の影響を無視することができる。結果として、Ｗｏｎｇらが刊行物“Ｍｉｎｉｍａ
ｌ　ｒｏｌｅ　ｆｏｒ　Ｈ１　ａｎｄ　Ｈ２　ｈｉｓｔａｍｉｎｅ　ｒｅｃｅｐｔｏｒｓ
　ｉｎ　ｃｕｔａｎｅｏｕｓ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｈｙｐｅｒｅｍｉａ　ｔｏ　ｌｏｃａｌ
　ｈｅａｔｉｎｇ　ｉｎ　ｈｕｍａｎｓ“（Ｊｏｕｒｎ．Ａｐｐｌ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．，
２００６）に開示した通り、皮膚の表面に見られる高温領域の直径、すなわち紅斑は、皮
膚内でのヒスタミン拡散による強制的な血液灌流によって生じる熱源の大きさに、直接対
応すると推定することができる。これは、皮膚のアレルギー反応中に放出されたヒスタミ
ンの血管拡張作用のみに起因して見られる特定の皮膚熱効果であり、この効果は他の付随
する病態生理学的プロセス、特に炎症性メディエーターによって誘導されるものとは関連
しない。
【０００４】
アレルギー誘発皮膚試験の結果を読みとるための従来の方法論では、５点スケール状の主
観的定量尺度が適用されてきた。導入されたアレルゲンに対して即時型のアレルギー反応
が起きたかどうかを判定するために、生じた紅斑の直径を、ミリメートル単位の定規を用
いて、試験を行ってから約１５分後に、上記紅斑が被験物質の反応であるとして測定する
。次に、上記直径を、濃度１ｍｇ／ｍｌで導入したヒスタミンに対する参照反応の直径と
比較し、濃度０．９％の生理食塩水（ＮａＣｌ）溶液を用いた対照試験と比較する。
【０００５】
　紅斑の程度は、アレルギー検査の陽性結果の定性的／定量的指標と考えられる。しかし
ながら、皮膚の試験結果を直接視覚的に評価することは客観的な方法ではなく、短い時間
間隔で反応特性が大きくばらつくことに直接的に由来する多くの欠点を有する。



(6) JP 2018-510665 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

【０００６】
　臨床的な問題としては、検査を行う患者、すなわち小児、成人あるいは高齢者の紅斑の
大きさに基づいて、正確かつ客観的な判定を行うことが挙げられる。
【０００７】
　この目的のために定規と試験者の目のみを基準に用いるため、実際には特定の導入され
たアレルゲンに対してアレルギー性である。科学文献は、次のことを示唆している。紅斑
の形態を有する測定可能なこのようなアレルギー反応は、肥満細胞の脱顆粒化と、血管拡
張作用を有するヒスタミンの放出とを行うアレルゲンを導入することによって誘発される
反応の結果生じるものであり、皮膚温度が局所的に１．５℃～２．５℃上昇することと正
の相関がある場合には、ここで、サーモグラフィ機器によって記録されたアレルギー反応
の表面は、皮膚上で視覚的に認識可能な変化より３～５倍大きい。これは、サーモグラフ
ィによってアレルギー反応の間に皮下に起こる過熱の実際の程度をイメージングすること
が可能であることを意味しており、これと対照的に、表皮紅斑はこの過熱の視覚的症状に
過ぎない。サーモグラフィ装置はこの場合、ヒスタミン反応の熱的画像、具体的には、導
入されたアレルゲンに応答するプロセスのカスケードで生じる過熱をもたらす、この反応
の血管拡張成分の熱的画像のコンバータ及び熱光学増感装置として機能する。
【０００８】
　サーモグラフィの適用によって、皮下血管過熱の程度によって測定される皮膚アレルギ
ー反応の実際の強度を客観的に判定することができ、これによりアレルゲン導入部位のま
わりと、その周囲の皮膚表面の温度分布のカラー画像を生成し、紅斑の形をした外部症状
ではなく、実際の過熱反応の直径を正確に測定することが可能となり、正しい診断を促進
する。ここでは遠隔で、冷却されたボロメータを備えるとともにコンピュータに接続され
ている赤外線カメラによって、検査する皮膚の表面からの熱放出を記録するサーモグラフ
ィの、アレルギー反応の測定についての有効性は、すでにＢａｇｎａｔｏらの“Ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ａｌｌｅｒｇｅｎ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｓｋｉｎ　ｒｅａｃｔｉｏ
ｎｓ　ｂｙ　ｃｏｍｐｕｔｅｒｉｚｅｄ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｔｅｌｅｔｈｅｒｍｏｇｒａ
ｐｈｙ（Ｊｏｕｒｎ．Ｉｎｖｅｓｔｉｇ　Ａｌｌｅｒｇｏｌ　Ｃｌｉｎ　Ｉｍｍｕｎｏｌ
．，１９９７）に記載されている。　そこに記載された実験では、患者は、一組のアレル
ゲンと、０．９％ＮａＣｌなどの中性の対照溶液とを、ヒスタミン溶液とともに用いて局
所皮膚試験を受けている。 
【０００９】
　欧州特許出願ＥＰ０１８９３８１には、液晶プレートに向けたカメラによって身体表面
のサーモグラフィ画像を取得するためのシステムが開示されており、上記システムにおい
て検出器システムは非熱的に較正された液晶プレートを備えており、よって、記録された
画像の変換はソフトウェアの操作に起因して起こり、表皮温熱の正確な排除が不可能とな
るが、この排除は皮膚科学的診断において必要とされるものである。
【００１０】
 現状の技術水準で知られている解決策は、較正中に行われる操作が非常に複雑であるた
め、また、皮膚の検査領域の熱的バックグラウンド温度の変化に影響を受け、実際のアレ
ルギー性過熱の画像を、患者の健康に関連する他の表皮変化による熱伝播に起因するアー
チファクトから正確に分離することが不可能であるため、臨床的皮膚科学的診断の目的の
ための利用には適していない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、上述の問題を解決することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の、患者の皮膚において温度が変化した領域を検出するための受動型平面熱光学
構造体は、熱活性色素を含み、透明フィルムの層と、サーモクロミック層と、固定層と、
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接着層と、保護層とを含む積層構造を有することを特徴とする。透明層表面の少なくとも
一部はスクリーンを形成する。サーモクロミック層中の少なくとも１つの色素は、３１℃
～３７℃の範囲の値を有する温度しきい値を超える温度で第１の色を呈するとともに０．
６℃以上の温度範囲内でこれを保ち、かつ上記熱光学構造体から反射される光の色が不定
である温度範囲の幅が０．３℃未満である。上記固定層は、上記接着剤層中で上記色素と
上記接着剤とが混ざることを防止する。上記接着剤層は、皮膚に貼り付けた上記システム
の良好な接着性と、皮膚と熱光学構造体との間の全表面にわたる均一な熱抵抗をもたらす
。上記保護層によって、上記接着剤層を保護し、貯蔵及び輸送中に周囲環境や汚染物質か
ら上記接着剤層を隔離することができる。上記保護層は、患者の皮膚に上記システムを貼
り付ける直前に剥離する。
【００１３】
　上記色素が上記第１の色を０．６℃以上保つ温度範囲の幅によって、局所的な温度変化
が同じ色でマッピングされることになり、ヒスタミン反応の程度についての評価が妨げら
れないようになる。上記転移範囲の幅は、温度変化領域の範囲を色の変化領域にマッピン
グする精度に影響を与える。転移が早いほど好ましいが、一般的には０．３℃未満であれ
ば満足できる結果が得られる。結果として、０．６℃よりも狭い転移温度範囲の値と上記
一定の第1の色領域の幅とを組み合わせることにより正確なヒスタミン反応のマッピング
が得られ、これは、皮膚表面の自然な温度分布のマッピングによって、正確で歪みのない
ものとなる。
【００１４】
　上記温度しきい値は、アレルギー検査を受ける患者の皮膚で観測される大部分の温度に
適合する摂氏３１度から摂氏３７度の範囲に収まるものとする。病気の患者にこれらの検
査を受けさせることは適切でない。上記感熱性の温度しきい値は、判定された患者の皮膚
の温度に対して個別に選択するものとする。本発明によれば、これらの一連のシステムが
提供され、そこから特定の患者検査のために１つのシステムを選択する。
【００１５】
　上記温度しきい値より低い温度に対する上記システムの色は、透明とすることができる
。この場合、追加の吸収層を適用することにより、上記熱光学構造体表面の色マッピング
のコントラストを向上させることができる。上記コントラストの更なる改善は、サーモク
ロミック層の反対側のフィルム層に適用される光学フィルタの追加の層を選択された色に
対して使用することによって達成することができる。フィルタの役割は、測定範囲外の波
長範囲の反射光を除去することである。例えば、５８９～７００ｎｍ の範囲の波は、サ
ーモクロミック層に青色変色色素を利用することによって排除することができ、４００～
５００ｎｍの範囲の波は、サーモクロミック層に赤色変色色素を利用することによって排
除することができる。さらに、フィルタを利用することにより、上記システムから反射さ
れる光の色が画定されない温度範囲の幅はより狭くなる。
【００１６】
　好ましくは、上記サーモクロミック層は、３２．５℃～３３．１℃の範囲にある温度し
きい値よりも高い温度に対して第１の色を呈する色素を含む。
【００１７】
　好ましくは、上記色素は３３．１℃～３３．７℃の範囲にある温度しきい値よりも高い
温度に対して第２の色を呈する。
【００１８】
　好ましくは、上記色素は３３．７℃～３４．３℃の範囲にある温度しきい値よりも高い
温度に対して第３の色を呈する。
【００１９】
　好ましくは、上記色素は３４．３℃～３４．９℃の範囲にある温度しきい値よりも高い
温度に対して第４の色を呈する。
【００２０】
　好ましくは、上記色素は３４．９℃～３５．５℃の範囲にある温度しきい値よりも高い
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温度に対して第５の色を呈する。
【００２１】
　有利には、上記色素は３５．５℃～３６．１℃の範囲にある温度しきい値よりも高い温
度に対して第６の色を呈する。
【００２２】
　好ましくは、上記サーモクロミック層はサーモクロミック顔料又は液晶混合物を含む。
【００２３】
　色応答の異なる温度範囲を利用することにより、環境の温度や試験を受ける患者の個々
の特徴に応じて、様々な実施形態で本発明にかかる熱光学構造体を使用することが可能と
なる。また、１回の試験において色範囲を組み合わせることもできる。原色である赤、青
、緑が最も入手しやすい。赤色が上記第１と第４の色に対応し、青色が上記第２と第５の
色に対応し、緑色が上記第３と第６の色に対応すると仮定すると、２つのタイプの熱光学
検出器を用いることによって上述した全ての範囲を達成することができる。
【００２４】
　好ましくは、上記液晶混合物は、ネマチック又はキラルネマチックの群から選択される
サーモトロピック液晶の混合物をマイクロカプセル状にしたものである。
【００２５】
　好ましくは、上記液晶混合物は、３２．５℃より高く３３．１℃以下の温度範囲で選択
的に反射された光の赤色の範囲内、３３．１℃より高く３３．７℃以下の温度範囲で選択
的に反射された光の原色緑色の範囲内、及び３３．７℃より高く３４．３℃以下の温度範
囲で選択的に反射された光の原色青色の範囲内においてサーモクロミック反応をもたらす
ように選択される。
【００２６】
　好ましくは、上記液晶混合物は、３４．３℃より高く３４．９℃以下の温度範囲で選択
的に反射された光の赤色の範囲内、３４．９℃より高く３５．５℃以下の温度範囲で選択
的に反射された光の原色緑色の範囲内、及び３５．５℃より高く３６．１℃以下の温度範
囲で選択的に反射された光の原色青色の範囲内において、サーモクロミック反応をもたら
すように選択される。
【００２７】
　好ましくは、上記熱光学検出器は、固定層と接着層との間に収容されたアレルゲン層を
備え、該アレルゲン層が、公知のアレルゲン、ヒスタミン溶液及び中性溶液を含む群から
選択された物質が充填されたカプセルを少なくとも１つ含む。
【００２８】
　好ましくは、上記熱光学構造体は、上記アレルゲン層に、公知のアレルゲン、ヒスタミ
ン溶液及び中性溶液を含む群から選択される物質が充填されたカプセルを互いに５～７ｃ
ｍの範囲の距離だけ離して２つ以上含有する。
【００２９】
　好ましくは、上記熱光学構造体は実質的に長方形であり、その第1の辺は３ｃｍ以上で
あり、その長辺は８ｃｍ以上である。
【００３０】
　好ましくは、上記スクリーン上に、スケール、特にデカルト座標スケール又は同心円か
らなる極座標スケールが少なくとも１つ設置されている。
【００３１】
　本発明によれば、被験物質に対する皮膚アレルギー反応の程度を評価するために、熱光
学検出器を用いることができる。
【００３２】
　本発明の記録装置は、中央ユニットと、患者の皮膚の領域を周囲光から分離するように
構成されたハウジングと、患者の皮膚に接触している上記熱光学構造体に表示された色を
捕捉するためのデジタルカメラとを備える記憶装置であって、前記中央ユニットに接続さ
れた周囲温度測定手段と、前記中央ユニットに接続された患者の皮膚温度測定手段と、熱
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光学構造体に光を当てるための標準化された光源とを備えることを特徴とする。標準化さ
れた光源を適用することにより、上記熱光学構造体上で見える高温領域の画像について実
現した分析がより正確なものとなる。さらに、上記装置が上記周囲温度測定手段と上記皮
膚温度測定手段とを備えることにより、熱的条件に応じて、上記熱光学構造体が使用され
るべき情報や、熱的条件が不適切であるという情報をユーザに表示することが可能となる
。
【００３３】
　好ましくは、上記周囲温度測定手段は電子温度計であり、上記患者の皮膚温度測定手段
は非接触測定をもたらすパイロメータである。
【００３４】
　好ましくは、上記ハウジングは内部が吸収層で覆われている。
【００３５】
　好ましくは、上記標準化された光源は、カラーレンダリング指数（ＣＲＩ）が９０以上
である白色LEDである。
【００３６】
　好ましくは、上記記録装置は無線通信インターフェースを備えており、上記中央ユニッ
トが上記デジタルカメラからの画像を該インターフェースを介して他の機器に送信するよ
う構成されている。
【００３７】
　好ましくは、上記装置は携帯型メモリを接続できるようにするインターフェースを備え
ており、上記中央ユニットが上記デジタルカメラからの画像をこのメモリに格納するよう
構成されている。
【００３８】
　好ましくは、上記装置はさらに表示手段を備えており、上記中央ユニットがこれにより
上記熱光学構造体をセットから識別する情報を出力するよう構成されており、これを用い
ることにより、温度測定手段によって識別された熱条件における最良の結果を表示するも
のとする。本発明にかかる装置の利用と本発明にかかる熱光学構造体の利用とを組み合わ
せることにより、最も迅速で最も正確な診断が得られる。周囲温度測定を患者の皮膚の測
定と組み合わせることにより、使用する上記熱光学構造体における上記色素の温度しきい
値がどの温度範囲に適合すればよいかを判定することができる。
【００３９】
　本発明のアレルギー診断方法は、
　患者の皮膚の第１の領域をヒスタミン溶液にさらすことと、
　患者の皮膚の第２の領域を中性溶液にさらすことと、
　患者の皮膚の第３の領域を被験物質にさらすこととを少なくとも含む暴露工程と、
　少なくとも上記第１の領域、第２の領域及び第３の領域においてヒスタミン反応の程度
を評価する測定工程と、
　上記第３の領域におけるヒスタミン反応の程度を、上記第１の領域及び第２の領域にお
けるヒスタミン反応の程度と比較する比較工程とを備える。
　本発明によれば、上記測定工程は少なくとも１つの本発明の熱光学構造体を利用するこ
とを含み、これを上記第１の領域、第２の領域及び第３の領域で患者の皮膚と接触させ、
上記第１、第２及び第３の領域における上記ヒスタミン反応の程度を、上記熱光学構造体
の上記第１、第２及び第３の領域それぞれに特有の色変化の程度に基づいて評価する。
【００４０】
　本発明によれば、上記測定工程は少なくとも１つの本発明の熱光学構造を含み、これを
第１の領域、第２の領域及び第３の領域で患者の皮膚と接触させ、第１、第２及び第３の
領域における上記ヒスタミン反応の程度を上記第１、第２及び第３の領域それぞれに特有
の熱光学構造体の色変化の程度に基づいて評価する。
【００４１】
　上記測定工程において、上記第１、第２及び第３の領域を含包し３ｃｍ以上の幅の余白
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を備えた面積を有する単一の熱光学構造体を利用することができる。また、各領域に対し
て個別の熱光学構造体を利用することもできる。
【００４２】
　好ましくは、上記測定工程において、上記第３の領域に対応する色の変化の最大寸法Ｓ

Ｔと、上記第１の領域に対応する色の変化領域の最大寸法ＳＨと、前記第２の領域に対応
する色の変化領域の最大寸法ＳＮについて測定を行い、（ＳＴ－ＳＮ）／（ＳＨ－ＳＮ）
の結果が1以上である場合に被験物質がアレルゲンであると推定する。
【００４３】
　好ましくは、上記測定工程は、本発明の記録装置によって自動的に行われる。
【００４４】
　好ましくは、上記暴露は上記物質が塗布された針で患者の皮膚を刺すことによって行う
。
【００４５】
　好ましくは、上記暴露は上記物質を皮膚に塗布することによって行う。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明によって理解できる熱光学構造体、記録装置、その利用及び方法によれば、単な
る症状でありアレルギー反応強度の指標として扱われている表皮紅斑の直径を評価する主
観的視覚的方法を置き換えることが可能となる。上記表皮性紅斑は、別個にマスクするこ
とができるものであり、表皮層の厚さ、個々の条件、又は皮膚色素沈着に大きく依存する
。一方、上記実際の皮下過熱はマスクすることができず、ヒスタミン移動の結果であり、
微小循環血管での血管拡張作用に関連する熱発生効果によって刺激されるものである。ヒ
スタミンに対する上記血管の反応の程度は、皮膚アレルギー反応の速度や強度の直接的な
標識である。これを表皮の変色すなわち発赤状の中間症状の評価によって置き換えてしま
うと、評価が客観的なものにならない。しかしながら、温度上昇領域はヒスタミンに対す
る反応の程度に直接的に対応する。
【００４７】
　本発明は、皮膚熱効果に基づくものであり、その細胞機構に対するアレルギー反応との
関係は、粒状物の脱顆粒化とヒスタミン放出の直接的なシグナルが肥満細胞の細胞膜の表
面に位置する特異的抗体への抗原アレルゲンの結合であることから生じ、ここでは表在性
のレセプターＦｃεＩが結合しているＩｇＥクラス抗体が重要な役割を果たす。放出され
たヒスタミンによって誘発される紅斑の形態の表皮反応の程度はアレルギー反応の亢進の
程度に比例し、よって、これは皮膚アレルギー反応の強度の標識の1つを構成する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
　本発明の目的を図面の実施形態に示す。
【図１】図１は個々の層に標識を付した本発明にかかる試験の概略断面図である。
【図２】図２は本発明にかかるシステムのブロック図である。
【図３】図３は本発明の一実施形態において利用する液晶混合物の温度と波長の関係を示
す表である。
【図４】図４は本発明の一実施形態における液晶混合物の原色の範囲におけるサーモクロ
ミック反応の例示的な範囲を含む表である。
【図５】図５は、これらの混合物の例示的な組成物を含む表である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　本発明にかかる熱光学構造体の基本的な機能は、電磁的波長が８μｍ～１５μｍである
赤外線の範囲内に収まり、血管拡張性ヒスタミン反応の結果として皮膚の下で生成される
熱的な生体信号を、波長が３８０～７８０ｎｍである可視光のスペクトル範囲で皮膚表面
の温度分布のカラー画像に変換することである。
【００５０】
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　本発明にかかる熱光学的構造体は、アレルギー反応中にヒスタミンによって誘発される
皮下過熱の画像に対する増感器として機能する。これは、局所的な皮膚温度の上昇が、上
記システムのスクリーンを形成するサーモクロミック色素層やサーモトロピック中間相で
選択的に反射された光の色と関連するためである。この色は、好ましくは各原色赤、緑、
青が０．６℃毎に連続して現れる。
【００５１】
　人間の皮膚に存在する典型的な温度スペクトルを原色の集まりでカバーするために、本
発明にかかる熱光学構造体のセットであって、３１℃～３７℃の範囲内において０．６℃
毎以上の密度で分布する色の温度しきい値を有するセットを提供することを目的とする。
【００５２】
　医師は、皮膚温度測定に基づいて、あるいはこれらを順に照合して、所定の条件で患者
に適したシステムを選択することができる。
【００５３】
　好ましい解決策として、３つの色をもたらす２つの熱光学構造体を提供することが挙げ
られる。これにより、各熱光学構造体がより広い温度範囲をカバーすることができる。第
１の熱光学構造体は、３２．５℃～３４．３℃の範囲で動作する。第２の熱光学構造体は
、３４．３℃～３６．１℃の温度範囲で動作する。この解決法によって、１組となってい
る２つの熱光学構造体を１つ用いることでほとんどの患者に対してアレルギー検査を行う
ことができる。
【００５４】
　本発明にかかる熱光学構造体は、図１に示す積層構造を有する。上記透明フィルムから
なる層１０２はポリエステルからなる透明なベースフィルムによって構成されており、そ
こにスクリーン１０２ａも設けられている。上記透明フィルムからなる層１０２は、ネマ
チック群、特にキラルネマチックから選択されたマイクロカプセル化サーモトロピック液
晶の混合物の形態で存在するサーモクロミック色素を含むサーモクロミック層１０３の担
体である。上記サーモクロミック層１０３は、吸収材として作用する黒色色素を加えたポ
リマーで覆われている。 このポリマーにより吸収材層１０４を構成する。
【００５５】
　上記透明熱光学フィルム上に設けられた液晶の層が、吸収材として作用する黒色色素で
覆われていない場合には、サーモトロピック中間相で選択的に反射された光の色が、患者
の検査された皮膚のバックグラウンド上で直接見えることになり、コントラストがずっと
小さくなり、その結果アレルギー検査を読み出すために不可欠な過熱紅斑の画像の境界が
ぼやける可能性があるが、このようなサーモグラフィ画像はアレルギー検査を行う場所で
直接適用されるので、医師が目で見ることができ、いずれにしても、上記熱光学構造体を
適用することで、現在知られている試験に対して精度が向上する。
【００５６】
　上記色素の層１０３及び吸収材の層１０４は、ポリエチレン又はポリプロピレンの薄膜
からなる固定層１０５によって固定されており、接着剤の層からこれらを分離している。
【００５７】
　透明フィルム層１０２、サーモクロミック１０３、必要に応じて吸収材層１０４を有す
るフィルム１０５、という層構成を備えた積層構造体は、従来技術において様々な用途で
知られている。これらは一般的に熱光学箔と呼ばれている。
【００５８】
　上記固定層１０５上に接着層１０６が設けられている。接着剤層に利用される接着剤は
、人間の皮膚にとって生物学的、化学的に中性である。また上記熱光学構造体には、含浸
セルロースフィルムからなる保護層１０７が設けられている。この層は、上記熱光学構造
体を皮膚に貼り付ける直前に簡単に接着層１０６から剥離することができる。
【００５９】
　ポリエステルベースフィルム層１０２の外側表面のスクリーン窓側に、化学的又は物理
的な光学フィルタ層１０１が設けられている。このようなフィルタは、例えば光伸光学工
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業株式会社（日本）やＥｄｍｕｎｄ　Ｏｐｔｉｃｓ社（米国）で市販製造されている。上
記フィルタ層１０１は、５８９～７００ｎｍの波長範囲の電磁波、すなわち赤色光のスペ
クトルを除去するよう作用する。したがって、５８９ｎｍ未満の、緑色および青紫色の範
囲内のサーモクロミック応答のコントラストが増加する。これにより、読み出し精度がさ
らに向上する。
【００６０】
　あるいは、他のスペクトル範囲をフィルタリングすることができる。例えば、４００～
５００ｎｍの波長範囲の電磁波、すなわち選択的に反射された青色光のビームを除去する
光学フィルタ（１）を使用して、５００ｎｍを超える緑色及び赤色の範囲での上記サーモ
クロミック反応のコントラストを増加させることが挙げられる。
【００６１】
　フィルタの種類は、使用する液晶組成に基づいて、より正確には、これらの液晶がどの
色の範囲で温度変化に反応を示すかに基づいて選択される。適用された色応答範囲に対応
しない可視光スペクトル部分を除去することにより、コントラストが増加する。
【００６２】
　上記アレルギー反応試験のためのアレルゲンは通常、予めアレルゲンで濡らした針で皮
膚を刺すことにより導入する。その結果、アレルギー反応焦点の幾何学的中心は、実質的
に穿刺点に対応する。同様に、ヒスタミンと中性溶液を取り扱う。通常、一度で複数のア
レルゲンについて検査を行う。患者の前腕又は背中に、一列に又はマトリクス状の配置で
連続して刺す。隣接する試験の紅斑が重ならないように選択して穿刺部の分離を行う。熱
試験の場合、典型的な分離距離は５ｃｍ以上増加させるべきである。穿刺部の周辺領域に
ついて観察するためには、少なくとも半径３ｃｍの円形領域を保つべきである。
【００６３】
　点状又は引っ掻き状試験におけるアレルゲンに対する皮膚反応の読み出しは、適用した
瞬間から１５分以上あけて行う。読出しのため、本発明にかかる熱光学構造体を、保護フ
ィルム層１０７を前もって剥離した後に、接着剤層１０６で被覆された側を患者の皮膚の
アレルギー試験を行う場所に直接付着させる。上記検査を行う皮膚に上記熱光学構造体を
付着させた瞬間から最短で１０秒後に、スクリーン１０２ａを構成する窓部に、ヒスタミ
ン反応強度の指標としての局所的過熱のカラー画像、ひいては所与のアレルゲンに対する
アレルギーの存在が現れるか否かがわかる。暴露する回数に応じて、1つ又は複数の熱光
学構造体を使用することができる。 特に、それぞれの変化に対して独立したシステムを
使用することができる。
【００６４】
　アレルギー反応中の誘発された過熱の画像は、３２．５℃～３４．３℃の範囲で動作す
るフィルムＩ上に赤色を除去する光学フィルタを適用するためスクリーンにおいて緑色又
は青色であるか、又は、３４．３℃～３６．１℃の範囲で動作するフィルムＩＩ上に青色
を除去する光学フィルタを適用するためスクリーンにおいて緑色又は赤色である。
【００６５】
　好ましい実施形態において、本発明にかかる熱光学ストリップシステムは、このような
穿刺部のマトリクスや列に対応するサイズを有し、大型のスクリーンを備えるか、又は各
穿刺部に対応するマトリクス又は列状のスクリーン１０２ａを備える。この解決策は、ア
レルゲンに浸漬した針で刺すための開口部をスクリーンの中央に設けることによって改善
することができる。次いで、本発明にかかる熱光学構造体を患者の皮膚に貼り付けた後に
、スクリーンと穿刺部とが互いに正確に対応するように上記穿刺処置を行う。
【００６６】
　上記熱光学構造体のこの実施形態に対する追加の好ましい変形例は、スクリーン上に配
置されたスケールを備えるものである。これはミリメートルスケールであり、穿刺部の中
心とスケールの中心が互いに対して変位した場合であっても容易な読み出しを可能にする
。また、同心円状のスケールを使用することもできる。そのような解決策には、読み出し
を容易にし、熱スポットの形状が不規則である場合でも、アレルギー変化の程度を直ちに



(13) JP 2018-510665 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

評価することができるという利点がある。しかしながら、不利な点として、上記スケール
の中心が上記変化の中心に対してずれてしまうと、その有用性が大幅に減少してしまう点
が挙げられる。画面上に複数のスケールを設けることにより、より多くの数の読み出しを
同時に検査することができる。
【００６７】
　上記検査のプロセスは、本発明の下記の改良された実施形態を用いることにより、大幅
に短縮することができる。この実施例においては、さらにアレルゲン層を設ける。上記固
定層１０５と上記接着剤層１０６との間、すなわち可能な限り患者の皮膚の近くにこれを
配置し、上記アレルゲン層が、選択されたアレルゲン、あるいは典型的なアレルゲンのセ
ットと対照試験を行うための物質（中性溶液及び純ヒスタミン）を含有するマイクロカプ
セルで点状に被覆したものとすることにより、最良の結果が得られる。上記マイクロカプ
セルの直径は１２ｍｍである。上記マイクロカプセルの幾何学的中心は、スクリーンの中
心に対応する。したがって上記固定層１０５は、接触アレルギー検査のために使用される
アレルゲン用担体を構成する。
【００６８】
　上記試験は、皮膚に上記熱光学構造体を貼り付け、次にマイクロカプセル化されたアレ
ルゲンの位置する場所で強く押圧を行い、これらを皮膚の表面に徐々に放出させることに
よって行う。したがって、上記アレルゲンは接触アレルギー試験の類似試験を行うために
使用することができ、マイクロカプセルからアレルゲンを放出するのに必要な範囲内の機
械的圧力は、中間相のサーモクロミック反応の質には影響を与えない。
【００６９】
　さらに正確な結果は、上記マイクロカプセルが位置する点で上記システムの厚み全体を
貫くように針で刺すことによっても得ることができ、上記アレルゲンで被覆された針を用
いて皮膚を刺すことにより行うアレルゲン塗布の典型的な方法をもたらす。この塗布方法
では、上記マイクロカプセルのサイズをより小さなものとすることができ、１ｍｍ未満と
してもよい。
【００７０】
　キラルネマチック又は非キラルネマチック群から選択され、マイクロカプセル化によっ
て機械的歪みに対して保護されたサーモトロピック液晶を含むサーモクロミック層のため
の担体を構成する可とう性透明ポリマーを備えた熱光学フィルムを製造するための多くの
技術が当業者に知られている。これは、この種のフィルムの多くの工業的用途に関連する
ものであり、特に体温計製造用途に関連するものである。このような解決策は、特に、米
国特許第６２０４９００号明細書（１９９７年）において「マイクロカプセル化液晶及び
それを用いる方法及びシステム」と題された発明が開示されており、米国特許第６１２０
７０１号（１９９９年）において「マイクロカプセル化液晶とこれを用いる方法及びシス
テム」と題された発明が開示されており、あるいは、最新の米国特許出願第２０１３０１
４６８１１号（２０１２年）において「マイクロカプセル化コレステリック液晶の再利用
方法」と題された発明が開示されている。これらは全て、参照により本明細書に含まれる
。このため、キラルネマチックを含むネマチック群から選択された液晶の、適切なポリマ
ーを用いた工業的マイクロカプセル化の商業的提供を利用することは合理的であり、同様
に、中間相のサーモクロミック反応が所与の狭い範囲でおこる適切な液晶混合物の製造の
提供（例えばＬＣＲ　Ｈａｌｌｃｒｅｓｔ社、米国）を利用することも合理的である。 
【００７１】
　一つの実施形態においては、本発明にかかる熱光学構造体のセットであって、キラルネ
マチックを含むネマチック群から選択されたサーモトロピック液晶の２つの異なる混合物
を用いて典型的な温度スペクトルを確実にカバーするものであり、３２．５℃～３４．３
℃の第１の動作温度範囲及び３４．３℃～３６．１℃の第２の動作温度範囲において、温
度幅が０．６℃である赤、緑、青の原色に対して上記２つの混合物を比較的一定に熱光学
的に分離できるサーモクロミック反応を特徴とする、熱光構造体を提供する。
【００７２】
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　図３に示す表は、サーモトロピック中間相における温度Ｔｎ（℃）と選択的に反射され
た光の電磁波長λｎ（ｎｍ）との関係を示す。これは、非キラルネマチックを含むキラル
ネマチック群から選択された液晶で構成されている、３２．５℃～３４．３℃の範囲で熱
光学的に反応する混合物Ｉ及び３４．３℃～３６．１℃の範囲で熱光学的に反応する混合
物ＩＩについて分光光度法により測定した結果である。
【００７３】
　図４に示す表は、３２．５℃～３４．３℃の範囲で熱光学的に反応する混合物Ｉと３４
．３℃～３６．１℃の範囲で熱光学的に反応する混合物ＩＩについて、赤、緑、青の原色
の範囲におけるサーモクロミック反応の温度範囲を示す。
上記混合物は非キラルネマチックを含むキラルネマチック群から選択された液晶で構成さ
れており、同時に、両方の混合物の中間相において選択的に反射された光の各原色が現れ
る個々の熱的範囲の幅を０．６℃に画定するものである。
【００７４】
　非キラルネマチックを含むキラルネマチック群から選択された液晶で構成される混合物
の例であって、３２．５℃～３４．３℃の範囲で熱光学的に反応する混合物Ｉと、３４．
３℃～３６．１℃の範囲で熱光学的に反応する混合物ＩＩの例を図５の表に示し、両方の
混合物の定性的定量的組成、一般的な定性組成を画定する。このような混合物は、特に、
米国特許第３４４１５１３号、米国特許第４３０１０２３号、米国特許第５５０５０６８
号、米国特許第４５４７３０９号、及び欧州特許出願第０４０４６３９号により知られて
いる。顧客の要求に従って混合物を実現する商業的供給業者も知られている。例えば米国
のＬＣＡ　Ｈａｌｌｃｒｅｓｔ社は、図３の表に記載されたサーモクロミック反応特性に
基いて、調製済の混合物を供給することができる。
【００７５】
　例えば、ベースフィルム層１０２は、厚みが約１２０μｍである透明なポリエステルか
ら作製される。キラルネマチックを含むネマチック群から選択された液晶の混合物であっ
て、ＭＥＬＣ（Ｍｉｃｒｏ－ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｅｄ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ
ｓ）技術によってマイクロカプセル化されており、球の直径が約３０μｍであり、少なく
とも５つの液晶画分を含み、厚さ約４０μｍのサーモクロミック層１０３を形成するため
の混合物を上記ベースフィルム層１０２にスクリーン印刷によって塗布する。あらかじめ
、スクリーン印刷技術で使用可能な適切なポリマー分散液中に、マイクロ球を構成する化
学化合物に対して中性の有機溶媒を用いてマイクロカプセルを懸濁させておく。分散液の
組成や溶媒の選択は、マイクロカプセル化供給業者によって調製される。
【００７６】
　マイクロカプセル化された液晶を有する上記サーモクロミック層１０３は、スクリーン
印刷において、黒色染料を含む追加のポリマー吸収層１０４で被覆される。上記黒色染料
は、Ｐｒｏｅｌｌ　ＫＧ社製の試薬を用いて、ベースＮｏｒｔｌｉｔ１００（登録商標）
に黒色色素９４８Ｂｌａｃｋと１０％の溶媒Ｔｈｅｎｎｅｒ１９０を加え、温度２０℃で
溶媒を蒸発させて乾燥させたものである。
【００７７】
 本発明にかかる装置において、キラルネマチックを含むネマチック群から追加について
適切に選択した液晶の混合物を利用することにより、常に特定の所定の温度範囲で生じる
所定の電磁波長を有する光線の選択的反射現象という形態で中間相の明確なサーモクロミ
ック反応が得られる。これにより、熱光学構造体の製造工程において装置全体を適切に較
正し、読み取り値の再現性が得られる。
【００７８】
　したがって、患者の皮膚アレルギー試験の結果を評価する医師は、アレルゲン試験の結
果は毎回、皮下ヒスタミン誘発性過熱を、参照１ｍｇ／ｍｌヒスタミン溶液を用いて標準
的に行われた対照に対してイメージングすることに起因して標準化され、このような反応
の比較によって、アレルギー反応の個々の相対的程度及び強度が評価できることを確信す
ることになる。
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【００７９】
　典型的には、患者はヒトであり、検査は前腕の内側又は背中で行われる。吸収材を含ま
ない透明なベースフィルムを使用するため、皮膚の変化を同時に観察することができるが
、コントラストを犠牲にする。
【００８０】
　当業者であれば、温度変化の下での光波の選択反射の技術的効果を液晶混合物以外で得
る方法も知見している。例えば、特に米国特許第５４８０４８２号、米国特許第５５５８
７００号、米国特許第４７２０３０１号、米国特許第５２１９６２５号、米国特許第５５
５８７００号、米国特許第５５９１２５５号、米国特許第５９９７８４９号、米国特許第
６１３９７７９号、（米国特許第６４９４９５０号）、米国特許第７４９４５３７号、米
国特許第７３３２１０９号、米国特許第６４８５８２４号、欧州特許第２１３８５５０号
などの特許文献に記載された可逆性サーモクロミック色素の群、あるいは、例えば特に米
国特許出願公開２０１４００３７３６２号、米国特許第７２７８３６９号、米国特許出願
公開２００９０２７８０９０号、国際公開１９８４０００６０８号公報、米国特許出願公
開２００５０１０４０４３号に記載された不可逆性サーモクロミック色素の群に含まれる
適切な化学化合物を利用することにより、この効果が得られる。上記特許文献は参照によ
り本明細書に援用される。
【００８１】
　あるいは、適切な安定化されたサーモトロピック液晶混合物の使用により、個々の粒子
の性質ではなくマクロ構造の結果である熱光学活性は、この観点からすれば、非液晶型の
サーモクロミック色素の場合とは全く異なる機構で熱光学効果が得られる。特に利用可能
なものとして、キラルネマチックを含むネマチック群から選択された液晶であり、温度の
変化に伴いその中間相において選択的に反射される光の波長の変化を可逆的に変化させる
能力を有することを特徴とする液晶が挙げられ、ここで、選択的反射は文献により知られ
る式によって記述されるブラッグ的効果に相当する。
【数１】

　上記式中、以下を満たす。
【数２】

φsは選択的な反射角である。
【００８２】
　上記キラルネマチックを含むネマチック群から選択される液晶によって形成されるサー
モトロピック中間相において加熱下でおこる変化により、３２．５℃～３６．１℃の範囲
の人間の目には見えない熱信号を、検査を行った皮膚表面上で電磁波長３８０～７８０ｎ
ｍの可視スペクトル範囲に現れる等温線分布のカラー画像に正確に変換することができる
。
【００８３】
　上記キラルネマチックを含むネマチック群から選択されたサーモトロピック液晶の場合
、例えば、Ｋｗａｎｇ－Ｓｏｏ　Ｂａｅら（“Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ－Ｓｅｌｅｃｔｉｖ
ｅ　Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｈｏｌｅｓｔｅｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌｓ　Ｄｅｐｅｎｄｉｎｇ　ｏｎ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｄｏｐａｎｔ　
Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ”、第１６回国際ディスプレイワークショップ）やＳ．Ｙ．
Ｔ．Ｔｅｚｅｎｇら（Ｔｈｅｒｍａｌ　ｔｕｎｉｎｇ　ｂａｎｄ　ｇａｐ　ｉｎ　ｃｈｏ
ｌｅｓｔｅｒｉｃ　ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌｓ，Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｓ
，Ｖｏｌ．３７，Ｎｏ．９，２０１０）が科学文献に記載しているように、個々の成分を
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液晶混合物にドープする既知の方法に従って、温度に関連して変化する白色光の単色成分
の中間相における選択反射の範囲を正確にプログラムできる可能性がある。
【００８４】
　本発明にかかる熱光学的構造体は、上記ヒスタミン反応の画像、及び実施された皮膚誘
発アレルギー試験に対応する導入アレルゲンに反応して紅斑を引き起こす局所的なヒスタ
ミン放出によって誘導される過熱の正確な画像を増感し、サーモグラフィ画像におけるこ
の紅斑の実際の皮下直径を視覚化し、その程度については、サーモグラフィックコンバー
タの受動的型スクリーンに直接ミリメートルスケールで読み出すことを可能にする。これ
により、従来使用されてきた表皮反応の程度についての測定方法を置き換えることができ
る。好ましくは、本発明による接触型熱光学変換器は、皮膚の色が赤外線の放射率に影響
を与えない一方で、３８０～７８０ｎｍの波長範囲の可視光線は白い肌で３０～４０％、
黒い肌で１８％反射されることから、皮膚の着色に基づいてその境界を決定することによ
る主観的な紅斑強度の評価についての問題を取り除く。したがって、皮膚の色素沈着は、
黒い皮膚を有する患者のための可視光線におけるアレルギー性紅斑の人工的な反射を引き
起こし、読み出しを不明瞭にする可能性があるが、それはサーモグラフィ画像に影響せず
、本発明にかかる装置は、視覚的な皮膚アレルギー試験の読み出しのこの欠点をも取り除
くことができる。
【００８５】
　上記熱光学フィルムのスクリーンに見える紅斑の直径を決定するためには、登録された
最高温度に対応する色で最大焦点（複数であってもよい）を特定し、表皮性紅斑を読み取
る場合と同様にその直径をミリメートル単位で測定するか、あるいは、サーモグラフィ画
像を記録するアダプタにおいて利用可能な自動測定の機能を使用する必要がある。過熱紅
斑に対応する焦点は、スクリーンの窓部において黒色の背景に赤で表示される場合があり
、この場合には、焦点の内部と、隣接する健康な皮膚によって生成される熱的背景との間
の温度差は０．６℃であり、焦点の色が緑色の場合には同様に決定される温度差は１．２
℃であり、焦点の色が青の場合には同様に決定される温度差は１．８℃である。
【００８６】
　記録装置、あるいは可視光領域で３８０～７８０ｎｍの電磁波長で動作するいわゆるオ
プトエレクトロニックカラーデジタル画像記録装置を使用することにより、読み取り精度
及び試験精度を更に高めることができる。本実施形態において、上記記録計は、５辺から
閉鎖されており、内部が黒色の艶消しコーティングで覆われ周囲光のアクセスを制限する
平行六面体のハウジングから構成される。さらに、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒ
ｉａｌ　Ｂｕｓ）規格の通信ポートに接続された外部フラッシュメモリ型記憶媒体にＩＳ
Ｏ／ＩＥＣ１４４９６要求事項に適合する形式で記録するための、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ
　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）型又はＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ＭＯ
Ｓ）型の光電変換器と、焦点距離が約２．８～１２ｍｍである対物光学系を備えたデジタ
ルカメラを備える。さらに、上記記録計は、英数字グラフィック液晶やＡＭＯＬＥＤディ
スプレイが設けられている。上記記録計の特徴は、電磁波長が３８０～７００ｎｍである
スペクトル範囲でハウジングの内部を照らす、広発光ＬＥＤから得られる標準化された白
色光源である。上記記録計は、そのサブ回路を制御するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）マイクロプロセッサの制御下で動作し、グラフィックを処理
するために、別個のＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を備え
る。実行されたプログラムは、８ＧＢのサイズを有する動作可能なＲＡＭに格納される。
上記記録計は、画像上に１ｍｍ当たり１ｍｍの単位セルを有する仮想のデジタル直交ミリ
メートルグリッドを重ね合わせ、過熱画像の直径の測定を行うことを含む、予備的なデジ
タルテスト画像解析を可能にする。
【００８７】
　上記記録計が、好ましくはＩＥＥＥ８０２．１５．１の仕様書に記載された規格に準じ
る無線送信器を備えることにより、取扱いがより便利になる。
【００８８】
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　上記記録計はさらに、０℃～＋４０℃の範囲の外部温度を測定するための電子温度計２
１６と、２８℃～４２℃の範囲の皮膚温度を遠隔的に測定できるパイロメータ２０７とを
備える。
【００８９】
　電源は、動作電圧が３Ｖ以上である充電式バッテリである。
【００９０】
　上記ユーザインターフェースは、上記装置、テストボタン、光学的ターンオン及びレデ
ィ状態のインジケータを音響と光学（緑色LED）の両方の形態でオン又はオフにすること
ができるスイッチと、青色ＬＥＤの形態をとる完了インジケータとを備える。
【００９１】
　本発明にかかる熱光学構造体及び記録装置により行う皮膚アレルギー検査の結果の読み
出しは、過熱焦点の熱的な値の決定によってではなく、現在の臨床基準に従い、過熱焦点
の範囲を測定することにより、より正確にはミリメートル単位の平均直径を測定すること
により行う。
【００９２】
　上記試験のプロセスは以下の通りである。上記記録計のハウジングを、皮膚の試験箇所
で接触させ、初期温度の分析を行う。
【００９３】
　熱的条件特性を検証するために、上記記録計に内蔵されており周囲温度を測定する電子
温度計を使用し、患者の皮膚表面の温度を測定するための非接触パイロメータを使用する
。
【００９４】
　上記検証は、熱光学レコーダの開口端部を皮膚アレルギー検査が行われた皮膚領域に接
触させ、「試験」ボタンを押すことによって行われる。
【００９５】
　上記検証には５秒かかり、測定によってテストを行うのための適切な条件が確認されれ
ば、緑のＬＥＤが点灯する。
【００９６】
　皮膚温度に基づいて、適切な熱光学構造をセットから決定する。上記試験の選択につい
ての情報は、ディスプレイ上の表示とカラーダイオードによってユーザに表示される。し
きい値温度の値の場合は、上記選択は周囲温度の値によって決定される。
【００９７】
　次に、本発明にかかる熱光学ストリップシステムを、保護層１０７を剥離した後、患者
の皮膚に貼り付ける。アレルゲンカプセルを含まないシステムを使用する場合には、試験
済のアレルゲンを用いて皮膚を５ｃｍ以上の間隔で予め刺しておき、中性試験として例え
ば ０．９％のＮａＣｌなどの中性溶液を用いて１回以上穿刺を行い、対照ヒスタミン試
験として、例えば１ｍｇ／ｍｌのヒスタミン溶液を用いて穿刺を行う。外部塗布したアレ
ルゲンを用いるシステムを使用する場合は、上記システムを強く押圧してアレルゲンを皮
膚に塗布するものとする。穿刺されたカプセルを用いた実施形態を用いる場合、上記テス
トを貼り付けた後、上記アレルゲンと溶液の配置場所に、滅菌試験要素を用いて下の表皮
を確実に穿刺する深さまで刺すものとする。
【００９８】
　上記熱光学記録計を、検査の場所で患者側の皮膚の開口部側に再び接触させ、この時、
上記熱光学構造体を、貼り付けた瞬間から最適には１０秒以下の時間内に貼り付け、スタ
ートボタンを押した後、熱的条件についての一連の校正と繰り返し検証が開始される。こ
れらの条件を満足すると、緑色のＬＥＤが点灯して、皮膚アレルギー検査結果のサーモグ
ラフィ画像の記録が始まり、青色のＬＥＤが点灯して、画像記録の開始を知らせる。次い
で１５秒後に、上記録音制御プロセッサが音響信号と光信号を提供し（青色ＬＥＤが消灯
）、読み出しが完了し、その結果がフラッシュメモリカードに自動的に格納され、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）インタフェースを介して接続されたコンピュータに無線で送信
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される。
【００９９】
　上記実施した皮膚誘発試験に関するアレルギー反応結果の読み出しは、上記装置によっ
て記録された最高温度に対応する色で見える過熱焦点の直径をミリメートルスケールで測
定することにより、上記熱光学フィルムのスクリーン上で直接行う。
【０１００】
　本発明にかかる装置による皮膚アレルギー試験の結果は、検査する皮膚に上記熱光学フ
ィルムを貼り付けた瞬間か２０秒以上後かつ１分以内に読み出す。上記装置の熱容量には
限りがあるためである。
【０１０１】
　 ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｉｎｔｅｆａｃｅ）により追加の
プログラムを実行し、単一の測定シーケンスで記録されたすべての過熱焦点の画像に仮想
ミリメートルグリッドを重ね、各焦点の平均直径をミリメートル単位で測定し、最後にデ
ィスプレイの「ＯＫ」サインを表示して、テストの記録の正確な完了を知らせる。いずれ
かの記録操作が失敗した場合は、エラーメッセージ「ＥＲＲＯＲ」がディスプレイに表示
され、その後、この目的のために、新しい熱光学構造体を使用して試験全体を繰り返すこ
ととする。
【０１０２】
　上記コンピュータにテスト画像をロードするために、上記コンピュータが上記熱光学記
録計と予め無線で接続されていない場合には、上記フラッシュメモリカードを上記記録計
に組み込まれたデジタルカメラから取り出し、このメモリから直接、結果をロードするこ
とができる。
【０１０３】
　本発明にかかる装置を用いて点状又は引っ掻き皮膚アレルギー試験の結果を正確に読み
出すため、適切な熱的条件を満たす必要がある。
【０１０４】
　上記読み出しを行うための適切な熱的条件は、周囲温度の範囲が２１～２７℃であり、
検査する皮膚の温度３１～３７℃で決定される。
【０１０５】
　上記適切な温度条件が確認されない場合には赤色LEDが点灯し、新しい及び／又は別の
熱光学構造体を用いて測定を繰り返すこととし、上記装置が周囲温度が不適切であること
を示す場合は、他の部屋でテストを実施することもできる。
【０１０６】
　上記皮膚アレルギー試験の結果の読み出しは、記録された過熱焦点について計算した平
均直径に基づいて、下記式により行う。
【数３】

　上記式において、Ｒａｖは過熱焦点の径の平均値（ミリメートル）であり、Ｒｍａｘは
長軸に沿って測定した過熱焦点の径（ミリメートル）であり、Ｒｍｉｎは短軸に沿って測
定した、長軸に垂直な過熱焦点の径（ミリメートル）である。
【０１０７】
　プログラムは、最高温度（点Ｔ０）の点（ピクセル）を決定することによって温度が上
昇した焦点の幾何学的中心を自動的に示すが、これは穿刺およびアレルゲン導入を行った
点に相当する。半径ｒのリングにおける平均温度上昇ΔＴは、ｎ×Ｄｒ±Ｄｒ／２（ｎ＝
０，１，２，・・・）の範囲で決定され、上記プログラムは、ピクセルサイズに等しいス
テップＤｒを特定し、温度上昇値が最大測定誤差の値に達する瞬間までの変化の半径を識
別する。サーモグラフィ測定値ｄＴの最大誤差は、０．６℃の熱光学分解能でサーモグラ
フィ画像を識別するためにとりうる最大温度差に等しいと仮定され、したがって赤、緑、
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り、赤色又は青色を除去する光学フィルタを適用した場合には２×０．６℃＝１．２℃で
ある。
【０１０８】
　科学文献においては、視覚的に評価できる皮膚アレルギー試験については径が３０ｍｍ
以上である紅斑状の反応が視症候性であると考えられ、研究者Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ　Ｉ．
Ｌ．、Ｂｌｅｓｓｉｎｇ－Ｍｏｏｒｅ　Ｊ．、Ｃｏｘ　Ｌ．Ｓ．、Ｌａｎｇ．Ｄ．Ｍ．、
Ｎｉｃｋｌａｓ　Ｒ．Ａ．ら（Ａｌｌｅｒｇｙ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　Ｔｅｓｔｉｎｇ
：　Ａｎ　Ｕｐｄａｔｅｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒ：　Ａｎｎ．Ａｌｌ
ｅｒｇｙ，Ｖｏｌ　１２１，８，２００８）は、紅斑は、漿液性ブリスターを除いて、皮
膚試験の生物学的等価性の独立した尺度となり得ることを強調している。これは、紅斑の
直径が、試験したアレルゲンに対する患者のアレルギーの存在を特定することを意味する
。
【０１０９】
　アレルギー試験を実施した後に現れる過熱反応の程度は、読み出しが表皮性紅斑に基づ
くか、皮下反応に基づきかつサーモグラフィを用いるかに関わらず個々に特異的であるた
め、過熱焦点について測定した径は、濃度１ｍｇ／ｍｌのヒスタミンを用いた対照試験の
程度に関連すべきものである。
【０１１０】
　上記過熱についての読み出しがヒスタミンを用いた対照試験よりも約５０％低く示され
る場合には、より弱いアレルギー効果を示す陽性結果も示しており、上記対照試験よりも
約２０％少ない表示は変換不可能であるか人工的なものであって、特定のアレルゲンに対
するアレルギーを明確に示すものにはならない。
【０１１１】
　上記ヒスタミンによって誘導された血管の拡張によって、上述したように、本発明にか
かる装置により検出されるアレルギー反応の熱力学的標識である過熱が生じ、ヒスタミン
によって追加の熱源が皮下組織（QR）にもたらされ、そのパワーはヒスタミンの濃度に比
例し、下記式で表される。

【数４】

　式中、ΔＱ０は正の定数であり、ＣＨは、ＣＨ（０、０）＝ＣＯＨを前提とした組織の
ヒスタミン濃度であり、υは皮膚中のヒスタミン移動の速度であり、γは組織のヒスタミ
ン除去速度である。
【０１１２】
　熱伝導率の値が小さいと、熱伝導によるヒスタミン導入の点源（対照試験用）からの熱
拡散が無視でき（最大でΔＴ～０．２℃）、したがって、皮膚表面上で測定された高温領
域の範囲は、皮下組織中の上記ヒスタミン拡散によって引き起こされる血管拡張による強
制的な血液灌流の増加に起因する熱源の範囲によって決まるものと想定される。従って上
記熱源は、対照ヒスタミン試験を行う点（ｒ）に時間ｔ後に現れる。
【数５】

【０１１３】
　熱の増加は時間に対して一定であり、点ｒにおける最大の組織ヒスタミン濃度に直接、
直線的に依存する。代謝プロセスによって生成されるエネルギーがゼロに近いと仮定する
と、以下の温度分布式が得られる。
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【数６】

　式中、ＳＨは組織のヒスタミン濃度であり、境界条件ΔＴ（r，０）＝０を満たし、こ
こで、下記式が得られる。
【数７】

Ｃｓｈは皮膚の特定の熱であり、
ρは皮膚の密度であり、
ωは血流灌流であり、
ｃbは血液の比熱であり、
αは熱伝導係数である。
【０１１４】
　血液の温度が一定値であり、周囲空気温度が一定値であると仮定すると、上述の式にか
かるＱＲは血管拡張に起因して現れるヒスタミン誘導熱源を表し、上記温度分布式の解は
【数８】

となる。
【０１１５】
　これは、アレルギー反応のモデルにおけるヒスタミン誘発血管拡張効果で生じる熱の伝
搬についての生物物理学的理論記述の主題に関する文献から知られている。上記アレルギ
ー反応のモデルは、本発明にかかる記録装置又は該記録装置から画像を受け取る外部の計
算装置において試験結果の分析を実施するための基礎となるものである。
【０１１６】
　熱光学構造への直接的な熱伝導が上記熱光学構造体に与える影響を考慮すると、本発明
にかかる記録装置を使用して皮膚アレルギー検査の結果を正確に読み取ろうとする試みる
場合には、検査する皮膚の全表面に上記熱光学構造体を正確に貼り付けるよう注意を払う
必要があり、この目的で、例えば医療用パッチに用いられている接着剤と同じか又は同様
の接着剤を含む３Ｍ製の接着剤層１０６をさらに用いて底面側を被覆する。またこの接着
剤を使用するためには、保護層すなわち剥離された含浸セルロース保護１０７を用いた保
護すが必要である。
【０１１７】
　点状又は引っ掻き状試験皮膚アレルギー試験反応の評価に使用する上記熱光学構造体は
、２つの理由から使い捨てとする。第1には、上記システムを患者の皮膚の検査領域と完
全に接触させる必要があり、よって上記接着剤層１０６の使用が必要となるためである。
第２には、試験したアレルゲンの残渣が残ることがあり、さらに、浸潤や滲出物に由来す
る患者の体液の残渣が残ることもあり、取り除くことのできない生物学的汚染をもたらす
ためである。
【０１１８】
　皮膚アレルギー試験の陰性の結果は、常に、紅斑状の反応がなくかつ漿液性ブリスター
状の浸潤がないことにより示され、従って、上記サーモグラフィ装置の感度が高いため、
画面に表示される各紅斑は、多少増感された過熱ヒスタミン後反応を示し、アレルギー反
応の指標となる。しかしながら、アレルギー反応強度はそれぞれ変動するため、所与のア
レルゲンについての結果についての記述は常にミリメートル単位でなされ、純粋なヒスタ
ミン溶液を用いた対照結果と比較して常に関連付けるものとする。
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【０１１９】
　推奨する上記アレルギー反応試験のセットは、それぞれの動作温度範囲が異なる２つの
熱光学構造体から構成される。経験的研究において、患者は組織性ヒスタミン灌流の速度
の違いによって特徴付けられる２以上の群に区別されるためであり、速度が速い方が約０
．０４５±０．０４ｍｍ／ｓであり、遅い方が約０．０１５±０．００８ｍｍ／ｓである
。この結果、アレルギー反応強度の程度が異なることや、これに関連して、過熱を誘発し
た場合のスケールの違いによっても区別される。さらに、本発明にかかる記録計の構成に
おいては、６０歳以上の高齢の患者については患者の年齢が考慮され、３２．５℃～３４
．３℃という低めの温度範囲で動作可能な第１のフィルムを用いてより強度の低い皮膚ア
レルギー反応にともなう過熱反応の程度を決定することが推奨される。３４．３℃～３６
．１℃という高めの温度範囲でサーモクロミック反応をもたらす第２の熱光学構造体は、
若い人、特に子供への使用が推奨され、また、皮膚アレルギー検査を行う部位として前腕
を選択した場合には背中で試験を実施する場合よりも平均皮膚温度が高いため、上記第２
の熱光学構造体の使用が推奨される。
【０１２０】
　好ましくは、上記温度計２１６とパイロメータ２０７の表示に基づく上記記録計が、推
奨の温度しきい値を決定し、この基準に基づいて、患者に推奨されるセットの熱光学試験
システムを表示する。このような解決策は、２を超える熱光学構造体を含むセットにも適
用することができる。
【０１２１】
　本発明において用いる上記溶液の特異性は、誘発テスト結果の評価のために皮膚熱効果
の発見を利用することである。上記皮膚熱効果は皮膚のアレルギー反応時に生じる局所的
な過熱をアレルギー反応の増感に関連づけるものであり、エフェクター細胞からのヒスタ
ミン遊離のスケールおよびその組織移動の程度によって測定され、微小循環後毛細血管の
膨張によって引き起こされる高温領域の範囲を主に乳頭網状組織において生物学的に調節
する。
【０１２２】
　本発明にかかる装置は、血管過熱を誘発する皮膚のヒスタミン拡散のモデルを決定する
科学的背景に基づいたプログラムがロードされる操作メモリを備え、上記モデルにおいて
は、組織内熱源がｔ＝ｒ／υに等しくなる時間（ｔ）の経過後に点（ｒ）に現れると仮定
し、熱の増加は時間に対して一定であり、到達した最大ヒスタミン濃度に直接的に依存し
、アレルゲン導入源から広がると仮定する。しかしながら、熱源の生物物理的活性化は、
組織ヒスタミン濃度（ＣＴＨ）の一定のしきい値を必要とし、そのしきい値をまたいだ後
に、微小血管の局所的拡張をもたらす生化学プロセスのカスケードが始まる。ヒスタミン
濃度ＣＨ＝ＣＴＨに対する半径（ｒ）の最大値（Ｒａとして示す）は下記式を用いて求め
ることができる。
【数９】

【０１２３】
　上記理論モデルによると、過熱の半径は、最大半径Ｒａに達するまで（高速移動υによ
り）時間に対して直線的に増加し、皮膚表面上の温度分布Ｔ（ｒ，ｔ）は、文献により知
られている生体組織における熱伝達についてのＰｅｎｎｅｓ方程式によって記述すること
ができる。上記モデルは、実験的に記録された温度分布とアレルギー性紅斑の程度を正確
にマッピングするものであり、皮膚熱伝導率（λ）の値が、皮膚の比熱（ｃｓｈ）とその
平均組織密度（ρ）の積よりもずっと小さいため、生物物理学的な観点から、皮膚での伝
導による熱移動は無視でき、皮下血管がアレルギー反応の間にヒスタミンによって活性化
される場合には、この場合の直接的な熱源はネットワーク内の血液の灌流の増加であると
推測することができる。
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　上記ヒスタミン反応に関連する皮膚熱効果は、本発明にかかる革新的で非侵襲的な熱光
学構造体の開発に用いられ、上記熱光学構造体は、アレルギー反応を伴う実際の過熱の熱
光学変換器及び画像増感器として動作し、経験的研究で発見した三範囲の色による熱検出
スケールを２つ使用し、これにより、特定の集団条件を考慮して、皮膚アレルギー試験の
結果の評価を行う。
【０１２５】
　本発明にかかる例示的な診断方法では、検査するアレルゲンを用いた試験に対応する色
変化領域の最大寸法ＳＴ、ヒスタミン試験に対応する色変化領域の最大寸法ＳＨ、及び中
性溶液ＮａＣＬを用いた試験に対応する色変化の最大寸法ＳＮについて測定を行う。（Ｓ

Ｔ－ＳＮ）／（ＳＨ－ＳＮ）の結果が1以上である場合に、被験物質がアレルゲンである
と推定する。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　この装置の利用はアレルギーの客観的診断を得るための臨床診療に特に重要であり、特
に、皮膚反応が顕著に強い患者や顕著に弱い患者にとって特に重要である。終端において
、とりわけ、ヒスタミン灌流の組織有効性が低下することによって年齢と共にアレルゲン
に対する反応性の減少がみられるため、高齢者の診断によって反応性の減衰が頻繁に起こ
る（Ｍ．Ｊ．Ｋｉｎｇら“Ａｌｌｅｒｇｅｎ　ｐｒｉｃｋ－ｐｕｎｃｔｕｒｅ　ｓｋｉｎ
　ｔｅｓｔｉｎｇ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｅｌｄｅｒｌｙ”，Ｄｒｕｇｓ　ａｎｄ　Ａｇｉｎｇ
，２００３）。経験的研究において、ヒスタミン移動速度の値がより高い方が約０．０４
５±０．００４ｍｍ／ｓであり、値がより低い方が約０．０１５±０．００８ｍｍ／ｓで
あることを特徴とする２つの患者群が区別される。上記アレルギー反応中のヒスタミン灌
流パラメータの変動の範囲は、さらに加齢に負の相関を有しており、本発明にかかる装置
に三範囲の色による熱光学フィルムを２つ使用することの合理性と有効性が高いことを示
す。
【０１２７】
　当業者であれば、上記の文書による教示と本発明及びこれを説明する実施形態に精通す
れば、さらに別の実施形態についても明白である。したがって、上述の実施形態は特許請
求の範囲によって規定される本発明の範囲を限定するものではなく、説明及び例示のみを
果たすものである。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月26日(2017.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　色応答の異なる温度範囲を利用することにより、環境の温度や試験を受ける患者の個々
の特徴に応じて、様々な実施形態で本発明にかかる熱光学構造体を使用することが可能と
なる。また、１回の試験において色範囲を組み合わせることもできる。原色である赤、青
、緑が最も入手しやすい。赤色が上記第１と第４の色に対応し、青色が上記第２と第５の
色に対応し、緑色が上記第３と第６の色に対応すると仮定すると、２つのタイプの熱光学
構造体を用いることによって上述した全ての範囲を達成することができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　好ましくは、上記液晶混合物は、３２．５℃より高く３３．１℃以下の温度範囲で選択
的に反射された光の原色赤色の範囲内、３３．１℃より高く３３．７℃以下の温度範囲で
選択的に反射された光の原色緑色の範囲内、及び３３．７℃より高く３４．３℃以下の温
度範囲で選択的に反射された光の原色青色の範囲内においてサーモクロミック反応をもた
らすように選択される。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　好ましくは、上記液晶混合物は、３４．３℃より高く３４．９℃以下の温度範囲で選択
的に反射された光の原色赤色の範囲内、３４．９℃より高く３５．５℃以下の温度範囲で
選択的に反射された光の原色緑色の範囲内、及び３５．５℃より高く３６．１℃以下の温
度範囲で選択的に反射された光の原色青色の範囲内において、サーモクロミック反応をも
たらすように選択される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
 好ましくは、上記熱光学構造体は、固定層と接着層との間に収容されたアレルゲン層を
備え、該アレルゲン層が、公知のアレルゲン、ヒスタミン溶液及び中性溶液を含む群から
選択された物質が充填されたカプセルを少なくとも１つ含む。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　好ましくは、上記測定工程において、上記第３の領域に対応する色の変化領域の最大寸
法ＳＴと、上記第１の領域に対応する色の変化領域の最大寸法ＳＨと、前記第２の領域に
対応する色の変化領域の最大寸法ＳＮについて測定を行い、（ＳＴ－ＳＮ）／（ＳＨ－Ｓ

Ｎ）の結果が1以上である場合に被験物質がアレルゲンであると推定する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　本発明の目的を図面の実施形態に示す。
【図１】図１は個々の層に標識を付した本発明にかかる熱光学構造体の概略断面図である
。
【図２】図２は本発明にかかるシステムのブロック図である。
【図３】図３は本発明の一実施形態において利用する液晶混合物の温度と波長の関係を示
す表である。
【図４】図４は本発明の一実施形態における液晶混合物の原色の範囲におけるサーモクロ
ミック反応の例示的な範囲を含む表であり、 図５は、これらの混合物の例示的な組成物
を含む表である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００７４】
　非キラルネマチックを含むキラルネマチック群から選択された液晶で構成される混合物
の例であって、３２．５℃～３４．３℃の範囲で熱光学的に反応する混合物Ｉと、３４．
３℃～３６．１℃の範囲で熱光学的に反応する混合物ＩＩの例を図５の表に示し、両方の
混合物の定性的定量的組成、一般的な定性組成を画定する。このような混合物は、特に、
米国特許第３４４１５１３号、米国特許第４３０１０２３号、米国特許第５５０５０６８
号、米国特許第４５４７３０９号、及び欧州特許出願第０４０４６３９号により知られて
いる。顧客の要求に従って混合物を実現する商業的供給業者も知られている。例えば米国
のＬＣＲ　Ｈａｌｌｃｒｅｓｔ社は、図３の表に記載されたサーモクロミック反応特性に
基いて、調製済の混合物を供給することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　次に、本発明にかかる熱光学ストリップシステムを、保護層１０７を剥離した後、患者
の皮膚に貼り付ける。アレルゲンカプセルを含まないシステムを使用する場合には、試験
済のアレルゲンを用いて皮膚を５ｃｍ以上の間隔で予め刺しておき、中性試験として例え
ば ０．９％のＮａＣｌなどの中性溶液を用いて１回以上穿刺を行い、対照ヒスタミン試
験として、例えば１ｍｇ／ｍｌのヒスタミン溶液を用いて穿刺を行う。外部塗布したアレ
ルゲンを用いるシステムを使用する場合は、上記システムを強く押圧してアレルゲンを皮
膚に塗布するものとする。穿刺されたカプセルを用いた実施形態を用いる場合、上記シス
テムを貼り付けた後、上記アレルゲンと溶液の配置場所に、滅菌試験要素を用いて下の表
皮を確実に穿刺する深さまで刺すものとする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
　 ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）により追加のプログラ
ムを実行し、単一の測定シーケンスで記録されたすべての過熱焦点の画像に仮想ミリメー
トルグリッドを重ね、各焦点の平均直径をミリメートル単位で測定し、最後にディスプレ
イの「ＯＫ」サインを表示して、テストの記録の正確な完了を知らせる。いずれかの記録
操作が失敗した場合は、エラーメッセージ「ＥＲＲＯＲ」がディスプレイに表示され、そ
の後、この目的のために、新しい熱光学構造体を使用して試験全体を繰り返すこととする
。
【手続補正１０】
【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】
　患者の皮膚において温度が変化した領域を検出するための受動型平面熱光学構造体であ
って、少なくとも1つの熱活性色素を含み、透明フィルム層 （１０２）と、サーモクロミ
ック層 （１０３）と、固定層（１０５）と、接着剤層（１０６）と、保護層（１０７）
とを含む積層構造を有することを特徴とし、 
　前記透明フィルム層（１０２） の表面の少なくとも一部がスクリーン（１０２ａ）を



(26) JP 2018-510665 A 2018.4.19

形成し、前記サーモクロミック層中の少なくとも１つの色素は、３１℃～３７℃の第１の
範囲にある特定の温度しきい値を超える温度で第１の色を呈するとともに０．６℃以上の
幅を有する第２の温度範囲内でこれを保ち、さらに、前記熱光学構造体によって反射され
る光の色が不定である第３の転移温度領域の幅が０．３℃未満であることを特徴とする、
受動型平面熱光学構造体。
【請求項２】
　前記サーモクロミック層（１０３）と前記固定層（１０５）との間に吸収体層（１０４
）を有することを特徴とする、請求項１に記載の熱光学構造体。
【請求項３】
　前記透明フィルム層（１０２）の、前記サーモクロミック層（１０３）が設けられた側
とは反対側の面に設けられた光学フィルタ層（１０１）を更に含んでいることを特徴とす
る、請求項１又は２に記載の熱光学構造体。
【請求項４】
　前記フィルタ層（１０１）が５８９～７００nmの範囲の波を除去することを特徴とする
、請求項３に記載の熱光学構造体。
【請求項５】
　前記フィルタ層（１０１）が４００～５００nmの範囲の波を除去することを特徴とする
、請求項３に記載の熱光学構造体。
【請求項６】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３２．５℃～３３．１℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第１の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
５のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項７】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３３．１℃～３３．７℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第２の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
６のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項８】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３３．７℃～３４．３℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第３の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
７のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項９】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３４．３℃～３４．９℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第４の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
５のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項１０】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３４．９℃～３５．５℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第５の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
５又は９のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項１１】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、３５．５℃～３６．１℃の範囲にある温度しき
い値よりも高い温度に対して第６の色を呈する色素を含むことを特徴とする、請求項１～
５、９又は１０のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項１２】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、サーモクロミック顔料を含むことを特徴とする
、請求項１～５のいずれかに記載の熱光学構造体。
【請求項１３】
　前記サーモクロミック層（１０３）が、液晶の混合物を含むことを特徴とする、請求項
１～１２のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項１４】
　前記液晶の混合物は、ネマチック又はキラルネマチックの群から選択されるサーモトロ
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ピック液晶の混合物のマイクロカプセル形状であることを特徴とする、請求項１３に記載
の熱光学構造体。
【請求項１５】
　前記液晶の混合物が、３２．５℃より高く３３．１℃以下の熱的範囲にて選択的に反射
された光の原色赤色の範囲内、３３．１℃より高く３３．７℃以下の熱的範囲にて選択的
に反射された光の原色緑色の範囲内、及び３３．７℃より高く３４．３℃以下の熱的範囲
にて選択的に反射された光の原色青色の範囲内において、サーモクロミック反応をもたら
すように選択されていることを特徴とする、請求項１４に記載の熱光学構造体。
【請求項１６】
　前記液晶の混合物が、３４．３℃より高く３４．９℃以下の熱的範囲にて選択的に反射
された光の原色赤色の範囲内、３４．９℃より高く３５．５℃以下の熱的範囲にて選択的
に反射された光の原色緑色の範囲内、及び３５．５℃より高く３６．１℃以下の熱的範囲
にて選択的に反射された光の原色青色の範囲内において、サーモクロミック反応をもたら
すように構成されていることを特徴とする、請求項１４に記載の熱光学構造体。
【請求項１７】
　前記固定層（１０５）と接着剤層 （１０６）の間に収容されたアレルゲン層を備えて
おり、該アレルゲン層が、公知のアレルゲン、ヒスタミン溶液及び中性溶液を含む群から
選択される物質が充填されたカプセルを少なくとも１つ含むことを特徴とする、請求項１
～１６のいずれか１項に記載の熱光学構造体。
【請求項１８】
　前記アレルゲン層中に、アレルゲンが充填されたカプセルを互いに５～７ｃｍの範囲の
距離だけ離して２つ以上含有することを特徴とする、請求項１～１７のいずれか１項に記
載の熱光学構造体。
【請求項１９】
　形状が実質的に長方形であり、その第1の辺が３ｃｍ以上であり、長辺が８ｃｍ以上で
あることを特徴とする、請求項１～１８のいずれか1項に記載の熱光学構造体。
【請求項２０】
　少なくとも１つのスクリーン上にはスケールが設置されていることを特徴とする、請求
項１～１９のいずれか1項に記載の熱光学構造体。
【請求項２１】
　前記スケールが直交座標スケールであることを特徴とする、請求項２０に記載の熱光学
構造体。
【請求項２２】
　前記スケールが同心円からなる極座標スケールであることを特徴とする、請求項２０に
記載の熱光学構造体。
【請求項２３】
　皮膚アレルギー反応の程度を評価するための、請求項１～２２のいずれか1項に記載の
熱光学構造体の利用。
【請求項２４】
　温度が３２．５℃～３４．３℃の範囲である皮膚については請求項１５に記載の熱光学
構造体を使用し、温度が３４．３℃～３６．１℃の範囲である皮膚については請求項１６
に記載の熱光学構造体を使用することを特徴とする、請求項２３に記載の利用。
【請求項２５】
　中央ユニット（２１１）と、患者の皮膚の領域を周囲光から分離するように構成された
ハウジング（２０３）と、患者の皮膚に貼り付けた請求項１～２１のいずれか１項に記載
の熱光学構造体に表示された色を捕捉するためのデジタルカメラ（２１８）とを備える記
憶装置であって、前記中央ユニットに接続された周囲温度測定手段（２１６）と、前記中
央ユニットに接続された患者の皮膚温度測定手段（２０７）と、熱光学構造体に光を当て
るための標準化された光源とを備えることを特徴とする、記録装置。
【請求項２６】
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　前記ハウジング（２０３）は内部が吸収層で被覆されていることを特徴とする、請求項
２５に記載の記録装置。
【請求項２７】
　前記標準化された光源は、CRI値が９０以上の白色LEDであることを特徴とする、請求項
２５又は２６に記載の記録装置。
【請求項２８】
　前記周囲温度測定手段は電子温度計（２１６）であることを特徴とする、請求項２５～
２７のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項２９】
　前記患者の皮膚温度測定手段は、非接触測定をもたらすパイロメータ（２０７）である
ことを特徴とする、請求項２５～２８のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項３０】
　無線通信インターフェースを備えており、前記中央ユニットが前記デジタルカメラ（２
１８）からの画像を該インターフェースを介して他の機器に送信するよう構成されている
ことを特徴とする、請求項２５～２９のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項３１】
　携帯型メモリを接続できるようにするインターフェースを備えており、前記中央ユニッ
トが前記デジタルカメラ（２１８）からの画像をこのメモリに格納するよう構成されてい
ることを特徴とする、請求項２５～３０のいずれか１項に記載の記録装置。
【請求項３２】
　さらに表示手段を備えており、前記中央ユニットがこの表示手段を用いて感熱システム
をセットから識別する情報を出力するよう構成されており、この適用により識別された熱
条件において最良の結果を表示するものとすることを特徴とする、請求項２５～３１のい
ずれか１項に記載の記録装置。
【請求項３３】
　アレルギーの診断方法であって、
　患者の皮膚の第１の領域をヒスタミン溶液にさらすことと、
　患者の皮膚の第２の領域を中性溶液にさらすことと、
　患者の皮膚の第３の領域を被験物質にさらすこととを少なくとも含む暴露工程と、
　少なくとも前記第１の領域、第２の領域及び第３の領域においてヒスタミン反応の程度
を評価する測定工程と、
　前記第３の領域におけるヒスタミン反応の程度を、前記第１の領域及び第２の領域にお
けるヒスタミン反応の程度と比較する比較工程とを備えることを特徴とし、
　前記測定工程において、請求項１～２１のいずれか１項に記載の熱光学構造体の少なく
とも１つを前記第１、第２及び第３の領域で接触するように患者の皮膚に貼り付け、前記
第１、第２及び第３の領域における前記ヒスタミン反応の程度の評価を前記第１、第２及
び第３の領域に対応する少なくとも１つの熱光学構造体の色変化の程度に基づいて行うこ
とを特徴とする、診断方法。
【請求項３４】
 前記測定工程において、前記第３の領域に対応する色の変化領域の最大寸法ＳＴと、前
記第１の領域に対応する色の変化領域の最大寸法ＳＨと、前記第２の領域に対応する色の
変化領域の最大寸法ＳＮとについて測定を行い、（ＳＴ－ＳＮ）／（ＳＨ－ＳＮ）の結果
が1以上である場合に被験物質がアレルゲンであると推定することを特徴とする、請求項
３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記測定工程は、請求項２２～２８のいずれか１項に記載の記録装置によって自動的に
行われることを特徴とする、請求項３３又は３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記暴露は、物質が塗布された針で前記患者の皮膚を刺すことによって行うことを特徴
とする、請求項３３、３４又は３５に記載の方法。
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【請求項３７】
　前記暴露は、物質を皮膚に塗布することによって行うことを特徴とする、請求項３３、
３４又は３５に記載の方法。
【手続補正書】
【提出日】平成30年1月5日(2018.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】手続補正書
【補正対象項目名】手続補正６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　　　本発明の目的を図面の実施形態に示す。
【図１】図１は個々の層に標識を付した本発明にかかる熱光学構造体の概略断面図である
。
【図２】図２は本発明にかかるシステムのブロック図である。
【図３】図３は本発明の一実施形態において利用する液晶混合物の温度と波長の関係を示
す表である。
【図４】図４は本発明の一実施形態における液晶混合物の原色の範囲におけるサーモクロ
ミック反応の例示的な範囲を含む表である。
【図５】図５は、これらの混合物の例示的な組成物を含む表である。
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【要約の続き】
示された色を補足するためのデジタルカメラ（２１８）とを備える記録装置であって、上記中央ユニットに接続され
た周囲温度測定手段（２１６）と、上記中央ユニットに接続された患者の皮膚温度測定手段（２０７）と、熱光学構
造体に光を当てるための標準化された光源とを備えることを特徴とする記録装置である。
　本発明にかかるアレルギーの診断方法は、刺激付与と、測定と、比較の工程を含む。上記刺激付与の工程は、少な
くとも、患者の皮膚の第１の領域をヒスタミン溶液にさらすことと、患者の皮膚の第２の領域を中性溶液にさらすこ
とと、患者の皮膚の第３の領域を被験物質にさらすことを含む。上記測定工程においては、少なくとも上記第１、第
２、及び第３の領域においてヒスタミン反応の程度の評価を行う。比較工程においては、上記第３の領域におけるヒ
スタミン反応の程度を、上記第１の領域及び第２の領域における上記ヒスタミン反応の程度と比較する。本発明によ
れば、上記測定ステップにおいて、本発明にかかるシステムを少なくとも１つ使用し、上記第１、第２及び第３の領
域の患者の皮膚に貼り付ける。上記第１、第２及び第３の領域におけるヒスタミン反応の程度の評価は、上記熱光学
構造体の上記第１、第２及び第３の領域に対応するそれぞれの色変化の程度に基づいて行う。
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