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(57)【要約】
電磁エネルギーで皮膚を照射する組織の熱治療の方法お
よび装置において、電磁エネルギー源は、無線周波（Ｒ
Ｆ）発生器、レーザ、および、フラッシュランプを含む
。装置は、位置センサまたは投与量評価センサのいずれ
か、または、両方のタイプのセンサを含む。これらのセ
ンサはコントローラへフィードバックを行う。コントロ
ーラは、電磁源パラメータ、電磁源活性化、および／ま
たは、センサ測定パラメータを制御できる。付加的な走
査デリバリーユニットが、皮膚の標的部位への電磁エネ
ルギーの配分を制御するために、コントローラまたはセ
ンサに動作可能に接続される。位置測定センサおよび投
与量評価センサの使用により、コントローラが、たとえ
ば、パルスタイミングおよびパルス周波数を含む適切な
電磁源パラメータを自動的に決定することが可能となる
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御されたフラクショナル組織治療の装置であって、
　電磁エネルギーを発生する電磁源と、
　前記電磁エネルギーを人の皮膚の標的部位に送達する手動可動式ハンドピースと、
　人の皮膚の前記標的部位に前記電磁エネルギーによって施されるフラクショナル治療に
対する皮膚反応を測定する投与量評価センサと、
　前記投与量評価センサに動作可能に接続され、前記投与量評価センサの測定量に応じて
前記装置の少なくとも１個の動作パラメータをリアルタイムで調節し、前記電磁エネルギ
ーによって施される前記フラクショナル治療を制御するコントローラと、
を備える装置。
【請求項２】
　前記投与量評価センサが前記フラクショナル治療に起因する皮膚複屈折性の変化を測定
する請求項１６に記載の装置。
【請求項３】
　過剰な治療または不十分な治療が前記投与量評価センサによって検出される場合は、前
記コントローラが治療ゾーンの間隔または密度を調節する請求項１６に記載の装置。
【請求項４】
　前記投与量評価センサは、
　超音波衝撃波を発生する超音波信号発生器と、
　前記皮膚反応の変化を定量化するために前記超音波衝撃波の特性パラメータを測定する
超音波検出器と、を備える請求項１６に記載の装置。
【請求項５】
　前記投与量評価センサは、皮膚緊張の変化、または、皮膚内または皮膚上にある２つの
特徴間の距離の変化を測定する請求項１６に記載の装置。
【請求項６】
　前記投与量評価センサはコヒーレント検出方法を使用する請求項１６に記載の装置。
【請求項７】
　前記投与量評価センサは、異なる複数の波長範囲で照明されるときに前記治療部位の画
像を捕捉し、画像が前記センサまたは前記コントローラによって定量的に比較される請求
項１６に記載の装置。
【請求項８】
　前記投与量評価センサは、前記フラクショナル治療または前記フラクショナル治療の一
部の前の皮膚条件、および、前記フラクショナル治療または前記フラクショナル治療の一
部の後の皮膚条件に対応するデータを発生する２台のセンサを備える請求項１６に記載の
装置。
【請求項９】
　治療ゾーン密度は、前記投与量評価センサの測定量に応じて調節される請求項１６に記
載の装置。
【請求項１０】
　前記投与量評価センサは、少なくとも１個の後続のパルスのための適切な治療レベルを
評価するために、少なくとも１個の治療前パルスに対する反応を測定するように構成され
ている請求項１６に記載の装置。
【請求項１１】
　前記投与量評価センサは、異なる複数の照明波長によって形成された２つ以上の画像を
捕捉する請求項１６に記載の装置。
【請求項１２】
　前記投与量評価センサは、異なる複数の偏光によって形成された２つ以上の画像を捕捉
する請求項１６に記載の装置。
【請求項１３】
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　前記投与量評価センサは皮膚複屈折性を検出する請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　制御されたフラクショナル組織治療の方法であって、
　電磁エネルギーをハンドピースによって人の皮膚の標的部位へ向けるステップと、
　前記標的部位の全体に亘って前記ハンドピースを手動で動かすステップと、
　人の皮膚の前記標的部位に前記電磁エネルギーによって施されるフラクショナル治療に
対する皮膚反応を検知するステップと、
　前記検知された皮膚反応に応じて前記電磁エネルギーの少なくとも１個の動作パラメー
タをリアルタイムで自動的に調節することで、前記電磁エネルギーによって施される前記
フラクショナル治療を制御するステップと、を備える方法。
【請求項１５】
　制御されたフラクショナル組織治療の装置であって、
　電磁エネルギーを発生する発生源手段と、
　前記電磁エネルギーを人の皮膚の標的部位に送達する手動可動式ハンドピース手段と、
　人の皮膚の前記標的部位に前記電磁エネルギーによって施されるフラクショナル治療に
対する皮膚反応を測定するセンサ手段と、
　前記センサ手段に動作可能に接続され、前記センサ手段の測定量に応じて前記装置の少
なくとも１個の動作パラメータをリアルタイムで調節することで、前記電磁エネルギーに
よって施される前記フラクショナル治療を制御する制御手段と、を備える装置。
【請求項１６】
　制御されたフラクショナル組織治療の装置であって、
　電磁エネルギーを発生する電磁源と、
　前記電磁エネルギーを人の皮膚の標的部位に送達する手動可動式ハンドピースと、
　前記ハンドピースの少なくとも１個の位置パラメータを測定する位置センサと、
　前記位置センサに動作可能に接続され、前記位置センサによって測定された前記少なく
とも１個の位置パラメータに応じて前記装置の少なくとも１個の動作パラメータをリアル
タイムで調節することで、前記電磁エネルギーにより人の皮膚の前記標的部位に対してフ
ラクショナル治療を施すように制御するコントローラと、を備える装置。
【請求項１７】
　人の皮膚の前記標的部位に前記電磁エネルギーによって施される前記フラクショナル治
療に対する皮膚反応を測定する投与量評価センサをさらに備え、
　前記コントローラは、前記投与量評価センサの測定量に応じて前記装置の少なくとも１
個の動作パラメータをリアルタイムでさらに調節し、前記電磁エネルギーによって施され
る前記フラクショナル治療を制御する請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記位置センサは非機械的位置センサである請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記コントローラは、予め選択された範囲の速度を超えるハンドピース速度および／ま
たはスピードに実質的に比例する走査速度を維持するように構成されないで、前記電磁源
のレーザパルスレートがハンドピース速度および／またはスピードに比例して調節される
請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記位置センサは磁気位置センサを備える請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　前記投与量評価センサは、前記フラクショナル治療または前記フラクショナル治療の一
部の前の皮膚条件、および、前記フラクショナル治療または前記フラクショナル治療の一
部の後の皮膚条件に対応するデータを発生する２台のセンサを備える請求項１７に記載の
装置。
【請求項２２】
　治療ゾーン密度は前記投与量評価センサの測定量に応じて調節される請求項１７に記載
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の装置。
【請求項２３】
　前記投与量評価センサは、少なくとも１個の後続のパルスのための適切な治療レベルを
評価するために、少なくとも１個の治療前パルスに対する反応を測定するように構成され
ている請求項１７に記載の装置。
【請求項２４】
　前記位置センサは非機械的位置センサである請求項１６に記載の装置。
【請求項２５】
　前記コントローラは、前記非機械的位置センサによる測定量に応じて、新しい治療レー
ト、新しい治療密度、および、新しい治療パターンのうちの少なくとも１つを形成するこ
とにより前記フラクショナル治療に影響を与えるために、前記電磁源の少なくとも１個の
動作パラメータをリアルタイムで調節する請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記電磁源が光ビームを発生する光源であり、前記装置は、前記光ビームを前記標的部
位の複数の場所へ向ける光スキャナをさらに備える請求項１６に記載の装置。
【請求項２７】
　前記コントローラは、予め選択された範囲の速度を超えるハンドピース速度および／ま
たはスピードに実質的に比例する走査速度を維持する請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記コントローラが可変ハンドピース速度および／またはスピードに比例してレーザパ
ルスレートを調節する、請求項２６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記スキャナは、前記光スキャナの走査レートまたは前記光源のパルス間隔を調節する
ことにより、所定の量ずつ前記治療ゾーンに沿って前記光ビームをぼかす請求項２６に記
載の装置。
【請求項３０】
　前記位置センサは、２次元空間および／または３次元空間を張る位置パラメータを測定
するように構成されている複数台の位置センサを備える請求項１６に記載の装置。
【請求項３１】
　前記位置センサは加速度計とジャイロスコープのうちの少なくとも一方を備える請求項
１６に記載の装置。
【請求項３２】
　前記位置センサは磁気位置センサを備える請求項１６に記載の装置。
【請求項３３】
　前記磁気位置センサは少なくとも２個のループアンテナを備える請求項３２に記載の装
置。
【請求項３４】
　前記位置センサは少なくとも２対の発信機と受信機のペアを備えることによって、無線
通信が前記発信機と前記受信機との間で行われ、位置パラメータが無線通信信号の飛行時
間測定量と位相測定量のうちの少なくとも一方から計算される請求項１６に記載の装置。
【請求項３５】
　前記位置センサは超音波発信機および超音波受信機を備える請求項１６に記載の装置。
【請求項３６】
　前記皮膚を照明する複数台の光源をさらに備え、前記コントローラは別個の光源で照明
された２つの画像を区別する請求項１６に記載の装置。
【請求項３７】
　制御されたフラクショナル組織治療の方法であって、
　電磁エネルギーをハンドピースによって人の皮膚の標的部位へ向けるステップと、
　前記標的部位の全体に亘って前記ハンドピースを手動で動かすステップと、
　前記ハンドピースの少なくとも１個の位置パラメータを検知するステップと、
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　前記少なくとも１個の位置パラメータに応じて前記電磁エネルギーの少なくとも１個の
動作パラメータをリアルタイムで自動的に調節することで、前記電磁エネルギーによって
施される前記フラクショナル治療を制御するステップと、を備える方法。
【請求項３８】
　位置パラメータを検知するステップは、前記ハンドピースに機械的に結合されている光
位置センサを使用して位置パラメータを光学的に検知するステップを備える請求項３７に
記載の方法。
【請求項３９】
　前記位置パラメータを光学的に感知するステップがコントラスト強調剤を皮膚の中また
は皮膚の上に塗布するステップをさらに備え、前記コントラスト強調剤が前記光位置セン
サの信号対雑音比を高める請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記光位置センサの光コントラストが治療ゾーンを生成するステップによって強調され
る請求項３８に記載の方法。
【請求項４１】
　治療ゾーンを生成するステップは組織を除去するステップを備える請求項４０に記載の
方法。
【請求項４２】
　前記光位置センサの光コントラストが光コントラスト強調剤を人の皮膚に塗布すること
によって強調される請求項３８に記載の方法。
【請求項４３】
　３００－４００ｎｍの波長範囲に入る前記光コントラスト強調剤の全光吸収量は、４０
０－７００ｎｍの波長範囲に入る全光吸収量より多い請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　７５０－１０００ｎｍの波長範囲に入る前記光コントラスト強調剤の全光吸収量は、４
００－７００ｎｍの波長範囲に入る全光吸収量より多い請求項４２に記載の方法。
【請求項４５】
　３００－１０００ｎｍの範囲に入る波長で前記コントラスト強調剤を照明するステップ
と、実質的に３５０－１０５０ｎｍの波長範囲に入る前記コントラスト強調剤からの蛍光
信号を検出するステップと、をさらに備える請求項４２に記載の方法。
【請求項４６】
　光コントラスト剤を塗布するステップが、１個以上のローラー、スタンプ、および、ス
テンシルを使用して前記光コントラスト剤を散布および／または塗布するステップを備え
る請求項４２に記載の方法。
【請求項４７】
　前記光コントラスト強調剤が、隣接した図形間に不均一な間隔を伴うパターンで塗布さ
れる請求項４２に記載の方法。
【請求項４８】
　前記光コントラスト剤を塗布するステップが、前記光コントラスト強調剤が埋め込まれ
ている皮膚に接着剤を付着するステップを備える請求項４２に記載の方法。
【請求項４９】
　制御されたフラクショナル組織治療の装置であって、
　電磁エネルギーを発生する発生源手段と、
　前記電磁エネルギーを人の皮膚の標的部位に送達する手動可動式ハンドピース手段と、
　前記ハンドピース手段の少なくとも１個の位置パラメータを測定する第１の位置センサ
手段と、
　人の皮膚の前記標的部位において前記電磁エネルギーによって施された前記フラクショ
ナル治療に対する皮膚反応を測定する第２のセンサ手段と、
　前記第１のセンサ手段および前記第２のセンサ手段に動作可能に接続され、前記第１の
センサ手段および前記第２のセンサ手段からの測定量に応じて前記装置の少なくとも１個
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の動作パラメータをリアルタイムで調節することで、前記電磁エネルギーによって人の皮
膚の前記標的部位に対してフラクショナル治療を施すように制御する制御手段と、を備え
る装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　関連出願の相互参照
　本願は、２００５年８月２９日に出願された、Ｌｅｏｎａｒｄ　Ｃ．　ＤｅＢｅｎｅｄ
ｉｃｔｉｓ、Ｇｅｏｒｇｅ　Ｆｒａｎｇｉｎｅａｓ、Ｋｉｎ　Ｆ．　Ｃｈａｎ、Ｂ．Ｗａ
ｙｎｅ　Ｓｔｕａｒｔ　ＩＩＩ、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋｅｈｌ　Ｓｉｎｋ、Ｔｈｏｍａｓ　Ｒ
．　Ｍｙｅｒｓ、および、Ｂａｓｉｌ　Ｈａｎｔａｓｈによる“Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　
Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ
　Ｔｈｅｒｍａｌｌｙ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ”という米
国仮特許出願第６０／７１２，３５８号に、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づく優先権
を主張する。前述の米国仮特許出願の全ての内容が参照によってそのまま本明細書に組み
込まれている。
【０００２】
　本発明は、皮膚組織治療の方法および装置に係り、特に、ハンドピース運動および／ま
たは皮膚組織反応の測定に基づく電磁源からの投与量（または放射線量）の制御に関する
技術である。
【背景技術】
【０００３】
　多くの電磁皮膚治療システムは、医師と看護師が、顔、首、胸、または、背中のような
治療部位にエネルギーを均等に送達するために技量を高める前に多大な訓練を必要とする
。殆どの場合、医師と看護師は均等に治療しないので、むらのある治療、過剰な治療、ま
たは、不十分な治療という結果になる。特に大きな領域のためのより均等な光熱治療およ
び／または無線周波（ＲＦ）治療を開発する必要がある。
【０００４】
　さらに、かならずしも全ての患者は同じレベルの治療に同じように反応しない。そのた
め、正確に同じレーザエネルギー照射量が２人の異なる患者へ送達されるとしても、各患
者の反応は実質的に異なることがある。１人の患者の中でも、皮膚反応は部位間で変化す
ることがある。たとえば、額の治療は、首の治療とは異なる反応を示すことがある。均等
な治療パラメータが全ての患者または全ての部位のために使用されるならば、治療パラメ
ータは、望ましくない副作用を防ぐために、典型的に、最も敏感な患者、または、最も敏
感な部位に合わせて設計される。最も敏感な部位または患者に合わせた設計は、多くの場
合に、他の部位または患者に対しては治療不足を招くであろう。
【０００５】
　皮膚の表皮の治療のための多くの医療用レーザシステムは、治療エネルギーの単一パル
スの送達を引き起こすために、フットペダルを押すことにより機能に条件を付ける。この
タイプの治療装置は低速であり、操作者にとって骨の折れることがある多数の反復運動を
有する。他のレーザ治療システムは、ユーザが組織の全域に亘ってハンドピースを動かす
ときに、一定のパルス繰り返しレートで同一のパルスを発射する。本システムは熟練を必
要とし、未熟練の操作者の管理下では過剰な治療または不十分な治療の危険性を増大する
。したがって、過剰な治療および／または不十分な治療を防ぐために、投与量（又は放射
線量）を制御し、リアルタイムで投与量レベルを調節する電磁治療へのアプローチもまた
必要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　Ｗｅｃｋｗｅｒｔｈの特許第６，７５８，８４５号は、治療部位に、または、治療部位
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に隣接して設置された規則的に間隔が空いている印（ｉｎｄｉａｉａ）の光学測定の使用
について記載しているが、概念はハンドピースが移動された距離を測定するために計数さ
れる規則的に間隔が空いている印の貼付によって制限されている。このことは、誤差を回
避するために印の正確な位置決めを必要とする。その上、可視的な印は治療の後に取り除
くことが困難であり、治療の後に皮膚に体裁が悪いパターンを残すことがある。
【０００７】
　Ｗｅｃｋｗｅｒｔｈの'８４５号特許およびＴａｌｐａｌｒｉｕの特許第６，１７１，
３０２号は、ハンドピース移動を追跡する機械的ローラーシステムについて記載している
。機械的ローラーシステムは、たとえば、ジェルと共に使用されるときには、機械的ロー
ラーと皮膚表面との間に摩擦がないため、信頼できないことがある。このことは、位置パ
ラメータの測定の際に抜けと誤差を生じさせる。さらに、機械的ローラーは、錆び付き、
または、ゴム状化する可能性があり、その結果、容易に回転しなくなり、抜けと誤差を引
き起こす可能性がさらに高くなる。機械部品の摩滅は同様の誤差を引き起こす。
【０００８】
　Ｗｅｃｋｗｅｒｔｈの'８４５号特許は、標的エリアを直接的に測定するのではなく、
標的エリアの外側の基準平面または基準点との相互作用によって、ハンドピースの位置を
間接的に測定する他のシステムについて記載している。このアプローチを用いると、基準
表面と相対的な治療表面の場所が測定されるか、または、制御されなければならない。そ
の上、これらのシステムは、ハンドピースに対して１個の座標しか測定せず、このことは
ハンドピースの姿勢の変化に起因する標的組織全体を通じたハンドピースの動きがセンサ
システムによって捕捉されないかもしれないことを意味する。このことは誤りの原因とな
る。
【０００９】
　広い領域の治療に対しては、ハンドピースの位置、速度、および／または、加速度に応
じて、または、レーザ治療自体に応じてリアルタイムでレーザ治療パラメータを調整する
ために、自動レーザ制御システムが必要とされる。したがって、治療速度、ハンドピース
角度、ハンドピース加速度、患者間の変動、同じ患者の部位間の変動などのような治療変
数に制御可能な形で応答することにより、治療の有効性を高めるフィードバックループの
ための装置および方法が必要である。好ましくは、より高速であり、かつ、より再現性の
ある治療を可能にさせ、操作者による訓練および技量をあまり必要とすることなく、およ
び／または、治療変数に制御可能な形で応答する装置および方法もまた必要である。
【００１０】
　装置および方法は、さらに、好ましくは、副作用または侵襲性を増大させることなく有
効性を高め、比較的少ない痛みと副作用で治療し、所定の治療投与量の正確な送達、また
は、ハンドピース位置パラメータの測定に主として頼るのではなく、単独で、または、他
の入力と共にフィードバックループで用いられる治療の有効性および／または経過を直接
的に測定し、生物学的予測可能性、有効性、および、安全性を高めるため生物学的反応お
よび治療変数を監視し、および／または、たとえば、光線力学療法（ＰＤＴ）治療、レー
ザ脱毛、または、フラクショナルレーザリサーフェシングのための投与量のより良好な制
御を可能にする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一般に、本発明は、ハンドピース位置パラメータ、および／または、皮膚への電磁エネ
ルギーの送達によって施される熱もしくは除去治療に対する皮膚反応を測定するために使
用される１台以上のセンサからのフィードバックを用いる治療のための装置および方法を
提供する。電磁エネルギーは、無線周波（ＲＦ）でもよいし、光でもよい。位置センサお
よび投与量評価センサは別個に使用されてもよく、または、皮膚反応とハンドピース位置
パラメータの組み合わせに応じて治療を変えることができるよう好適に組み合わせること
ができる。
【００１２】
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　本発明の一実施形態では、相対的なハンドピース位置測定量と絶対的なハンドピース位
置測定量が治療部位と関連するハンドピースの位置変化を決定するために測定される。
【００１３】
　本発明の一実施形態では、皮膚収縮が投与量評価センサを用いて測定される。本発明の
別の実施形態では、皮膚の１つ以上の測定された反応は、皮膚複屈折性、皮膚含水量、皮
膚弾力性、皮膚機械的減衰パラメータ、皮膚色、血管および色素性病変のような皮膚特徴
、皮膚厚、皮膚テクスチャ、皺のうちの１つ以上の変化を含む。これらの皮膚変化および
その他の皮膚変化は、容量センサ、（ハイパー）スペクトルイメージング、テラヘルツイ
メージング、光コヒーレンストモグラフィ、共焦点顕微鏡法、超音波イメージング、コヒ
ーレント検出、熱検出、熱イメージングシステムなどのような１種類以上のテクノロジー
を用いて測定されることがある。また、他の皮膚反応および測定量を使用することもでき
る。
【００１４】
　本発明の一実施形態では、エルビウムドープファイバレーザの出力は、治療部位に図形
の系列を作成するために、参照によって本書中に組み込まれている、係属中の米国出願第
６０／６５２，８９１号および対応する米国出願第１１／１５８，９０７号に記載されて
いるようなガルバノメータースキャナまたは星形スキャナのような走査デリバリーユニッ
トによってコリメートされ、検出される。
【００１５】
　本発明の別の態様では、走査デリバリーユニットの走査レートは、ハンドピース速度が
選択された範囲内で変化する場合であっても、所定のパターンまたは投与量を送達するた
めにコントローラによって制御される。
【００１６】
　本発明の一実施形態では、コントラスト強調剤が位置センサの信号対雑音比を強調する
ために使用される。たとえば、ＦＤ＆Ｃ　青色１号が、好ましくは、少なくとも２５個の
素子を備えた光学マウスチップ、ＣＣＤアレイ、または、その他の検出器アレイを含む位
置センサの信号を改善するために皮膚の表面に塗布され得る。少なくとも２５個の素子を
５×５型アレイとして使用するのが好ましいが、その理由は、これが位置パラメータおよ
び／または投与量反応の変化を観察するために十分な画像解像度を与えるからである。使
用される検出器素子の個数がより少ないならば、より高度なアルゴリズムおよび／または
より高度なエレクトロニクスが、一般的に、ハンドピース位置パラメータおよび／または
皮膚反応の変化を識別するために典型的に必要とされるであろう。その他のコントラスト
強調剤は蛍光であるか、または、ＩＲ照射またはＵＶ照射を用いて最大コントラスト強調
を提供する。システムの光学素子上の波長選択性コーティングが、１つ以上の照射波長を
除去するために蛍光コントラスト強調剤と併せて使用されることがある。たとえば、波長
選択性コーティングは、異なる波長での蛍光放射信号の信号対雑音比を改善するために、
光位置センサの応答を強調するために使用される光を除去するように設計され得る。
【００１７】
　コントラスト強調剤は、類似形状または非類似形状の均一パターンまたは不均一パター
ンとして塗布されることがある。このコントラスト強調剤のパターンは、たとえば、ロー
ラー、スタンプ、スプレイ、および／または、ステンシルを使用して塗布されることもあ
る。コントラスト強調剤は、一時的な入れ墨に使用されるような粘着性物質の上または中
に塗布されることもある。
【００１８】
　本発明の選択された実施形態では、位置センサは、機械的マウスホイールまたはローラ
ーボールと、非同軸コイルと、加速度計と、ジャイロスコープと、距離を測定するために
使用され得る（複数台の）発信機および（複数台の）受信機と、ドップラーレーダーシス
テムと、超音波飛行時間測定量などのうちの１つ以上を備える。
【００１９】
　本発明の別の実施形態では、先行の投与量評価センサおよび後続の投与量評価センサが
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熱治療に起因した異なる皮膚反応を測定するために使用される。
【００２０】
　本発明の別の実施形態では、走査デリバリーユニットの走査運動は変更されないが、電
磁源のパルスレートまたはパルスタイミングは、少なくとも１台の位置センサおよび／ま
たは少なくとも１台の投与量評価センサによる測定量に応じてコントローラによって変更
される。パルスタイミングおよびスキャナパターンは、治療強度を低減させ、および／ま
たは、各エネルギーパルスによって作成される各治療ゾーンのサイズを増加させるために
、ビームが治療部位全体で意図的に引き回されるように選択されてもよい。
【００２１】
　発明の別の実施形態では、正常な皮膚は、フラクショナル治療を施すために個別の治療
ゾーンの間の部位に残される。残された組織は、傷ついたエリアの急速な治癒を促進し、
瘢痕化を防止し、別の方法で副作用なしに実現できるレベルより高い治療レベルを可能に
するために役立つ。位置パラメータの測定は、治療投与量が適切に制御可能であるように
、治療ゾーンを互いに正確に離間させるために使用され得る。
【００２２】
　別の実施形態では、フラクショナル治療の密度は位置センサおよび／または投与量セン
サからのフィードバックの使用によって制御される。
【００２３】
　本発明のその他の態様は、上述のアプローチに対応している方法、装置およびシステム
、ならびに、方法、装置およびシステムのアプリケーションを含む。
【００２４】
　本発明は、添付図面と併せて解釈されるときに、以下の発明の詳細な説明、および、添
付の特許請求の範囲から容易に明らかになるその他の利点および特徴を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明は、（光熱および／またはＲＦ）治療パラメータおよび／または活性化の自動適
応制御を備える電磁システムを開示するものである。名目上のパターンおよび治療レート
は、システムが治療を開始するときに定義することも可能であり、この治療パターンは、
治療に対する皮膚反応および／またはハンドピースの位置パラメータを記述するアルゴリ
ズムに基づいて修正され得る。位置パラメータの測定または皮膚反応の測定のどれが行わ
れるかは、特有の測定結果に依存する。たとえば、ハンドピースが皮膚を横切って非常に
高速に移動し、治療電力が相対的なハンドピース速度に比例するならば、組織のバルク加
熱が関心事となることがある。この場合、投与量評価センサは、過剰な治療に起因する水
膨れと関連する皮膚パラメータを測定するようにコントローラによって指示される。運動
が低速であるならば、バルク加熱および水膨れは、あまり関心事ではなく、コントローラ
のいっそう多くの処理能力が代わりに位置パラメータセンサを用いて速度のより正確な測
定を行うために使用され得る。発明の詳細な実施形態は後述されている例として記載され
ている。
【００２６】
　いくらかの実施形態では、マイクロドジメトリ測定とマクロドジメトリ測定とが区別さ
れ得る。マイクロドジメトリ測定は、パルスまたは同時パルスの組によって治療されよう
としている１つ以上のゾーンに実質的に制限されている。たとえば、治療されようとして
いる直径１ｍｍのエリアと中心が共通である直径１．２ｍｍのエリアの測定は、将来のパ
ルスまたは将来の本質的に同時に起こるパルスの組で治療されようとしている部位に実質
的に制限されているので、マイクロドジメトリである。その一方で、マクロドジメトリ測
定は、治療されようとしている（または直前に治療された）エリアと、隣接部位であるエ
リアの両方のエリアを含む部位の平均測定量を生成するために、皮膚の比較的広いエリア
を評価するために使用される。一部の実施形態では、投与量評価センサは、本発明のフィ
ードバックループに従ってマイクロドジメトリ測定量またはマクロドジメトリ測定量を生
成するために使用される。
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【００２７】
　図１は、電磁治療エネルギーを治療部位の皮膚１５０へ送達するように構成されている
手動可動式ハンドピース１００を示す本発明の実施形態の図である。電磁源１１０は皮膚
を治療する電磁エネルギー１３０を発生させる。コントローラ１１５は、治療に影響を与
える目的で電磁源の１個以上のパラメータを活性化または調節する。ハンドピース１００
は、コンピュータ、無線周波発生器、および／またはレーザドライバエレクトロニクスを
備えるコントローラ１１５を含む。他の構成では、コントローラ１１５は、ハンドピース
１００の外部にあり、治療パラメータを制御するためにハンドピース１００に動作可能に
接続される。システムは、皮膚１５０の治療部位の上で電磁エネルギー１３０を走査する
スキャナ制御部１２５に動作可能に接続されている付加的な走査デリバリーユニット１２
０をさらに含む。ハンドピース１００に機械的に結合されている付加的な接触板１３９は
、電磁エネルギー１３０の送達の制御を改善するために、皮膚１５０と良好な電気的また
は光学的接触を行うために使用されることがある。位置センサ１８０はハンドピースの位
置パラメータを測定し、投与量評価センサ１６０は治療に対する皮膚反応を測定する。
【００２８】
　操作者が方向１０１へハンドピース１００を手動で動かす間、または、操作者がハンド
ピース１００を手動で動かした後に、位置センサ１８０はハンドピース１００の１個以上
の位置パラメータを測定し、投与量評価センサ１６０は治療パラメータに対する皮膚反応
を測定する。位置センサ１８０および投与量評価センサ１６０は、コントローラ１１５と
、および／または、スキャナ制御部１２５と通信する。コントローラ１１５および／また
はスキャナ制御部１２５は、位置パラメータ測定値に応じて、および／または、投与量評
価測定値に応じて、リアルタイムで治療を著しく変更する。
【００２９】
　ある実施形態では、位置センサ１８０および／または投与量評価センサ１６０と組み合
わせてコントローラ１１５および／またはスキャナ制御部１２５を備えるフィードバック
ループは、治療場所、治療ゾーンの重なり合い、治療エネルギー、治療深さ、治療電力、
治療ゾーンパターン、（事前冷却および事後冷却を含む）治療冷却などのような治療パラ
メータの自動制御を行うために使用され得る。これらの治療パラメータは、光学焦点また
はスポットサイズ、パルス幅、パルスエネルギー、パルスタイミング、パルス周波数、レ
ーザ電力、レーザ波長、スプレイ冷却体積、スプレイ冷却タイミングなどのような治療に
影響を与える装置パラメータを調節することによって制御され得る。
【００３０】
　コントローラ１１５はスキャナ制御部１２５に動作可能に接続されることは任意であり
、このことはセンサからの配線接続の数を減少させるために役立つ可能性がある。コント
ローラ１１５は、図２Ａの実施形態に示されているように、コントローラ１１５とスキャ
ナ制御部１２５の両方の機能に役立つことがある。たとえば、コントローラ１１５とスキ
ャナ制御部１２５の両方の機能は、コンピュータプログラムを記憶するメモリに動作可能
に接続されているコンピュータまたはＣＰＵによって実行され得る。位置センサ１８０と
投与量評価センサ１６０は単一の部品に動作可能に結合されるか、または、単一の部品に
一体化されることもある。たとえば、ＣＣＤチップは運動および皮膚反応の両方の変化を
測定するために使用され得る。
【００３１】
　図１中の複数の部品の詳細な実施形態は後述された例において説明される。一実施形態
では、電磁源１１０はＲＦエネルギーを供給し、走査デリバリーユニット１２０は、成形
されたプラスチックのような非導電性物質で作られている接触板１３９内の複数の電気接
点パッドに接続されている電気制御式リレーを含む電気的スイッチングネットワークを備
える。走査デリバリーシステム１２０は、順次に治療部位全体に亘ってエネルギーのパタ
ーンを送達可能であり、または、複数のリレーが複数の治療ゾーンを同時に活性化するた
めに作動させることが可能である。
【００３２】
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　一般に、電磁源１１０は無線周波（ＲＦ）源、光源、または、無線周波源と光源の組み
合わせである。ＲＦ源は、０．１－２０ＭＨｚの範囲、好ましくは、０．５－８ＭＨｚの
範囲の周波数で電磁エネルギーを発生させる。光源は、このアプリケーションのため３０
０から１２０００ｎｍまでの範囲の波長を持つ電磁エネルギーとして規定されている光を
発生させる。エネルギーがより正確かつより容易に皮膚上の所望の場所へ向けることを可
能にするので、光エネルギーは無線周波エネルギーを超えることが好ましい。ＲＦエネル
ギーは、特に、皮膚の特有の埋込層のより深い侵入または標的化が望ましいアプリケーシ
ョンの場合に望ましい。ＲＦエネルギーまたは光エネルギーの選択は、選択されたタイプ
の投与量評価センサおよび／または位置センサとの干渉を低減させるためにも行われる。
【００３３】
　好ましい実施形態では、電磁源１１０はレーザであり、電磁エネルギー１３０はレーザ
ビームである。レーザの例には、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ、ダイオードレーザ、エルビウムフ
ァイバレーザ、ＣＯ２レーザ、Ｅｒ：ＹＡＧレーザ、Ｅｒ：ガラスレーザ、フラッシュラ
ンプポンプレーザ、自由電子レーザ、ツリウムファイバレーザ、ラマンシフトファイバレ
ーザ、ダイレーザ、ガスレーザ、アルゴンレーザ、および、イッテルビウムファイバレー
ザが含まれる。
【００３４】
　皮膚反応は、容量センサ、（ハイパー）スペクトルイメージング、テラヘルツイメージ
ング、光コヒーレンストモグラフィ、共焦点顕微鏡法、超音波イメージング、コヒーレン
ト検出、熱検出器、熱イメージングなどのような１種類以上のテクノロジーを利用する１
台以上の投与量評価センサ１６０によって測定可能である。さらに、１台以上の投与量評
価センサ１６０は、皮膚複屈折性、皮膚含水量、皮膚弾力性、皮膚機械的減衰パラメータ
、皮膚色、血管および色素性病変のような皮膚特徴、皮膚厚、皮膚テクスチャ、皺などを
測定することがある。その他の種類の測定テクノロジーと、測定可能であるその他の皮膚
特徴および組織特性とが、当業者に明らかであろう。
【００３５】
　エンコーダ付きの機械的マウスまたはローラホイールもまた、位置センサ１８０として
使用され得る。しかし、位置パラメータを測定するために移動部品に主として依存しない
非機械的位置センサを使用する方が好ましい。非機械的位置センサは、機械的位置センサ
と比べて、滑りやすい表面上での測定信頼性を高め、機械的故障の可能性を低減する点で
有利である。
【００３６】
　非機械的位置センサ１８０の一実施形態では、参照によって本書中に組み込まれている
米国特許第６，７８８，９６７号にＢｅｎ－Ｈａｉｍらによって記載されているように、
コイルセンサが使用される。適切な姿勢でハンドピース１００に機械的に結合されている
これらのセンサコイルは、たとえば、センサコイルが少なくとも２台の放射器によって発
生させられた磁場に置かれているときに、ハンドピースの最大３次元、および／または最
大３つの角度方向の位置情報を測定するために使用可能である。放射器およびセンサコイ
ルのその他の幾何学的関係および台数がハンドピースの１次元から６次元までの位置パラ
メータの測定用に使用可能である。光位置センサのようなその他の非機械的位置センサは
後述され、ハンドピースから取り外し可能でもよい。
【００３７】
　コイルセンサの用法の一例は図１２により詳細に示されている。図１２において、磁気
位置センサ１２８０はハンドピース１２００の外側にあり、磁気源１２８１はハンドピー
ス１２００に取り付けられている。磁気源１２８１は、３個の磁場源素子１２８５Ａ－Ｃ
を備えることが可能である。磁場源素子は、磁場源素子の軸が３次元空間を張るように配
置されている。軸は、たとえば、３つの相互に直交する方向へ向けられる。磁気位置セン
サは、基準点に位置し、３次元空間を張るように配置され得る３個の磁気センサ素子１２
８４Ａ－Ｃを備えることが可能である。
【００３８】
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　好ましい実施形態では、磁場源素子１２８５Ａ－Ｃの各々、および、磁場センサ素子１
２８４Ａ－Ｃの各々は、所望の周波数、たとえば、約１０ｋＨｚの周波数に同調されてい
るループアンテナを備える。磁場源素子１２８２のループアンテナ１２８５Ａ－Ｃは、そ
れぞれが電流源、たとえば、オペアンプ電流源によって駆動されることがある。或いは、
単一の電流源１２８８が磁場源素子１２８５Ａ－Ｃのそれぞれのループアンテナに順次に
給電するため電子的に切り替えられることがある。好ましくは、システムは、各磁場源素
子１２８５Ａ－Ｃおよび各磁場センサ素子１２８４Ａ－Ｃの近距離の磁場で運転されるが
、遠距離での運転も可能である。磁場源素子１２８５Ａ－Ｃは源信号を時分割多重化する
ために順次に給電され得る。コントローラ１２１５は、磁場センサによって検出された応
答を測定する受信機エレクトロニクスを備える。コントローラの受信機エレクトロニクス
部は磁場センサ素子１２８４Ａ－Ｃと一緒に置かれてもよく、または、コントローラ１２
１５の他のエレクトロニクスと一体化されてもよい。コントローラは、磁場源素子の１つ
ずつに起因する測定された磁場強度を識別するために、受信された信号を逆多重化する適
切なエレクトロニクスを備える。システムを同期させるため、特に、時分割多重化の場合
、共通のクロックが発生源エレクトロニクスと受信機エレクトロニクスのために使用され
得る。発生源、受信機、多重化／逆多重化、および、エレクトロニクスシステムのその他
の構成は明らかであろう。たとえば、適切な磁場システムのさらなる実施形態および改良
点は、参照によって本書中に組み込まれている米国特許第４，６１３，８６６号、同第４
，７３７，７９４号、同第４，７４２，３５６号および同第５，３０７，０７２号に見出
される。
【００３９】
　代替の実施形態では、磁場源素子１２８５Ａ－Ｃはハンドピースの外側にある１つ以上
の基準点に置かれ、磁場センサ素子１２８４Ａ－Ｃはハンドピースに取り付けられている
。ハンドピースから放射された（複数の）治療ビームの場所および方向は、基準座標系に
関して、放射時に測定される。顔の上での治療では、ハンドピース１２００は磁気源１２
８１を含むことができ、患者の耳の内部に置かれた小型イヤバッドは磁気位置センサ１２
８０を含むことができる。精度を高め、イヤバッドが外れたか、または、動いたことを決
定するために、（図示されていない）第２の磁気位置センサが、たとえば、患者の反対側
の耳に使用されることがある。冗長なセンサの間に矛盾が存在するならば、システムは、
たとえば、警報音を使用して医師に警告する。
【００４０】
　磁気源１２８１および磁気位置センサ１２８０のうちのどれが（複数の）基準点に置か
れるか、および、ハンドピース１２００に置かれるかについての選択は、電磁干渉の発生
源と、金属板のような電磁場の歪みの対象とに基づいて選ばれ得る。上記の例の場合、た
とえば、図２において軸２２１の周りにスキャナホイール２２０を回転させるため使用さ
れ、かなりの磁場を発生させる走査モーター素子が存在することがわかる。走査モーター
素子が測定システムに与える影響は、ハンドピースにセンサの代わりに発生源を置くこと
によって低減される。代替的な構成では、たとえば、ハンドピースに電磁素子が存在せず
、この場合にセンサがハンドピースに適切に置かれ、発生源が基準点に位置している。そ
の上、システムは、磁場を歪める固定素子を少なくとも部分的に補償するために経験的に
校正可能である。
【００４１】
　図１２に記載されているような磁場システムの一実施形態では、（バーモント州コルチ
ェスターのＰｏｌｈｅｍｕｓから入手可能である）Ｐｏｌｈｅｍｕｓ　Ｐａｔｒｉｏｔデ
ジタルトラッカーシステムが基準点と相対的にハンドピースの位置を測定するために使用
される。このシステムを使用して作成された測定値の例は、顔の半分についての３Ｄデー
タセットの２Ｄ投影１３０１を表す図１３に示されている。
【００４２】
　本発明の一実施形態では、１個以上の測定されたハンドピース位置パラメータは、ハン
ドピース位置、または、ハンドピース角度（角度方向）、または、ハンドピース速度、ハ
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ンドピース加速度、ハンドピース角速度、および、ハンドピース角加速度を含めてこれら
の２個のパラメータの時間変動を含む。ハンドピース位置パラメータは絶対的であっても
よく、治療部位に対し相対的でもよい。
【００４３】
　装置の有用性を高め、ハンドピースが交換され、高価なコンポーネントを共有できるよ
うにするために、ハンドピースは、電磁源１１０、コントローラ１１５、および、スキャ
ナ制御部１２５のうちの１つ以上から取り外し可能である。ハンドピースの重量を軽減す
るため、これらのコンポーネントはハンドピースの外側に位置してもよい。代替的には、
装置の携帯性を高めるため、これらのコンポーネントをハンドピースの内側に含めること
も可能である。
【００４４】
　走査デリバリーユニットは、他のコンポーネントが収容されている場所とは無関係に、
電磁エネルギー１３０を受けとり、電磁エネルギー１３０を皮膚１５０へ送達するように
構成されている。たとえば、電子源１１０はレーザでもよい。電磁放射線は、ハンドピー
スへの送達のために光ファイバ、光導波管、または、関節アームの中に結合されている。
ハンドピースは、ファイバカップリングまたはファイバコリメータを使用することによっ
て光エネルギーを受け入れることが可能である。同様に、センサ１６０および１８０がコ
ントローラ１１５へ動作可能に結合されるべきであり、かつ、ハンドピースの内側に位置
していなくても構わないことは当業者に明らかであろう。
【００４５】
　コントローラ１１５およびスキャナ制御部１２５は、図１におけるように別個のコンポ
ーネントでもよく、または、図２Ａに示されているように単一のコントローラとして組み
合わされてもよい。
【００４６】
　図２Ａの実施形態では、レーザ源２１０は電磁源として使用される。本実施形態では、
手動可動式ハンドピース２００は、電磁エネルギーの光ビーム２３０を皮膚２５０の治療
部位へ送達するように構成されている。ハンドピース２００は、コンピュータおよび／ま
たはレーザドライバエレクトロニクスを備えるコントローラ２１５を収容する。コントロ
ーラ２１５は、治療が実質的に影響されるように１個以上のパラメータに影響を与えるよ
うに、光源２１０および走査デリバリーユニット２２０を制御する。光源２１０は、付加
的な走査デリバリーユニット２２０へ向けられる光ビーム２３０を発生させる。走査デリ
バリーユニット２２０は、詳しく後述されているように皮膚２５０の上または内部の様々
な治療ゾーンにレーザビーム２３０を偏向させる。明瞭化のために、１個のビーム位置だ
けが図２Ａに示されている。特有の実施形態において、レーザビーム２３０の波長で実質
的に透過的であるダイクロイックミラー２３２および接触板２３９が含まれているならば
、有利である。偏向レーザビーム２３０は、ダイクロイックミラー２３２および接触板２
３９を介して皮膚２５０へ送達させられる。ビームデリバリーレンズ２３１は、表皮２５
１、真皮２５２、または、皮膚２５０のその他の層内に偏向ビーム２３０を集光するため
に使用され得る。光ビーム２３０の焦点は皮膚表面より下でもよく、または、ビームは皮
膚２５０に入るときに発散し、もしくは、コリメートされてもよい。投与量評価センサ２
６０はハンドピース２００に機械的に結合され、治療に対する皮膚反応を測定する。
【００４７】
　図２の実施形態では、位置センサ２８０は皮膚２５０の表面に対するハンドピースの相
対位置を測定する。代替の実施形態では、位置センサ２８０は皮膚２５０の表面に対する
ハンドピースの相対位置、速度、および／または、加速度を測定する。照明源２８２は、
皮膚２５０の表面への送達のため照明デリバリーレンズ２８４によってコリメートされる
照明光２８３を放出する。照明光２８３のコリメート化は、アライメント公差を増加させ
、皮膚表面上の照明の均一性を改善し、照明源２８２が治療部位からおそらく皮膚２５０
の表面に照明光２８３の均一なプロファイルを生成するそれ以外の場合よりさらに離され
て配置されることを可能にさせる。照明光２８３は、皮膚２５０の表面から、または、皮
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膚２５０の中または上に置かれているコントラスト強調剤２９０から散乱させられる。ダ
イクロイックミラー２３２および反射プリズム２８７のスペクトル反射率は散乱照明２８
５の波長に実質的に影響を与えるように設計されている。検出器レンズ２８６は、光位置
センサ２８０上に皮膚２５０の表面を映像化するため、皮膚から位置センサ２８０までの
光路に置かれる。光位置センサ２８０の例としては、光マウスチップ（カリフォルニア州
パルアルトのＡｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）、ＣＣＤカメラ、または少な
くとも２つのセンサ素子を有する光センサアレイが挙げられる。好ましくは、光センサア
レイは、速度分解能の範囲の正確な定量化が容易になる十分な分解能を保有するために５
×５形アレイに配置されている少なくとも２５個のセンサ素子を有する。好ましくは、こ
の光位置センサは、電子産業のために開発された大量生産プロセスおよび安価な材料資源
を使用して低価格で製造され得るように、シリコンベースである。その他の構成は当業者
に明らかであろう。
【００４８】
　図２Ａでは、ハンドピース運動の方向２０１（図示せず）は基本的に紙面に垂直である
。図２Ｂはハンドピースの側面図で、ハンドピース２００の運動の方向２０１を表してい
る。簡単にするため、ハンドピース２００の内部要素は図２Ｂに示されていない。ハンド
ピース２００は、方向２０１に操作者によって手動で動かされるが、位置センサ２８０は
、ハンドピースの１個以上の位置パラメータを測定し、投与量評価センサ２６０は治療に
対する１つ以上の皮膚反応を測定する。位置センサ２８０および投与量評価センサ２６０
はコントローラ２１５と通信する。測定量に応じて、コントローラ２１５は光熱治療に実
質的に影響を与えるためにリアルタイムで光学的治療パラメータを調節する。たとえば、
レーザ発射のレートは、所定の治療パターンまたは均一な治療を施すためにハンドピース
２００の速度に比例するように調節され得る。
【００４９】
　投与量評価センサ２６０の一例は図２Ａ、２Ｂおよび２Ｃに示されているような容量セ
ンサである。容量センサ２６０は、治療に起因する皮膚の選択された層の乾燥のレベルを
測定することができる。容量センサ２６０からの測定量は、コントローラ２１５を使用し
て、治療のための適切な投与量パラメータを計算し、治療パラメータの調節を行うために
使用される。容量センサ２６０は皮膚の部位が膨れているかどうかを評価するためにも使
用される。真皮と表皮との間の接合部を映像化することにより、容量センサは、真皮と表
皮の分離が起こったかどうかを判定可能である。他の実施形態では、皮膚抵抗率を測定ま
たは映像化するセンサは、水膨れおよび皮膚含水量を評価するために投与量評価センサ２
６０として使用される。指紋測定のため一般的に使用されている容量センサアレイは容量
センサ２６０として使用されるセンサの一例である。
【００５０】
　図２Ｃは、ハンドピース２００が方向２０１へ治療部位２５７を横切って動かされると
きにこの技法を用いて作成され得る分離した微細治療ゾーン２５６を含む治療パターンを
表している。本実施形態では、参照によって本書中に組み込まれている同時係属中の米国
出願第１０／３６７，５８２号、同第１０／７５１，０４１号、同第１０／８８８，３５
６号および同第６０／６５２，８９１号に記載されているように、分離した微細治療ゾー
ン２５６Ａ、２５６Ｂおよび２５６Ｃは皮膚内に作成される。好ましくは、治療ゾーン２
５６は、ハンドピース１００の相対速度または相対加速度に関して変化しない所定のパタ
ーンで作成されている。他のパターンも当業者に明らかであろう。実質的に均一な治療範
囲は、光学系、治療パラメータ、および、レーザパルスタイミングを適切に選択すること
によって作成される。さらに、容量センサ２６０はコントローラ２１５にフィードバック
を行うことで、治療パラメータが微細治療ゾーン２５６の密度を低下させ、または、過剰
な治療に応じて治療電力を低下させるために調節される。
【００５１】
　代替の実施形態では、パターンは、治療レートがハンドピースの速度または加速度の変
化に応じてリアルタイムで変えられ、治療パターンが予め定められていない所定のアルゴ
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リズムに従って意図的に変えられることがある。たとえば、治療パターンは、ハンドピー
スの位置、速度または加速度を適切に調節することによってユーザによりリアルタイムで
制御される。一部の治療では、操作者が速度を使用することによって治療のレベルを制御
できることが望ましい。たとえば、ユーザが素早く治療するならば、システムは、投与量
評価センサ２６０によって測定される治療反応がより高いレベルであることを許容するよ
うに構成される。ユーザがゆっくり治療するならば、最大許容可能治療反応は低減されて
もよい。したがって、ユーザは、ハンドピースの位置パラメータを変えることによって簡
単に治療設定条件を制御できる。よって、治療パターン、治療密度、治療強度、および、
その他の治療パラメータは予め定められないことがあるが、測定された位置パラメータ、
測定された治療反応、または、測定された位置パラメータと測定された治療反応の両方へ
の自動応答によって定められても構わない。電子的またはコンピュータインターフェイス
（図示せず）はユーザ制御機器の様々なモードのオンまたはオフを切り替えることを可能
にするために設けられることがある。
【００５２】
　別の実施形態では、治療状態マップがユーザまたは患者が観察するためにモニター（図
示せず）に表示される。位置センサ２８０は、投与量評価センサ２６０によって測定され
た組織反応の治療部位内での場所を測定するために使用される。このようにして、マップ
は、治療部位のうちで治療された部分、および、治療に対する治療部位の各部分の反応の
仕方を表示できる。ユーザは、治療部位全体で治療を均一に行うために、または、皺の少
ないエリアより皺の深いエリアを濃密に治療するように、治療を望ましい方法で変化させ
るために、このマップ上の情報を利用することができる。代替的に、システムは、ユーザ
が治療部位上でハンドピースを動かし続けているときに、既に適切に治療されている部位
における治療を自動的に軽減するか、または、禁止するように構成される。顔の上の皺の
治療のための顔の線画のような治療部位の像、または、概略的な表現が、治療反応測定量
のマップのコンピュータ表示のための背景として使用される。
【００５３】
　マップを作成するための位置センサ２８０および／または投与量センサ２６０の使用は
、特に、最小次元において１ｍｍ未満である小さいビームサイズと共に効果的に使用され
る。このようなマップを使用すると、治療は、治療がエリアを網羅したかどうかに基づい
てオンとオフを切り替えられる。１ｍｍ未満のビームサイズを使用する利点は、治療後に
視覚的に見える治療のビームサイズの粒度がこのような小さなビームサイズの場合にはあ
まり目立たないことである。したがって、位置センサ２８０または密度センサ２６０の使
用は、フラクショナル治療、および／または、１ｍｍ未満の小さいビームサイズによる治
療に特に適している。
【００５４】
　コントローラ２１５、光源２１０、および、その他のコンポーネントは、図２Ａに示さ
れているようにハンドピースの内側に含まれるのではなく、ハンドピース２００の外部に
あってもよい。光ビーム２３０は、自由空間を介して、関節アームを介して、または、光
ファイバのような導波管を介して、ハンドピースへ伝播可能である。ハンドピース２００
は、外部コンポーネントから機械的に分離可能であるか、もしくは、機械的に分離してい
てもよく、または、ハンドピース２００は、光ビーム２３０、および／または、コントロ
ーラ２１５からの信号を受信するように構成されることがある。
【００５５】
　好ましい実施形態では、電磁源２１０は、ピーク出力電力が５－５０Ｗの範囲にあり、
波長が１．５２－１．６２μｍの範囲にあるシングルモードパルス状エルビウムドープフ
ァイバレーザである。このレーザ源は、皮膚の表面上で３０－６００μｍ、好ましくは、
６０－３００μｍの範囲の光スポットサイズに集光される。２－１００ｍＪの範囲、好ま
しくは、８－２０ｍＪの範囲に入るパルスエネルギーは、これらの範囲の光スポットサイ
ズ、波長および電力のために使用される。この好ましい実施形態は、表面皮膚冷却を含ま
ないが、このような冷却は、表皮および真皮・表皮接合部への損傷を削減するために必要
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に応じて組み込まれる。
【００５６】
　本実施形態で使用される走査デリバリーユニット２２０は、参照によって本書中に組み
込まれている、米国出願第６０／６５２，８９１号および対応している米国出願第１１／
１５８，９０７号に詳述されているように、軸２２１の周りで少なくとも３６０°回転す
るスキャナホイールである。その他のスキャナタイプは当業者に明らかであろう。たとえ
ば、ガルバノメータースキャナ、参照によって本書中に同様に組み込まれている同時係属
中の米国出願第１０／７５０，７９０号に記載されているような準固定偏向（ＰＳＤ）ス
キャナ、ポリゴンスキャナ、光バルブ、ＬＣＤスクリーン、ＭＥＭＳに基づく反射型スキ
ャナ、および、平行移動ステージが、光エネルギーの送達のために走査デリバリーユニッ
トに使用される。複数の走査デリバリーユニットが複数の偏向軸を制御するためにこのよ
うなシステムにおいて使用される。たとえば、２台のガルバノメータースキャナが皮膚２
５０の表面上のエリアを網羅するように、２方向でレーザビームを走査するために直列で
使用される。代替として、単一の走査ユニットは、米国出願第６０／６５２，８９１号お
よび同第１１／１５８，９０７号に詳述されているように、２方向にビーム偏向を生じさ
せることが可能である。
【００５７】
　走査デリバリーユニット２２０の動作パラメータを制御するために使用される１つのア
ルゴリズムは、二重または単一のホイールＰＳＤスキャナの回転速度、および、ハンドピ
ースの速度に比例したレーザ発射レートを調節することである。これは、フラクショナル
リサーフェシングの微細治療ゾーンが皮膚上の所定のパターン内に配置されることを可能
にさせる。
【００５８】
　治療を制御する別のアルゴリズムは、治療ゾーンの所定の密度を作成するためにハンド
ピースの相対速度にほぼ比例したレーザの発射を調節することである。治療ゾーンを重ね
合わせるか、または、隣接させることによる治療部位の全域に亘る治療ゾーンの均一な分
布もまた実現される。たとえば、図２Ａに示されているスキャナ２２０は、ハンドピース
２００が皮膚２５０の表面全体を移動しているときに一定角速度で回転するように制御さ
れるならば、レーザ発射は、レーザが所望の治療の分布または密度を作るスキャナの特殊
なファセットと揃えられたときに限りレーザを発射することにより、治療部位内に所望の
治療ゾーンの密度を作るためにパルス状にすることが可能である。全てのファセットが使
用されなくても構わない。特殊な速度に対し、あらゆるファセットが使用される。速度が
この特殊な速度から３の倍率で低減されるならば、３つごとに１つのファセットだけが同
じ密度を保つために使用される。好ましくは、このアルゴリズムは、治療部位内に治療ゾ
ーンの均一な分布を維持する。走査ホイール２２０を一定角速度で回転させることは、こ
の構成は、走査ホイール２２０の角速度を正確に制御するために用いられる、駆動エレク
トロニクスに関連付けられたモータ、および、エンコーダの複雑さを軽減するので、走査
ホイール２２０の角速度がハンドピース２００の速度に比例することを要求することが望
ましい。
【００５９】
　別の実施形態では、スキャナホイール２２０は治療部位の全体に横切って光ビーム２３
０を引っ張る速度で動かされる。このホイール速度は、ハンドピースの運動を補償したで
あろう方向と反対向きでもよい。皮膚２５０の表面を横切る光ビーム２３０のこの意図的
な引っ張りは、可変速度スキャナシステムと固定速度スキャナシステムのどちらを用いて
も作り出される。固定速度システムを使うと、たとえば、レーザビームのパルス間隔は、
光ビームが各パルスとほぼ同じ距離によって皮膚を横切って引っ張られるように、ハンド
ピース２００の速度に応じて調節される。スキャナホイール２２０の角速度を変えるか、
または、光ビーム２３０のパルス間隔を変えることにより、パルス毎に光学的治療が行わ
れる距離が変化させられる。光ビームの制御された引っ張りは、たとえば、光学的治療が
行われる距離を増加させることにより各微細治療ゾーンをより大きくすることによって、
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フラクショナルリサーフェシング治療の充填率を増加させるために使用される。ハンドピ
ース２００の速度が低下させられるとき、このアルゴリズムによって規定された増加した
パルス間隔は、投与量評価センサ２６０によって測定されるような治療反応の低下を引き
起こすことがある。したがって、組織反応を同じに保つためにパルスエネルギーを増加さ
せることが望ましい。
【００６０】
　接触板２３９は、光ビーム２３０の焦点深度と相対的に皮膚を正確かつ再現可能に位置
決めするために使用される滑らかな表面を作ることにより、治療ビームの皮膚表面からの
光学的散乱を効果的に低減する。接触板２３９は、サーマルヒートスプレッドとしての機
能を果たすことが可能であり、または、冷却源（図示せず）に接続されているときには、
皮膚を能動的に冷却するために表面から離れた所へ熱を伝導させることが可能である。接
触板２３９およびダイクロイックミラー２３２は、サファイア、溶融石英、ホウケイ酸ガ
ラス、透明プラスチック、または、その他の透明材料を含むことがある。接触板２３９、
ダイクロイックミラー２３２、および、その他の光学的コンポーネントは、皮膚へのエネ
ルギー送達の効率を向上させるため、または、照明源２８２からの照明光２８３の反射ま
たは透過を高めるため、１つ以上の側面にオプティカルコーティングが塗布される。
【００６１】
　ある実施形態では、接触板２３９は望ましくない場合があり、かつ、省かれることがあ
る。たとえば、アブレーティブレーザ治療では、治療のアブレーション反応を高めるため
に、皮膚の表面は機械的に自由にされていることが望ましいことがある。
【００６２】
　ハンドピース２００の位置パラメータを読み取るため光位置センサ２８０の能力を高め
るために、コントラスト強調剤２９０が皮膚２５０上または皮膚中に塗布される。たとえ
ば、皮膚２５０の表面への色素の均一な塗布は、位置センサ２８０によって対象物として
検出される形状を作り出すために、皮膚の皺または毛包のようなある種の容貌を優先的に
化粧することが可能である。コントラスト強調剤２９０は、位置センサ２８０による測定
量を適切に強調するのに適した量が患者の皮膚上または皮膚中に塗布されるときに無毒性
でなければならない。好ましくは、コントラスト強調剤と、ハンドピース２００および接
触窓２３９用に材料および幾何学的性質を選択することにより、ハンドピース２００が皮
膚２５０の表面上で容易に滑ることが可能となる。
【００６３】
　コントラスト強調剤２９０の例は、炭素粒子、墨汁、および、ＦＤ＆Ｃ　青色１号であ
る。多数のその他の色素、インク、粒子などが、皮膚に塗布され、適切な位置センサ２８
０と共に使用されるときに、コントラスト強調剤として使用される。波長照明源２８２は
、ハンドピース２００の位置パラメータの測定量の信号対雑音比を最大化するように選択
される。たとえば、６００から６４０ｎｍの範囲のピーク波長を伴う赤色ＬＥＤは、ＦＤ
＆Ｃ　青色１号と共に使用される。
【００６４】
　多くの事例において、コントラスト強調剤は、治療エネルギー、または、光学的治療エ
ネルギーの場合には治療波長の吸収が少ない。かくして、コントラスト強調剤は、治療部
位における治療エネルギーの堆積と干渉しない。一部の事例では、コントラスト強調剤は
、測定可能または観察可能なパラメータが治療エネルギーに反応して変化するように選択
される。コントラスト強調剤の変化は、治療が行われたかどうかを判定するために使用可
能であり、一様または均一ではないエリアで治療が修正されることを可能にさせる。
【００６５】
　耳障りなまたは不快なスクラビングを行わずに除去されるコントラスト強調剤２９０を
選ぶことが望ましい。代替的に、除去促進物質（図示せず）が、色素がより容易に除去さ
れ得るように、コントラスト強調剤２９０の塗布前に塗布されることがある。ジメチコー
ン、尿素、および、アルギニンは、除去促進物質の例である。これらの物質は、コントラ
スト強調剤２９０のその後の除去を促進するために、コントラスト強調剤２９０の前に塗
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布されることがある。これらの物質は、水、アルコール、または、油のような通例の溶媒
を使用して塗布される。除去促進物質の濃度は、たとえば、０．００１Ｍから０．１Ｍの
範囲で使用される。
【００６６】
　典型的な室内光および／または太陽光で照明されるときにはっきりと目に見えないコン
トラスト強調剤２９０を選ぶことが望ましい。コントラスト強調剤２９０は、３００－４
００ｎｍから７００－１１００ｎｍまでの照明波長を使用するときに検出器２８０の応答
が有利にかつ実質的に強調されるようにコントラスト強調剤２９０が塗布されているとき
、４００－６５０ｎｍの光で照明されているときにコントラスト強調剤が肉眼で裸の皮膚
上で容易に見えない場合、かつ、この場合に限り、「低可視性」と言われる。低可視性コ
ントラスト強調剤２９０の使用が望ましい理由は、コントラスト強調剤２９０の全部が治
療部位から除去されているとは限らない場合でさえ、コントラスト強調剤２９０は治療後
に可視性が低下するからである。
【００６７】
　多くの蛍光インク、色素、および、微粒子は、低可視性コントラスト強調剤２９０の例
である。蛍光剤が望ましい理由は、照明光の波長は、ダイクロイックミラー２３２または
その他の光学コンポーネントもしくはコーティングによってフィルタ処理可能であり、一
方、蛍光発光波長のスループットは位置センサ２９０の信号対雑音比を高めるために最大
化されるからである。ポリマー（ＰＭＭＡ）カプセル化蛍光色素は、ＮｅｗＷｅｓｔ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（カリフォルニア州サンタローザ）によって商業的に製造されて
いる。その他の蛍光材料には、コラーゲン、エラスチン、ＦＤ＆ＤＣ　橙色５号、フラビ
ンアデニンジヌクレオチド、葉酸、ニコチン酸、ニコチンアミド、還元ニコチンアミドア
デニン次ヌクレオチド（ＮＡＤＨ）、ポルフィレン、ピラニン（ＦＤ＆Ｃ　緑色７号）、
ピリドシンハイドロクロライド、硫酸キニーネ、リボフラビン、リボフラビンフォスフェ
ート、トリプトファン、ウラニン（フルオレセイン）、または、これらの組み合わせが含
まれる。これらの物質の吸収スペクトルおよび発光スペクトルは技術的に広く公表されて
いる。技術的に広く知られているその他の蛍光材料もまたコントラスト強調剤２９０、た
とえば、Ｃａｒｂａｚｉｎｅ、Ｃｏｕｍａｒｉｎ、Ｓｔｉｌｂｅｎｅ　３、Ｋｉｔｏｎ　
Ｒｅｄとして使用される。
【００６８】
　ピラミンの蛍光発光の強度はｐＨに伴って変化する。したがって、ピラミンは障壁関数
の変化を評価し、角質層の破壊または皮膚の断裂が治療中に起こっているならば、ユーザ
に警告するか、または、治療を自動的に停止するか、または、治療強度を低下させる。し
たがって、コントラスト強調剤２９０は、投与量評価センサ２６０の信号対雑音比を改善
するためにも使用される。
【００６９】
　インドシアニングリーン（ＩＣＧ）はコントラスト強調剤２９０の一例である。大部分
のコントラスト強調剤１６５は、塗布を容易にするため、または、より安価に使用するた
め、水または他の溶媒で希釈され得る。ＩＣＧのピーク波長は、溶媒と、ＩＣＧの濃度と
に依存して変化する。たとえば、水中で、ＩＣＧは、高濃度（たとえば、１２９－１２９
０μＭ）の場合におよそ７００ｎｍにＩＲ吸収ピークを有し、低濃度（たとえば、６．５
－６５μＭ）の場合におよそ７８０ｎｍにＩＲ吸収ピークを有する。血漿中のＩＣＧに関
して、広範囲の濃度（６．５－１２９０μＭ）に亘っておよそ７９０－８１０ｎｍの範囲
に吸収ピークがある。一般に、ＩＣＧは、典型的に、殆どの溶媒に対して６５０－８５０
ｎｍの範囲に吸収ピークを有する。ＩＣＧは、ＵＶ範囲にも吸収ピークを有する。ＩＣＧ
は４００から６５０ｎｍの範囲に強い吸収ピークを保持せず、裸眼で見ることを困難にす
る。したがって、ＩＣＧは、人間の目に対する可視性が低いが、しかし、適切に照明され
ているときにシリコンベースの光検出器で容易に見分けられるコントラスト強調剤の例で
ある。非蛍光コントラスト強調剤では、照明光の波長（または波長範囲）は、コントラス
ト剤のピーク吸収が、皮膚のピーク吸収より、少なくとも３倍、好ましくは、少なくとも
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１０倍だけ強くなるか、または、弱くなる範囲に入るように選ぶことが可能である。選択
された波長（または波長範囲）に入るコントラスト剤のピーク吸収を、４００－６５０ｎ
ｍの波長範囲内のピーク吸収より、少なくとも３倍、好ましくは、少なくとも１０倍だけ
強くするか、または、弱くすることがさらに望ましい。
【００７０】
　コントラスト強調剤はパターンで塗布されてもよい。パターンは、図３Ａに示されてい
るように、治療部位３５７内に同一図形３９１の一様格子を含むことがある。パターンは
、図３Ｂに示されているように、治療部位３５７内に同一図形３９２の非一様パターンを
含むことがある。パターンは、図３Ｃに示されているように、治療部位３５７内に複数の
様々な図形３９３の非一様パターンを含むことがある。コントラスト強調剤は、スタンプ
、ローラー、スプレイ、ステンシルを使用して、または、強調剤を含浸させたガーゼパッ
ドを用いて塗布することが可能である。
【００７１】
　コントラスト強調剤のパターンは、一時的な入れ墨に使用されるような接着剤を使用し
て皮膚に付着させることもある。一時的な入れ墨と同様に、パターンは、コントラスト強
調剤を皮膚に付着する接着剤の上に印刷することによって、または、コントラスト強調剤
を皮膚に付着する接着剤の中に埋め込むことによって作成される。接着剤は、接着剤の中
または上に含まれる多くのコントラスト強調剤より容易に除去できるという利点がある。
ＦＤ＆Ｃ　青色１号（さらに、カリフォルニア州パルアルトのＲｅｌｉａｎｔ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｉｅｓによってオプティガイドブルーとしてパッケージ化されている）のよう
なＦＤＡ承認カラーのレーキは、ポリマーベースの入れ墨接着剤に埋め込まれ、皮膚に塗
布される。治療に続いて、これらの接着剤ベースのパターンはアルコールと光のスクラビ
ングを用いて除去される。接着剤は皮膚とコントラスト強調剤との間に障壁を設けるよう
に設計されるので、接着剤の使用することにより、皮膚に有毒であったであろう照射にお
いてコントラスト強調剤を使用することも可能となる。
【００７２】
　代替的には、コントラスト強調剤は、パターニングを用いることなく、糖質ベースの溶
剤またはジェルベースの溶媒中に懸濁させることがある。これらの溶媒は、治療エリアの
外側に垂れないように粘性にすることが望ましい。
【００７３】
　コントラスト強調剤で図形のパターンを塗布する代わりに、レーザ治療ゾーンが、位置
センサ２８０の応答を高めるために使用される図形のパターンを形成することがある。た
とえば、ＣＯ２レーザは、非剥離エリアの内側に散在された剥離エリアのパターンを作成
するために、皮膚の一部分を剥離することができる。このパターンは、位置センサ２８０
として機能する光学マウスチップの信号対雑音比を高める可視的な形状を与えるためにＬ
ＥＤで照明される。
【００７４】
　位置センサ２８０の他の実施形態は図４－７に示されている。投与量評価センサ２６０
の他の実施形態は図８－１１に示されている。これらのセンサのうちの１台以上を使用す
ることで、組織治療レベルを最適化するために様々な測定を行うことができる。治療密度
および治療レベルは、電磁源２１０および走査デリバリーユニット２２０の治療パラメー
タを適切に調節するコントローラ２１５によって、一定に保たれるか、または、規定され
た範囲内に維持される。
【００７５】
　図４－１１に示されている位置センサおよび投与量評価センサは、図１および２に示さ
れている実施形態に付加されてもよく、または、代わりに用いられてもよい。当業者に明
らかであるように、これらのシステムの多くは、投与量評価センサによって検知される部
位が位置センサによって測定される部位および治療されている部位と一致するように、容
易に設計され得る。２台のセンサを一致させることが望ましくない状況、または、これら
の２種類のセンサが干渉する状況では、投与量評価センサは、位置センサに対してｘ方向
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、ｙ方向またはｚ方向へ移動されることがある。
【００７６】
　図２に示されている実施形態は、治療部位への光エネルギーの送達を表しているが、接
触板２３９を、ＲＦ発生器を備えるコントローラ２１５の制御下でＲＦエネルギーを所望
の治療部位へ送達するように構成されている接触板、接触電極、または、針電極で置き換
えることにより、光エネルギーの代わりに、モノポーラまたはバイポーラ無線周波（ＲＦ
）エネルギーが、同様に使用される。
【００７７】
　図４は発明の実施形態を示している。本実施形態では、位置センサは、ハンドピース４
００に機械的に結合されている１組以上の加速度計４８０および４８１として実施されて
いる。加速度計４８０および４８１の組は、ハンドピース４００の内側に取り付けられて
も、外側に取り付けられてもよい。３台の加速度計４８０Ａ、４８０Ｂおよび４８０Ｃの
組が、３つの座標平面の１つずつにおける速度の変化を測定するために使用される。１組
以上の加速度計４８０および４８１は、電磁源４１０の動作パラメータを制御するコント
ローラ４１５と通信可能である。電磁源４１０は電磁エネルギー４３０を放射し、接触板
４３９を介して皮膚４５０へ送達する。図４に示されている構成は、図１および２に示さ
れているように走査デリバリーユニット（図示せず）を含むこともできる。
【００７８】
　図４に示されているように、１対の加速度計が３つの回転方向のそれぞれにおいて角加
速度を測定するために使用される。たとえば、加速度計４８０Ａおよび４８１Ａはｚ軸と
平行な回転軸周りの角加速度を測定し、加速度計４８０Ｂおよび４８１Ｂはｘ軸と平行な
回転軸周りの加速度を測定し、加速度計４８０Ｃおよび４８１Ｃはｙ軸と平行な回転軸周
りの角加速度を測定する。加速度計４８０Ｂおよび４８１Ｂは、ｚ軸方向へ互いにずらさ
れ、図４においては重なり合っているように描かれている。代替的には、ジャイロスコー
プがハンドピースの角速度を測定するために使用される。ＭＥＭＳベースの加速度計およ
びジャイロスコープは複数の供給業者（たとえば、ニューヨーク州イサカのＫｉｏｎｉｘ
，　Ｉｎｃ．）によって販売されている。
【００７９】
　加速度または角加速度の測定は、速度および位置、または、角速度および角位置の測定
量を生成するために時間的に一体化される可能性がある。多くの構成において、初期校正
および定期的な再校正が基準速度、角速度、位置、および／または、角位置をリセットす
るために必要とされることがある。
【００８０】
　加速度計は、皮膚４５０の治療部位に対して、ハンドピース４００の相対位置パラメー
タではなく、ハンドピース４００の絶対位置パラメータを測定する。相対位置パラメータ
が望ましいならば、加速度計は、治療部位が固定化されているとき、または、治療部位の
絶対運動が小さいときに使用され得る。代替的には、皮膚４５０の治療部位の絶対運動お
よびハンドピース４００の絶対運動の両方が測定され、ハンドピース４００と皮膚４５０
の治療部位との間の相対運動が計算される。
【００８１】
　システムにフィードバックを与え、ハンドピースの相対角が治療部位の表面から垂直な
表面と相対的なある角度範囲内に入らない限り、レーザを使用禁止にするために、角位置
の相対測定量は使用される。これは、たとえば、治療部位上で冷却スプレイおよび治療レ
ーザビームを適切に合わせるために役立つ。角位置の絶対測定量は、ハンドピース４００
が上下逆に回転させられるならば、漏出する液体充填空洞のような重力に敏感なコンポー
ネントを有する場合に役立つ。位置の相対測定量は、電磁源４１０をパルス状にする場所
の間の距離を測定するために使用される。
【００８２】
　速度、加速度、角速度および角加速度の絶対測定量または相対測定量は、所望の治療エ
リアの外側に望ましくない治療を招くかもしれないハンドピースの落下の有無、または、
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制御できない方法によるハンドピースの突然の滑りの有無、を評価するために役立つ。相
対位置パラメータ測定量と絶対位置パラメータ測定量の組み合わせは、患者の動きを測定
するために使用される。たとえば、患者が突然に動くならば、相対加速度測定量と絶対加
速度測定量との間の差が顕著である可能性がある。本段落に記載されている状況のいずれ
であっても、コントローラ４１５は、ユーザによって望まれないエリアでの治療を防止す
るために電磁源４１０を一時的に使用禁止状態にする。
【００８３】
　図５は本発明の別の実施形態を示している。本実施形態では、位置センサは、単方向ま
たは双方向無線通信の何れかを実施する少なくとも２対の発信機および受信機を備える。
発信機５８０Ａ－Ｃは、ハンドピース５００に機械的に結合されている１台以上の受信機
５８１Ａ－Ｂへ信号を伝送するために設置されている。受信機からの信号はコントローラ
５１５によって受信され、コントローラは、各対の発信機と受信機との間の距離を計算す
るために飛行時間測定量または位相測定量を使用する。これらの距離は、コントローラ５
１５によって行うことが可能であるハンドピースの選択された位置パラメータの計算に使
用される。コントローラ５１５は、図１に示されているように、電磁源１１０、スキャナ
制御部１２５、または、走査デリバリーユニット１２０のようなハンドピースの他のコン
ポーネントに動作可能に接続されていることがある。これらのコンポーネントは、ハンド
ピース５００の内側に置かれても、外側に置かれてもよく、簡単のために図示されていな
い。
【００８４】
　発信機および受信機の台数および場所は、測定され得る位置パラメータを決定する。３
次元でハンドピースの位置を測定するために、３台の発信機および１台の受信機が使用さ
れる。最大で３次元までのハンドピースの位置を測定し、さらに、最大で３つの独立した
角度方向で角位置を測定するために、第２の受信機が使用されることがある。３次元の全
てと３つのハンドピース角度の全てを測定するために、３台の発信機および３台の受信機
が好ましくは冗長性を保持するために使用される。簡単な装置は２台の発信機および１台
の受信機を備える。この装置は、所定の表面に沿って２次元でハンドピースの位置パラメ
ータを測定するために１台の発信機と共に使用される。また別の構成では、上記と同様の
測定を行うために、２台の受信機が１台の発信機と共に使用される。これらの発信機およ
び受信機の特殊な幾何学的関係および位置は当業者によって一般化され得る。
【００８５】
　後述されている例では簡単のために、ハンドピースの測定された位置パラメータが治療
部位と相対的であり、絶対測定量ではないように、受信機はハンドピースに置かれ、発信
機は治療部位５５７の内側に置かれるか、または、治療部位５５７に機械的に連結されて
いる。絶対測定量が望まれるならば、他の構成も使用される。光ベースの通信システムま
たは他の電磁通信システムが、これらのタイプのシステムのために同様に使用される。
【００８６】
　一実施形態では、３台の無線周波発信機が、好ましくは、使用の簡単化と低コストのた
めに布またはラテックスで作られたキャップに取り付けられている。たとえば、発信機は
この目的のためにＥＥＧキャップに取り付けられる。このタイプのキャップは、発信機が
治療部位に機械的に結合されているので、たとえば、額または顔の眼窩エリアの皺を治療
しているときに、ハンドピースを測位するために役立つ。このタイプのキャップは、図１
を参照した説明に記載されたコイル測定システムと共に使用することも可能である。一部
の実施形態では、携帯電話機またはＧＰＳ追跡システムにおいて一般的に使用されている
受信機に類似した単一チップ受信機がキャップに取り付けられている。代替的には、セン
サまたは受信機は、接着剤を使用して、治療エリア、または、歯、鼻、顎などの身体の他
のエリアに直接的に取り付けられる。センサが治療の度に同じ場所に、たとえば、同じ歯
に、正確に設置されるならば、オーバーレイマップが治療毎に連続的に治療された部位を
図解するために作成される。
【００８７】
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　加速度計、磁気、ジャイロスコープ、および、発信機・受信機ベースの測定システムの
１つの利点は、非接触モードで簡単に使用でき、治療中の皮膚運動の可能性を削減し、皮
膚表面に入射するビームサイズを手動で調節するためにハンドピースが皮膚から様々な距
離で保持されることを可能にすることである。
【００８８】
　複数台の位置センサが、たとえば、各位置センサからの比較的低品質の信号を許容する
ためにも使用される。たとえば、光学マウスタイプのセンサは、磁気放射器コイル測定シ
ステムと共に使用可能である。複数台のセンサの組み合わせは、大きな矛盾がセンサ間で
気付かれたときにシステムを停止するためにも使用される。様々なタイプのセンサが使用
されるならば、矛盾は、たとえば、皮膚が伸ばされているかどうかに関する付加情報を提
供するために使用される。この情報は、ハンドピースが適切に滑動していないときの状況
を検出するために使用され、かつ、システムにフィードバックを提供し、局部的な過剰治
療および不十分な治療を削減するために使用される。
【００８９】
　図６は、手動可動式ハンドピース６００が光エネルギーを皮膚に送達するように構成さ
れている本発明の別の実施形態を示している。超音波発信機６８０が接触板６３９の片側
に設置され、超音波受信機６８２が接触窓の反対側に設置されている。飛行時間測定量ま
たは位相測定量が発信機６８０と受信機６８２との間の伝播の距離を測定するために記録
される。このことは、皮膚６５０と相対的に方向６０１に沿ってハンドピース６００の速
度を測定するために使用される。
【００９０】
　図７は位置センサおよびハンドピース７００の実施形態を示している。超音波発信機７
８０のフェーズドアレイが接触板７３９の片側に設置され、超音波受信機７８２が接触窓
の同じ側に設置されている。フェーズドアレイ７８０は、皮膚の表面または皮膚内の１つ
以上の形態７５３から超音波受信機７８２へ散乱または反射される指向性超音波ビームを
放射する。位相シフト、飛行時間、または、ドップラー周波数シフト測定量を使用して、
コントローラ（図示せず）は、ハンドピース７００が方向７０１へ移動するときに、ハン
ドピース７００の位置パラメータを測定するために使用される。
【００９１】
　図６および７に示されている超音波発信機・受信機のペアは、周波数の適切な選択によ
って図１の投与量評価センサ１６０の実施形態としても使用され、好ましくは、速度に起
因する測定値の変化を除去するために速度センサと併せて使用される。
【００９２】
　図８は図１の投与量評価センサ１６０の実施形態を示している。本実施形態では、偏光
照明源８６２が照明レンズ８６４および光透過接触板８３９を介して皮膚８５０を照明す
るために使用されている。イメージングセンサ８６０、偏光子８６７、および、イメージ
ングレンズ８６６を備える偏光イメージングシステムは、皮膚８５０の治療部位の複屈折
性を映像化するために使用されている。イメージングセンサ８６０は、その結果、図１に
示されているコントローラ１１５に動作可能に接続される。
【００９３】
　ある種の光熱治療の間に、皮膚コラーゲンが凝固し、コラーゲンの光複屈折性の損失を
引き起こす。この複屈折性の変化はイメージングセンサ８６０によって測定され、たとえ
ば、治療パルスの間隔を制御するために治療パルスの終点として使用される。
【００９４】
　偏光子８６７は、アライメントをより容易に、もしくは、より正確にするため、または
、交差偏光像および平行偏光像の比較を可能にするために（自動的または手動的に）調節
可能でもよい。
【００９５】
　図８に示されている実施形態は、好ましくは、治療の前後で皮膚上の２つの特徴間の分
離距離を測定することにより、皮膚収縮を測定するために使用されることもある。１台以
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上のイメージングセンサ８６０が使用される。収縮は、既知の距離から始まる個々の治療
ゾーン間の分離距離を測定することにより、１回の測定を使用して測定することも可能で
ある。たとえば、アブレーティブＣＯ２レーザは、１５ｍｍの設定距離で２個のマークを
配置可能であり、その後に、これらのマーク間の分離が皮膚収縮を判定するために測定さ
れる。偏光子８６７はこれらの測定のために必要とされないことがあり、照明源８６２は
非偏光でもよい。
【００９６】
　図８に示されている投与量評価センサの別の実施では、照明光は、光照射量評価センサ
の信号レベルを高めるために使用される。白色光照明が使用される。代替的には、異なる
色の照明源を伴う逐次照明が、組織成分の治療レベルをスペクトル的に判定するためにデ
ジタル処理される画像を捕捉するために使用される。たとえば、メラニンおよび血液の吸
収が異なる６６０ｎｍの赤色ＬＥＤおよび５５５ｎｍの緑色ＬＥＤからの照明が捕捉のた
めに使用される。このことは、色素性損傷の治療光反応と血管の治療光反応とを区別する
ために役立つ。偏光子８６７はこれらの測定のため必要とされないことがあり、照明源８
６２は非偏光でもよい。
【００９７】
　図９は、単一のセンサから入手できるより多くの情報を提供するために複数台の投与量
評価センサ９６０および９６１を使用する本発明の実施形態を示している。たとえば、一
方の投与量評価センサ９６１は治療前に投与量を測定し、第２の投与量評価センサ９６０
は治療後に治療反応を測定可能である。本実施形態では、２台の投与量評価センサ９６０
および９６１は、電磁源９１０の治療パラメータを制御するコントローラ９１５に動作可
能に接続されている。電磁源９１０は電磁エネルギー９３０を発生し、ハンドピースが方
向９０１へ動くときに、電磁エネルギー９３０は接触板９３９を介して皮膚９５０の治療
部位へ送達される。
【００９８】
　治療前に投与量評価センサ９６１を使用し、治療後に別の投与量評価センサ９６０を使
用することにより、コントローラ９１５が特定の治療設定条件に対して適用された治療の
量を計算することが可能となる。コントローラ９１５は、このとき、電磁源９１０のパラ
メータを調節するために必要に応じて調節を行うことが可能である。この投与量フィード
バックループにより治療パラメータのリアルタイム調節が可能となる。
【００９９】
　投与量フィードバックループの例は、第１の容量性投与量評価センサ９６１および第２
の容量性投与量評価センサ９６０を使用する。各容量性投与量評価センサは、ノンアブレ
ーティブフラクショナルリサーフェシング治療法で治療された皮膚の割合を測定する。第
１および第２の容量性投与量評価センサ９６１、９６０は、第１の容量性投与量評価セン
サ９６１がハンドピースの電流通過の前に治療されていた皮膚の割合を測定し、第２の容
量性投与量評価センサ９６０が治療部位上でのハンドピースの電流通過後に治療されてい
た皮膚の割合を測定するように、治療窓の前と後に設置されている。２台のセンサ９６０
、９６１の測定量の間の差は、治療領域上でのハンドピースの電流通過中に治療された皮
膚の割合を記述している。電流通過中に治療された皮膚の割合の計算は、たとえば、異常
に高い割合が計算されたときにレーザ治療エネルギーを低下させることによって、組織の
バルク加熱により施される過剰治療を防ぐために使用される。適切な投与量フィードバッ
クセンサ９６０、９６１の他の例は、参照によって本書中に組み込まれている米国出願第
１０／８６８，１３４号に記載されている。
【０１００】
　図１０および１１は、投与量評価センサからの測定量に応じて治療パラメータを変化さ
せるコントローラ（図示せず）に動作可能に接続されている投与量評価センサ１０６０／
１１６０の他の実施形態を示している。好ましい実施形態では、投与量評価センサ１０６
０／１１６０はハンドピース１０００／１１００の内側に置かれている。代替的な実施形
態では、投与量評価センサ１０６０／１１６０はハンドピース１０００／１１００の内側
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に置かれていない。図１０では、プローブ放射源１０６２は、好ましくは、０．５から１
０００ｎｓの間、または、５から１００ｎｓの間のパルス幅でプローブビーム１０６３を
発生し、該プローブビームは皮膚１０５０によって吸収され、圧電材料１０６５と皮膚１
０５０との間の境界面を通って伝播する応力波を発生する。プローブビーム１０６３は、
プローブビーム１０６３を皮膚１０５０の上または中に集光するために、プローブビーム
デリバリーレンズ１０６４を通過してもよいことは任意である。応力波は、圧電材料１０
６５に電気的に接続されている電気信号検出器１０６０によって測定される電気信号を発
生させる。
【０１０１】
　発生される応力波の特性は、皮膚の機械的特性および光学的特性に基づいて変化する。
プローブ波長は、治療されていない皮膚と治療された皮膚との間で皮膚内の吸収に差が生
じるように選択される。代替的には、パルス条件は、治療された皮膚と治療されていない
皮膚とに関して機械的反応が異なるように選択される。したがって、作り出された応力波
は、プローブ対象の皮膚に接近しているか、到達したか、または、所望の治療レベルを超
えたかを判定するために測定される。応力波を使用して調べることができる皮膚の機械的
特性の例は、皮膚の弾性、緊張、および、機械的減衰を含む。
【０１０２】
　発生される応力波のシグネチャーは、複数の異なる技術を使用して測定可能である。１
つの技術が図１０に示され、上述されている。この技術では、ニオブ酸リチウムのような
圧電材料から作られた透明接触板１０６５は、機械的応力波に応答して電気信号を発生す
る。この電気信号は電気信号検出器１０６０によって測定される。適切な電気信号検出器
１０６０は技術的に広く記述されている。プローブ放射源１０６２はＱスイッチレーザで
も、モードロックレーザでもよい。レーザは、ダイオードレーザ、固体レーザ、Ｎｄ：Ｙ
ＡＧレーザ、ガスレーザなどでもよい。
【０１０３】
　応力波を測定する第２の技術は、図１１に示されているように、皮膚の表面に入射した
ビームからの反射パターンの変化を観察することである。この構成では、プローブ放射源
１１６２は、皮膚１１５０の表面に沿って伝播する応力波を作り出すために皮膚１１５０
によって吸収されるプローブビーム１１６３を、好ましくは、０．５から１０００ｎｓの
間、または、５から１００ｎｓの間のパルス幅で発生させる。プローブビーム１１６３は
、プローブビーム１１６３の集光、または、応力波の伝播の機械的な増強のような光学的
目的または機械的目的のために、必要に応じて、任意のプローブビームデリバリーレンズ
１１６４および任意の接触板１１６５を通過する。コヒーレント照明源１１７２は、任意
のコヒーレント照明レンズ１１７４を使用して皮膚の表面に集光されるか、または、コリ
メートされるコヒーレント照明ビーム１１７３を発生させる。コヒーレント照明ビーム１
１７３は、皮膚１１５０の表面に作り出された応力波によって皮膚の表面から回折され、
回折ビーム１１６７を発生する。回折ビーム１１６７は、イメージングレンズ１１６６を
使用して、ＣＣＤカメラのようなイメージング検出器１１６０に映像化される。
【０１０４】
　コンポーネント１１６２、１１６３および１１６４は、図１０における類似コンポーネ
ント１０６２、１０６３および１０６４と同様であり、上述されているコンポーネントと
同じコンポーネントから作ることができる。
【０１０５】
　任意の接触窓１１６５は、好ましくは、プローブビーム１１６３が中を通過する溶融石
英またはサファイアのような透明材料で構成されている。
【０１０６】
　プローブビーム１１６３は皮膚１１５０によって吸収され、皮膚１１５０に応力波を生
成する。図１０に関して上述されているように、応力波の特徴は皮膚の光学的パラメータ
および機械的パラメータに依存している。応力波の周期および減衰のようなある種の特徴
は、イメージング検出器１１６０の表面に映像化されている回折ビーム１１６７から回折
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パターンを測定することによって評価され得る。
【０１０７】
　コヒーレント照明源１１７２は、コヒーレント源、たとえば、ＨｅＮｅレーザであるべ
きである。皮膚１１５０の表面に対するコヒーレント照明ビーム１１７３の角度、および
、皮膚の表面と相対し、かつ、コヒーレント照明ビーム１１７３と相対するイメージング
システムの角度は、好ましくは、測定信号を最大化するために揃えられる。一旦信号が測
定されると、応力波の減衰定数および共振周波数が図１０および１１によって記述された
装置を用いて測定可能である。ＤＣフィルタリングもまた検出された信号の信号対雑音比
を高めるために使用される。
【０１０８】
　図１０および１１に記載された技術によると、好ましくは、第１の反射波だけが測定さ
れ、散乱からの後に続く信号は一時的にフィルタ処理される。これは多重に反射された波
からの混同を低減する。これは、第１の反射信号だけが使用される光コヒーレンス・トモ
グラフィーシステムに類似している。装置の特有の幾何学的性質に依存して、この装置は
、治療によって変化される皮膚の大部分または局部的な光学的特性および機械的特性を測
定するために使用される。
【０１０９】
　本明細書に記載されている例は全てが人の皮膚へのこれらの技術の使用を説明している
。本発明は身体の他の組織の治療にも適用可能である。たとえば、爪菌の治療のための足
の爪の表面の穿刺、睡眠時無呼吸および鼾のような疾患の治療のための軟口蓋、脱毛、医
薬品または栄養補給食品の局所デリバリー、または、レーザベースのＴＭＲ治療法のため
の心臓組織の治療は、すべてが本発明の使用によって恩恵を受ける。
【０１１０】
　詳細な説明は多数の細部を含んでいるが、これらの細部は発明の範囲を限定するものと
してではなく、単に発明の様々な例および態様を説明するものとして解釈されるべきであ
る。発明の範囲には、詳細に上述されていないその他の実施形態が含まれることが理解さ
れるべきである。たとえば、上記の多くの例において、レーザが実施形態として使用され
ているが、レーザは、ＲＦ、フラッシュランプ、または、その他の電磁エネルギーベース
の治療法にも一般化することが可能である。当業者に明白である種々のその他の変更、変
化、変形が、請求項に記載されているような発明の精神および範囲から逸脱することなく
、本明細書に開示されている本発明の方法および装置の構成、動作および細部において可
能である。
【０１１１】
　明細書および請求項中、単数形の要素の参照は、特に断らない限り、「唯一無二」を意
味することを意図するのではなく、むしろ、「１つ以上」を意味することを意図している
。さらに、装置または方法が、請求項によって包含されるように、発明の様々な実施形態
によって解決できるあらゆる問題を扱うことは必要ではない。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】位置センサおよび投与量評価センサを組み込む本発明の実施形態の概略図である
。
【図２Ａ】光源、星形スキャナホイール、および、光位置センサを組み込む本発明の実施
形態の概略図である。
【図２Ｂ】光源、星形スキャナホイール、および、光位置センサを組み込む本発明の実施
形態の概略図である。
【図２Ｃ】光源、星形スキャナホイール、および、光位置センサを組み込む発明の実施形
態の概略図であり、本実施形態によって作成された１つの可能な治療パターンを示す図で
ある。
【図３Ａ】図１に示されている光位置センサの測定を向上させるために治療部位または治
療部位に隣接した部位に適用され得るパターンの説明図である。
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【図３Ｂ】図１に示されている光位置センサの測定を向上させるために治療部位または治
療部位に隣接した部位に適用され得るパターンの説明図である。
【図３Ｃ】図１に示されている光位置センサの測定を向上させるために治療部位または治
療部位に隣接した部位に適用され得るパターンの説明図である。
【図４】３次元および／または３つの角度方向までハンドピースの位置パラメータを測定
するために１台以上の加速度計がハンドピースに取り付けられている本発明の実施形態の
概略図である。
【図５】３次元および／または３つの角度方向まで位置パラメータを測定するために発信
機および受信機がハンドピースの位置を三角測量するため使用される本発明の実施形態の
概略図である。
【図６】少なくとも１台の超音波発信機および少なくとも１台の超音波がハンドピースに
機械的に結合され、超音波飛行時間測定を利用する本発明の実施形態の概略図である。
【図７】少なくとも１台の超音波発信機および少なくとも１台の超音波受信機がハンドピ
ースに機械的に結合され、超音波反射測定を利用する本発明の実施形態の概略図である。
【図８】偏光イメージングが皮膚の複屈折の変化を測定するために使用される本発明の実
施形態の説明図である。
【図９】特定の治療パラメータに対する異なる皮膚反応の測定のための本発明による先行
投与量評価センサおよび後続投与量評価センサの使用を示す概略図である。
【図１０】皮膚に入射するエネルギーパルスにより作成された衝撃波の痕跡を測定するこ
とにより特定の治療パラメータに対する皮膚反応を測定する本発明の実施形態の説明図で
あり、圧電材料を用いて衝撃波痕跡を測定する装置が示されている。
【図１１】皮膚に入射するエネルギーパルスにより作成された衝撃波の痕跡を測定するこ
とにより特定の治療パラメータに対する皮膚反応を測定する本発明の実施形態の説明図で
あり、反射プローブビームを用いて衝撃波痕跡を測定する装置が示されている。
【図１２】１台以上のコイルセンサがハンドピースの位置パラメータを測定するために使
用される本発明の実施形態の概略図である。
【図１３】図１２によるシステムによって作成された測定量の説明図である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１００　ハンドピース
　１１０　電磁源
　１１５　コントローラ
　１２０　走査デリバリーユニット
　１２５　スキャナ制御部
　１３０　電磁エネルギー
　１３９　接触板
　１５０　皮膚
　１６０　投与量評価センサ
　１８０　位置センサ
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