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(57)【要約】
　熱エネルギーの活用又は除去によって、そしてあるい
は、治療部材の応用によって、使用者の目の部位に利益
を提供する装置、システム、方法について説明する。実
施例によっては、装置は、可撓性フレーム、連結部、絶
縁部を含んでいる。可撓性フレームは、治療部材を支持
するための構造であって、体の目的部位に実質的に連続
する治療部材を配置する第一構造と第二構造との間で変
化する。連結部は、可撓性フレームに連結し、第二構造
中の可撓性フレームを保持するために第一構造から第二
構造に変化する。絶縁部は、可撓性フレームに連結する
ように第一構造から第二構造に変化する。絶縁部は、少
なくとも部分的に、温熱治療部材と体の目的部位との間
で熱エネルギーの移動を制御する。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人・使用者の目の部位上に配置できる変形可能なフレーム、前記変形可能なフレームが
後面及び前面を含み、及び、第二フレーム部分に中央の橋で繋がる第一フレーム部分、前
記後面が熱的調節可能な治療部材に連結できるように構成された取付点を含み；
　ストラップ組立部、前記ストラップ組立部が第一Ｖ字型部分組立部及び第二Ｖ字型部分
組立部を含み、前記第一Ｖ字型部分組立部が第一非弾性連結部材及び第一弾性下部部材を
含み、前記第一非弾性連結部材が前記第一フレーム部分の上部側面部に連結するように構
成された内側末端部分を有し；及び、外側末端部、前記第一弾性下部部材が前記第一フレ
ーム部分の第一下部側面部分に連結するように構成された内側末端部及び第一位置に連結
するように構成された外側末端部分を有し、前記第一位置が第一非弾性連結部材上に配置
され、前記第一非弾性連結部材及び前記第一弾性下部部材が前記第一位置に位置する第一
頂点を形成し；
　第二Ｖ字型部分組立部が第二非弾性連結部材及び第二弾性下部部材を含み、第二非弾性
連結部材が第二フレーム部分の上部側面部と外側末端部分に連結するように構成された内
側末端部分を有し、及び、外側末端部分、第二弾性下部部材が、第二フレーム部分の第二
下部側面部に連結するように構成された内側末端部分及び第二位置に連結するように構成
された外側末端を有し、第二位置が第二非弾性部材上に配置され、前記第二非弾性連結部
材及び前記第二弾性下部部材が第二位置に位置する第二頂点を形成していることを特徴と
する装置。
【請求項２】
　前記変形可能なフレームが使用者の目の部位上に配置する場合、前記第一位置及び前記
第二位置が互いに使用者の耳介の前部に位置することを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記第一フレーム部分が第一断面領域を有する上部側部領域及び第二断面領域を有する
下部側部領域を含み、さらに前記第二フレーム部分が、第三断面領域を有する上部側部領
域及び第四断面領域を有する下部側部領域を含み、前記第一断面領域が前記第二断面領域
の５０％未満、前記第三断面領域は前記第四断面領域の５０％未満であることを特徴とす
る請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記第一フレーム部分が第一剛性を有する上部側部領域及び第二剛性を有する下部側部
領域を含み、前記第二フレーム部分が第三剛性を有する上部側部領域及び第四剛性を有す
る下部側部領域を含み、前記第一剛性が前記第二剛性の約８０％未満、前記第三剛性が前
記第四剛性の約８０％未満であることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記フレーム後面の前記取付け具がスナップ取付け具である装置であって、
　更に、前記変形可能なフレームの前記後面上の前記スナップ取付け具に可逆的に連結す
るような構成のスナップ取付け具を含む前記熱調節可能な治療部材、第一半径を有するキ
ャップ及び第二半径を有する雄又は雌取付部分を含む前記温度調節可能な前記治療部材の
前記スナップ取付け具を含み、前記第一半径と前記第二半径との比が１．２以上であるこ
とを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記変形可能なフレーム後面の前記取付け具がスナップ取付け具である装置であって、
　更に、前記熱調節可能な治療部材が前記変形可能なフレームの前記後面上の前記スナッ
プ取付け具に可逆的に連結するような構成のスナップ取付け具を含む前記熱調節可能な治
療部材であって、第一半径を有するキャップ及び第二半径を有する突起部材を含む前記温
度調節可能な前記治療部材の前記スナップ取付け具を含み、前記第一半径と前記第二半径
との比が５．４以上であることと特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項７】
　更に、第一ローブ及び第二ローブを有する絶縁部分含み、前記第一ローブが第一リーフ
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レット及び第二リーフレットを分けるような構成のスリットを規定し、前記第二ローブが
前記第二ローブを第三リーフレット及び第四リーフレットを分けるような構成のスリット
を規定し、前記第一リーフレット、前記第二リーフレット、前記第三リーフレット、及び
前記第四リーフレットが、それぞれ、前記変形可能なフレームの前面から延びているポス
トを受け取るような構成の開口部を規定し、前記第一リーフレット及び前記第二リーフレ
ットの開口部が対応するポストを受け取る場合、前記第一ローブが凸テント形に変形する
ように構成され、前記第三リーフレット及び前記第四リーフレットの開口部が対応するポ
ストを受け取る場合、前記第二ローブが凸テント形に変形するように構成されていること
を特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項８】
　更に、前記変形可能なフレームに取り付けられていない場合に第一構造を有し、変形可
能なフレームに取り付けられた場合に第二構造を有する絶縁部を含み、実質的に並行及び
二次元である前面及び後面であるような前記第一構造である場合、前記絶縁部は実質的に
平ら又は平面であって、第二構造である場合前記絶縁部は二つの凸部を形成し、装置が使
用者の目の部位に当てられる場合、実質的に使用者の目の前面に位置するように各凸部が
構成されていることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記変形可能なフレームが前記第一フレーム部分の上部側面部分に前記第一非弾性連結
部材を取り付けるような構成の第一取付点、及び使用者の目の部位上に前記変形可能なフ
レームが配置されていない場合、第二フレーム部分の上部側面部分に第二非弾性連結部材
を取り付けるような構成の第二取付点を含み、前記第一取付点と前記第二取付点を通過す
る第一参照軸が第一非弾性連結部材を縦に二つに切断する第二参照軸とで連結部材角度を
規定し、前記連結部材角度が１７０度未満であることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項１０】
　前記連結部材角度が１６０度未満であることを特徴とする請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　前記変形可能なフレームが使用者の目の部位上に置かれる場合、前記変形可能なフレー
ムが第一構造から第二構造に変化する構成であって、前記変形可能なフレームの側部部分
によって形成され、前記変形可能なフレームの後面に沿って測定された凸屈曲の角度が１
５５度未満であることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項１２】
前記変形可能なフレームの後面に沿って測定された前記凸屈曲の角度が１４５度以下であ
ることを特徴とする請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記ストラップ組立部が第一弾性ストラップ及び第二弾性ストラップを含んでいる弾性
連結部分組立部を含み、前記第一弾性ストラップが第一連結部及び第一末端部を有し、前
記第一連結部は第一非弾性部材の外側末端に連結するような構成であり、前記第一連結部
が第一幅を有し、前記第一末端部が第二幅を有し、前記第二弾性ストラップが第二連結部
及び第二末端部を有し、前記第二連結部が第二非弾性連結部材の外側末端に連結するよう
な構成であり、前記第二連結部が第三幅を有し、前記第二末端部が第四幅を有し、前記第
二幅が前記第一幅よりも少なくとも３０％以上大きく、前記第四幅が前記第三幅よりも少
なくとも３０％大きく、前記変形可能なフレームが使用者の目の部位に当てられた場合、
前記第一非弾性部材の外側末端部が使用者の第一耳の中間点の前方に位置し、前記第二非
弾性部材の外側末端部が使用者の第二耳の中間点の前方に位置していることを特徴とする
請求項１記載の装置。
【請求項１４】
　前記ストラップ組立部が突起部を有する第一密封部材及び突起部を有する第二密封部材
を含み、前記第一連結部と前記第二連結部が互いに一組の開口部を規定し、前記第一連結
部が前記第一非弾性連結部材によって規定されたスロットを通るような構成及び前記第一
連結部材の一部の周りに折り畳まれるような構成であり、第一連結部の一組の開口部から
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第一開口部及び第二開口部が実質的に共軸的に整列され、前記第一密封部材の突起から突
起を受け取るような構成であり、前記第二連結部が前記第二非弾性連結部材によって規定
されるスロットを通るような構成及び前記第二連結部材の一部の周りに折り畳まれるよう
な構成であり、前記第二連結部の一組の開口部から第一開口部及び第二開口部が実質的に
共軸的に整列され、第二密封部材の突起から突起を受け取るような構成であることを特徴
とする請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
　前記シートの全長に沿って延びる上部折り畳み領域を規定する上部折り畳み、前記シー
トの全長に沿って延びる下部折り畳み領域を規定する下部、及び前記上部折り畳み領域と
前記下部折り畳み領域との間の領域を有する水分を含む少なくとも一つの使い捨て不織布
シートと、熱押圧組立部を有する治療部材上に使用するための構成であり、前記シートが
少なくとも１０ｃｍの高さと少なくとも１８ｃｍの幅を有する周辺を規定し、前記上部折
り畳み領域と前記下部折り畳み領域との間の領域が単層のシート材料を含有し、前記上部
折り畳み領域と前記下部折り畳み領域との間の領域の高さが周辺の高さの少なくとも２０
％であり、開口部が上部折り畳み領域又は下部折り畳み領域の端を露呈するように構成さ
れている、
　前記少なくとも一つの水分を含む使い捨て不織布シートを開口部を規定する表面有する
包装中に入れて製造する段階からなる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、温熱式眼押圧システム及びその使用方法に関する。
【０００２】
　関連出願
　本出願は、米国特許出願番号第１４/１７９，２９０、タイトル「Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｅ
ｙｅ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ　（
温熱眼押圧システム及び使用方法）」、出願日２０１４年２月１２日の継続出願であって
、米国暫定出願番号第６１／８５２，２６３、タイトル「Ｅｙｅ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ　Ｃ
ｏｖｅｒ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ　（眼押圧カバー及び使用方法）」、
出願日２０１３年３月１５日、及び、米国特許出願番号第６１／９６２，０６７、タイト
ル「Ｍｏｉｓｔｅｎｅｄ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｆｏｌｄｅｄ　Ｓ
ｈｅｅｔｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｏｎ　ａｎ　Ｅｙｅ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ，　ａｎｄ　Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ　（眼押圧に使用するための水分を含む不織
布使い捨て折り畳みシーツ、及びその使用方法）」、出願日２０１３年１０月３０日、の
優先権を主張しており、開示の内容は、全体に参照によって取り込んでいる。本出願は、
米国暫定出願番号第６１／８５２，２６３、タイトル「Ｅｙｅ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ　Ｃｏ
ｖｅｒ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ　（眼押圧カバー及び使用方法）」、出
願日２０１３年３月１５日、に優先権を主張する。本出願は、又、米国特許出願番号第６
１／９６２，０６７、タイトル「Ｍｏｉｓｔｅｎｅｄ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎ　Ｄｉｓｐｏｓ
ａｂｌｅ　Ｆｏｌｄｅｄ　Ｓｈｅｅｔｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｏｎ　ａｎ　Ｅｙｅ　Ｃｏｍ
ｐｒｅｓｓ，　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ　（眼押圧に使
用するための湿式不織布使い捨て折りたたみシーツ、及びその使用方法）」、出願日２０
１３年１０月３０日、に優先権を主張する。
【発明の概要】
【０００３】
技術分野
　使用者の体の一部に治療部材を応用するための一般的装置、システム、方法に関する実
施例について説明する。さらに特に、熱エネルギーの応用または除去、そしてあるいは、
治療部材の応用によって使用者の目の部位に治療上の利益を提供するための押圧デバイス
、システム、キット、そしてあるいは、方法に関連する実施例について説明する。



(5) JP 2016-512744 A 2016.5.9

10

20

30

40

50

【０００４】
　温熱そしてあるいは冷却押圧を施すことは、ある心身疾患のための既知の治療処置であ
る。ある例では、温熱押圧治療方法には使用者が布（例えば、タオル）を、温冷流水の下
で手で保持したり、又は温冷水の洗面器の中で保持したりして、それから水分を含み、温
度を調節した布を体の目的の部分に当てる方法が挙げられる。このような例では、体の目
的部位に布が接触した状態が手を使って維持されている（例えば、使用者が布を適当な位
置で保持している）。ある例では、使用者は、慢性的疾患そしてあるいは機能障害（例え
ば、リューマチなど）のために布の位置を維持できない場合がある。
【０００５】
　別の例では、温熱パックは、加熱又は冷却でき、使用者の体の一部分に対して当てられ
る。そのような温熱パックのあるものは、やさしく押すことで生体構造に合わせられるゲ
ル状の物質で満たすことができる。例えば、ある例では、温熱パックは、使用者の目の部
位に熱エネルギーを加えたり、そこから奪ったりするために当てられる。ある実施例では
、温熱パックは、温熱パックを保持する構造のフレーム及び、使用者の目の部位において
、固定位置で温熱パックを保持する構造のストラップシステムを含むデバイスに含まれて
いる場合がある。しかしながら、目の部位の生体構造は、温熱パックの使用に問題がある
場合がある。例えば、目の部位の輪郭は、相対的に一定で、快適な強さの力で目の部位に
接触して温熱パックを当てることには問題がある場合がある。そのようなものとして、不
快でそしてあるいは効果のない適用水準、又は熱エネルギーの除去は、そのようなデバイ
スの使用を使用者に、ある例では、思いとどまらせている。
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、例えば、目の部位のような敏感な部分に、熱エネルギーの活用又は除去、
そしてあるいは治療部材の応用によって、治療的効果を提供する、改良された押圧デバイ
ス、システム、キット及び方法に対するニーズが存在する。
【０００７】
要約
　　以下、熱エネルギーの活用又は除去によって、そしてあるいは、治療部材の応用によ
って、使用者の目の部位に利益を提供する装置、システム、方法について説明する。実施
例によっては、装置は、可撓性フレーム、連結部、絶縁部を含んでいる。可撓性フレーム
は、治療部材を支持するための構造であって、体の目的部位に実質的に連続する治療部材
を配置する第一構造と第二構造との間で変化する。連結部は、可撓性フレームに連結し、
第二構造中の可撓性フレームを保持するために第一構造から第二構造に変化する。絶縁部
は、可撓性フレームに連結するように第一構造から第二構造に変化する。絶縁部は、少な
くとも部分的に、温熱治療部材と体の目的部位との間で熱エネルギーの移動を制御する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る装置は、人・使用者の目の部位上に配置できる変形可能なフレーム、前記
変形可能なフレームが後面及び前面を含み、及び、第二フレーム部分に中央の橋で繋がる
第一フレーム部分、前記後面が熱的調節可能な治療部材に連結できるように構成された取
付点を含み；
　ストラップ組立部、前記ストラップ組立部が第一Ｖ字型部分組立部及び第二Ｖ字型部分
組立部を含み、前記第一Ｖ字型部分組立部が第一非弾性連結部材及び第一弾性下部部材を
含み、前記第一非弾性連結部材が前記第一フレーム部分の上部側面部に連結するように構
成された内側末端部分を有し；及び、外側末端部、前記第一弾性下部部材が前記第一フレ
ーム部分の第一下部側面部分に連結するように構成された内側末端部及び第一位置に連結
するように構成された外側末端部分を有し、前記第一位置が第一非弾性連結部材上に配置
され、前記第一非弾性連結部材及び前記第一弾性下部部材が前記第一位置に位置する第一
頂点を形成し；
　第二Ｖ字型部分組立部が第二非弾性連結部材及び第二弾性下部部材を含み、第二非弾性
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連結部材が第二フレーム部分の上部側面部と外側末端部分に連結するように構成された内
側末端部分を有し、及び、外側末端部分、第二弾性下部部材が、第二フレーム部分の第二
下部側面部に連結するように構成された内側末端部分及び第二位置に連結するように構成
された外側末端を有し、第二位置が第二非弾性部材上に配置され、前記第二非弾性連結部
材及び前記第二弾性下部部材が第二位置に位置する第二頂点を形成しているものである。
【０００９】
　本発明に係る方法は、前記シートの全長に沿って延びる上部折り畳み領域を規定する上
部折り畳み、前記シートの全長に沿って延びる下部折り畳み領域を規定する下部、及び前
記上部折り畳み領域と前記下部折り畳み領域との間の領域を有する水分を含む少なくとも
一つの使い捨て不織布シートと、熱押圧組立部を有する治療部材上に使用するための構成
であり、前記シートが少なくとも１０ｃｍの高さと少なくとも１８ｃｍの幅を有する周辺
を規定し、前記上部折り畳み領域と前記下部折り畳み領域との間の領域が単層のシート材
料を含有し、前記上部折り畳み領域と前記下部折り畳み領域との間の領域の高さが周辺の
高さの少なくとも２０％であり、開口部が上部折り畳み領域又は下部折り畳み領域の端を
露呈するように構成されている、
　前記少なくとも一つの水分を含む使い捨て不織布シートを開口部を規定する表面有する
包装中に入れて製造する段階からなるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施例における、治療デバイスを説明する模式図である。
【図２】図２は、別の実施例における、体の部位に連結している治療デバイスの正面図で
ある。
【図３】図３は、別の実施例における、体の部位に連結している治療デバイスの側面図で
ある。
【図４】図４は、図２、３の治療デバイスの部分及び治療部材の背面図である。
【図５】図５は、図４の領域５として同定され、図２、３の治療デバイスに含まれる治療
部材の部分拡大図である。
【図６】図６は、図５の治療部材に含まれるカプラーの立体分解図である。
【図７】図７は、第一構造中の図２、３の治療デバイスに含まれる可撓性フレームの正面
図である。
【図８】図８は、第一構造中の図２、３の治療デバイスに含まれる可撓性フレームの背面
図である。
【図９】図９は、体の部位に連結した図２、３の治療デバイス部分の正面図であって、第
二構造中の可撓性フレームを説明している。
【図１０】図１０は、体の部位に連結した図２、３の治療デバイス部分の斜視図であって
、第二構造中の可撓性フレームを説明している。
【図１１】図１１は、体の部位に連結した図２、３の治療デバイス部分の側面図であって
、第二構造中の可撓性フレームを説明している。
【図１２】図１２は、連結部分を説明する図２、３の治療デバイスの部分背面図である。
【図１３】図１３は、図１２の連結部に含まれるストラップを説明する模式図である。
【図１４】図１４は、図１２の連結部に含まれる連結部材を説明する模式図である。
【図１５】図１５は、図１２の連結部に含まれる密封部材を説明する模式図である。
【図１６】図１６は、図１４の連結部材に部分的に連結している図１２のストラップを説
明する模式図である。
【図１７】図１７は、第一構造および第二構造中の、図１３で説明するストラップの部分
斜視図である。
【図１８】図１８は、第一構造および第二構造中の、図１３で説明するストラップの部分
斜視図である。
【図１９】図１９は、第三構造の、図１３のストラップを説明する模式図である。
【図２０】図２０は、第三構造の、図１７、１８で説明するストラップの部分の背面斜視



(7) JP 2016-512744 A 2016.5.9

10

20

30

40

50

図と正面斜視図である。
【図２１】図２１は、第三構造の、図１７、１８で説明するストラップの部分の正面斜視
図である。
【図２２】図２２は、図２、３の治療デバイスに含まれる第一絶縁部材の正面図である。
【図２３】図２３は、図７の可撓性フレームの正面図である。
【図２４】図２４は、図２３の可撓性フレームに含まれる第一連結部材と第二連結部材の
側面図である。
【図２５】図２５は、第一構造中の、及び、図７の可撓性フレームに部分的に連結する図
２２の第一絶縁部材の正面図である。
【図２６】図２６は、第一構造中の、及び、図７の可撓性フレームに部分的に連結する図
２２の第一絶縁部材の底面図である。
【図２７】図２７は、第二構造中の、及び、図７の可撓性フレームに部分的に連結する図
２２の第一絶縁部材の正面図である。
【図２８】図２８は、第二構造中の、及び、図７の可撓性フレームに部分的に連結する図
２２の第一絶縁部材の底面図である。
【図２９】図２９は、体の部位に連結している図２、３の治療デバイスの正面図である。
【図３０】図３０は、体の部位に連結している図２、３の治療デバイスの側面図である。
【図３１】図３１は、図２、３の治療デバイスの部分、及び、実施例の第二絶縁部材の背
面図である。
【図３２】図３２は、図２、３の治療デバイスに連結する第二絶縁部材の背面図である。
【図３３】図３３は、図３１の第二絶縁部材の側面図である。
【図３４】図３４は、図２、３の治療デバイスに連結する一方、図２１の第二絶縁部材に
流体をスプレーする使用者の背面図である。
【図３５】図３５は、実施例にしたがって、一つ以上の図２１の第二絶縁部材を収容する
ように構成されている包装の上面図である。
【図３６】図３６は、図２、３の治療デバイスに含まれる治療部材に熱エネルギーを移す
ための方法を説明している。
【図３７】図３７は、図２、３の治療デバイスに含まれる治療部材に熱エネルギーを移す
ための方法を説明している。
【図３８】図３８は、使用者の頭部に図２、３の治療デバイスを連結するための方法を説
明している。
【図３９】図３９は、使用者の頭部に図２、３の治療デバイスを連結するための方法を説
明している。
【図４０】図４０は、図２、３の治療デバイスが使用者の頭部に連結する場合、治療部材
の熱放出及び押圧力を増すための方法について説明している。
【図４１】図４１は、図２、３の治療デバイスが使用者の頭部に連結する場合、治療部材
の熱放出及び押圧力を増すための方法について説明している。
【図４２】図４２は、治療デバイスが使用者の頭部に連結する場合、図２、３の治療デバ
イスから図２１の第二絶縁部材を除去するための方法を説明している。
【図４３】図４３は、別の実施例にしたがって、体の部位に連結する治療デバイスの斜視
図である。
【図４４】図４４は、別の実施例にしたがって、治療デバイスに含まれる可撓性フレーム
の正面図である。
【図４５】図４５は、別の実施例にしたがって、治療デバイスに含まれる可撓性フレーム
の正面斜視図である。
【図４６】図４６は、別の実施例にしたがって、治療デバイスに含まれる可撓性フレーム
の底面斜視図である。
【図４７】図４７は、治療部材に連結している図４４～４６の可撓性フレームの背面斜視
図である。
【図４８】図４８は、別の実施例にしたがって、治療デバイスに含まれる可撓性フレーム
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の正面斜視図である。
【図４９】図４９は、別の実施例にしたがって、治療デバイスに含まれる可撓性フレーム
の背面斜視図である。
【図５０】図５０は、図４８、４９の可撓性フレーム及び治療部材を含む治療バイスの背
面図である。
【図５１】図５１は、体の一部分に連結している図５０の治療デバイスの斜視図である。
【図５２】図５２は、実施例にしたがった、第二絶縁部材の正面図である。
【図５３】図５３は、実施例にしたがった、可撓性フレームに連結する図５２の第二絶縁
部材の正面図である。
【図５４】図５４は、実施例にしたがった、第二絶縁部材の正面図である。
【図５５】図５５は、実施例にしたがった、治療部材に連結する第二絶縁部材の背面図で
ある。
【図５６】図５６は、実施例にしたがった、治療部材に連結する加熱部材の正面図である
。
【図５７】図５７は、別の実施例にしたがった、治療デバイスに連結する加熱部材の背面
図である。
【図５８】図５８は、実施例にしたがった、加熱部材の正面図である。
【図５９】図５９は、図５８の加熱デバイスに配置する治療部材の正面図である。
【図６０】図６０は、実施例にしたがった、加熱デバイスの斜視図である。
【図６１】図６１は、実施例にしたがった、加熱デバイスの斜視図である。
【図６２】図６２は、実施例にしたがった、加熱デバイスの斜視図である。
【図６３】図６３は、実施例にしたがった、加熱デバイスのハンガーの斜視図である。
【図６４】図６４は、実施例にしたがった、第一構造における治療デバイスを受け取るた
めに構成された輸送パッケージの上面図である。
【図６５】図６５は、図６４の輸送パッケージ中に配置された治療デバイスの上面図であ
る。
【図６６】図６６は、第二構造中の図６４の輸送パッケージの上面図である。
【図６７】図６７は、第二構造中の図６４の輸送パッケージの斜視図である。
【図６８】図６８は、実施例にしたがった、開放構造中の、治療デバイスを受け取るよう
に構成されたケースの斜視図である。
【図６９】図６９は、実施例にしたがった、閉じられた構造中の、治療デバイスを受け取
るように構成されたケースの斜視図である。
【図７０】図７０は、図６８、６９のケースに配置された図６４～６７の輸送パッケージ
の上面図である。
【図７１】図７１は、使用者の顔の近くに配置された図２、３の治療デバイスの部分断面
模式図である。
【図７２】図７２は、使用者の顔の近くに配置された図４３又は図４８の治療デバイスの
部分断面模式図である。
【図７３】図７３は、別の実施例にしたがった、使用者の顔の近くに配置された治療デバ
イスの部分断面模式図である。
【図７４】図７４は、実施例にしたがった、治療デバイス上のシーツを使用する方法を説
明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　実施例によっては、装置は、可撓性フレーム、連結部、絶縁部を含んでいる。可撓性フ
レームは、治療部材を支持するための構造であって、体の目的部位に実質的に連続して接
触する治療部材を置くために第一構造と第二構造との間で変化する。連結部は、可撓性フ
レームに連結し、第二構造中の可撓性フレームを保持するために第一構造から第二構造に
変化する。絶縁部は、可撓性フレームに連結するために第一構造から第二構造に変化する
。絶縁部は、少なくとも部分的に、温熱治療部材と体の目的部位との間で熱エネルギーの
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移動を制御する。
【００１２】
　ここで説明する実施例は、使用者のいろいろな異常な体の状態を処置又は緩和するため
に、又は、そうでなければ通常の状態にある使用者に治療上の利益を提供するために、応
用できる治療デバイス（例えば、温熱押圧デバイス、システム、そしてあるいはキット）
の少なくとも一部分を含む、そしてあるいは、それを形成することができる。デバイス及
び方法は、例えば、使用者の軟組織、筋肉、骨、及び他の組織並びに器官のような体のい
ろいろな部位に応用できる。ここで説明する実施例は、例えば、使用者の目の部位に、関
係して、そしてあるいは、応用するとして説明されているけれども、他の例、実施例及び
方法は、生体構造の任意の適当な部位に、関係し、そしてあるいは、応用できる。したが
って、ここで説明する実施例は、使用者の目又は、単に目の部位の処置に応用するためと
制限して解釈されるものではない。実施例は、温熱又は他の表面処理が、体の部位に熱エ
ネルギーを移し、又は、そこから受けて取ることができる、そしてあるいは、体の部位に
熱エネルギー以外の治療部材を移すことができる、デバイスの一部を使用者の体の一部に
接触させることによって提供するような任意の使用にて適合できる。
【００１３】
　本明細書中で用いられる場合、文脈が明確に指示するものでない限り、単数形の「一つ
の」、「一つの」、「その」は、複数形を含める。すなわち、例えば、用語「部材」は単
数の部材又は部材の組み合わせを意味することを意図し、「材料」は一つ以上の材料、又
は、その組み合わせを意味することを意図する。
【００１４】
　ここで使用する、用語「約」及び「略」は一般的に記載値のプラスマイナス１０％を意
味する。例えば、約０．５は０．４５及び０．５５を含み、１０は９から１１を含む、１
０００は９００から１１００を含むことができる。さらに、用語、約と略は文脈特異的で
ある。例えば、機能が実際に働く場合、定義するような機能の文脈で使用する場合の用語
、約は、なおも機能を働くかぎり、任意又は全ての変化を含むことができる。
【００１５】
　ここで使用する、用語「セット」は複数の特徴又は、複数の部分を備えた単一の特徴を
参照する。例えば、壁セットを参照する場合、壁セットは、複数部分を備えた一つの壁と
して、又は、壁セットは、複数の異なる壁として考えることができる。すなわち、一体構
造の要素は、壁セットを含むことができる。そのような壁セットは、互いに連続又は非連
続のどちらかの複数の部分を含むことができる。壁セットは、別々に製造する、又は、後
に（例えば、溶接、接着、又は任意の適当な方法によって）一緒に組み合わせる複数の要
素から作られることができる。
【００１６】
　ここで使われる、「剛性」は、加えられる力によって生み出される撓み、変形、そして
あるいは位置ずれに対する物の抵抗に関するもので、一般的には、物の「可撓性」の対極
にあるものと理解する。例えば、大きな剛性を備える壁は、低い剛性を有する壁よりも、
力が加わる場合に、撓み、変形、そしてあるいは位置ずれに対してより一層抵抗する。同
様に言えば、高い剛性を有する物は、低い剛性を有する物よりもより硬いと特徴付けられ
る。剛性は、物に加えられる力の量に関し、物の第二の部分に関して、物の撓み、変形、
そしてあるいは位置ずれの第一部分を通過する結果生じる距離に関して、特徴付けられる
。物の剛性を特徴付ける場合、撓み距離は、直接力が加えられる物の部位とは異なる物の
部分の撓みとして測定することができる。ある物では、先の別の方法では、力が加えられ
る点と撓み点は異なっている。
【００１７】
　剛性（そして、それ故、可撓性）は、説明する物の大きな特性であって、したがって、
物のある物理的特徴（例えば、断面の形状、長さ、境界の状態など）と同様に、物が、形
成する材料にも依存する。例えば、物の剛性は、望ましい弾力係数、可撓性係数、そして
あるいは硬さを有する材料を物の中に選択的に含ませることによって増加又は減少させる
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ことができる。弾力係数は、構成材料の（すなわち、材料固有の）集約的特性であって、
加えられた力に対応する物の弾力性性向（すなわち、非永久的）変形を説明する。高い弾
力係数を有する材料は、等しく加えられるストレスがある場合、弾力性の低い係数を有す
る材料ほどには、撓まない。したがって、物の剛性は、例えば、物に中に導入、そしてあ
るいは、相対的に低い弾性係数を有する材料で物を構築することによって減少し得る。
【００１８】
　別の例では、物の剛性は、物が構築する材料の曲げ係数を変化させることによって、増
減する場合がある。曲げ係数は、物の最も外側の対応する歪に対する曲げに対して物に加
えられたストレスの割合を説明するために用いられる。弾性係数以外の曲げ係数は、条件
の範囲を超えて、実質的に直線である材料特性を有しない、例えば、プラスティックのよ
うな、特定の材料を特徴付けるために用いられる。第一曲げ係数を備える物は、弾力性が
より乏しく、第一曲げ係数よりも小さい第二曲げ係数を備える物よりも、物の最も外側部
分により大きな歪を持っている。例えば、物の剛性は、物の中に、高い曲げ係数を有する
材料を含むことによって、増大する。
【００１９】
　物の剛性は、同様に、物の形状又は断面積のような物の物理的特性の変化によっても、
増減できる。例えば、長さと断面積を有する物は、同じ長さだが小さな断面積を有する物
はより大きな剛性を有する場合がある。別の例では、物の剛性は、低いストレス、そして
あるいは、物の特定の位置で起こる変形を引き起こす一つ以上の応力集中ライザを含むこ
とによって、減少する。したがって、物の剛性は、物の形状を小さく、そしてあるいは、
変化させることによって減少する。
【００２０】
　ここで使われるように、実施例のある成分そしてあるいは形態は、形容詞「上端」「上
」「底」「低」「左」「右」「前」「後」などで同定、そしてあるいは、位置決めする場
合がある。これらの形容詞は、使用者の目の部位を治療する押圧システムの文脈、そして
、直立状態の使用者を示す図面の配向の文脈中で与えられる。文脈中、用語「上端」「底
」「低」「左」「右」「前」「後」は、特に明らかに説明しない限り、使用者が直立した
状態（「生体構造位置」として知られる位置）で使用者の顔面での適用位置と使用者との
関係において、押圧システムの配向を参照する。ここで開示する押圧システムは、例えば
、直立（立位若しくは座位）又は、臥位を含めて、任意の数の位置で、使用者が装着でき
る。
【００２１】
　ここで実施例の成分と関連する関係及び配向は、生体医学用語で共通する様式で説明す
る場合がある。例えば、用語、「側部」及び「側頭」は、実質的に、体の側面で、又は、
それに沿った位置を示す、一方、用語、「中央の」及び「鼻の」は、実質的に、体の縦方
向の中心線、又は、それに沿った位置を示す。用語「上の」及び「下の」は、それぞれ、
体の上部、又は、上端位置、及び下部、又は、底部の位置を説明するために使用する場合
がある。用語「前の」及び「後ろの」は、それぞれ、体の前方位置、又は後方位置を説明
するために使用する場合がある。さらに、ここで説明する実施例に関して、又は、沿って
、参照して使用する場合、用語、「周辺の」「外側の」、そしてあるいは「末端の」は、
実施例の周辺に相対的により近いところ、そしてあるいは、それに沿って、配置された位
置を参照でき、一方、用語、「中央の」、「内側の」、そしてあるいは、「近接の」は、
実施例の中央に相対的により近いところ、そしてあるいは、それに沿って、配置された位
置を参照する場合がある。
【００２２】
　図１は、実施例にしたがった、治療デバイス１００を説明する模式図である。治療デバ
イス１００（同様に、ここでは、「目押圧デバイス」又は「目押圧システム」）は、例え
ば、使用者の顔の目の部位のような、使用者の体の目的部位に接触する治療部材を置くた
めに使用することができる。治療デバイス１１０は、可撓性フレーム１１０、連結部１４
０．及び、絶縁部１６０を含んでいる。可撓性フレーム１１０は、支持する、そしてある
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いは、さもなければ、治療部材１０５に連結するための構成をとる。治療部材１０５は、
（同様に、ここでは、「熱的調節可能な治療部材」としても参照し）、任意の適当な構造
にすることができる。例えば、ある実施例では、治療部材１０５は、熱ゲルパック又は、
同等品とすることもできる。そのような実施例において、例えば、熱ゲルパックの表面を
顔の目の部位に接触するように置くことができ、次には、熱ゲルパックは、目の部位に熱
エネルギーを移したり、又は、そこから熱を受け取ることができる。より具体的には、治
療部材１０５には、それぞれ、体に熱エネルギーを与え、又は体から熱エネルギーを受け
取るために加熱又は冷却できる実質的に粘性のある材料又は材料の組み合わせが挙げられ
る。
【００２３】
　ある実施例では、治療部材１０５には、外部の力が加えられた時に、変形できる可撓性
袋類が挙げられる。したがって、治療部材１０５は、例えば、患者の目の部位に置かれ、
治療部材１０５は、目の部位に接触する目の部位の表面領域が、目の部位と接触するよう
に置かれる実質的に、硬い又は非可撓性の治療部材の表面領域よりも広い態様で、弾性的
に変形（例えば、非永久的変形）、曲げ、可撓、または、さもなければ、再構造化できる
ものである。ある実施例では、治療部材１０５は、単一内容量を決めることができるので
、治療部材１０５が、目の部位と接触するように置かれる場合、単容量の熱ゲルが、少な
くとも、処置されている目の部位の一部に熱エネルギーを移し、又は、そこから熱エネル
ギーを受け取ることができる。例えば、ある実施例では、治療部材１０５は、単一内容量
を決めることができるので、治療部材１０５が、目の部位と接触するように置かれる場合
、単容量の熱ゲルが、左右の目の目の部位に熱エネルギーを移し、又は、そこから熱エネ
ルギーを受け取ることができる。同じように言えば、治療部材１０５は、配列可能である
ので、使用者の左目に移した、又は、左目から受け取った熱エネルギーである熱ゲルの容
量は、熱エネルギーを使用者の右目に移し、又は、右目から受け取る熱ゲルの容量による
流体伝達の状態になっている。
【００２４】
　可撓性フレーム（同様に、ここでは、「フレーム」としても参照する）は、連結部１４
０及び絶縁部１６０に連結し、治療部材１０５を支持する、そしてあるいは少なくとも一
時的に連結する。例えば、ある実施例では、フレーム１１０は、治療部材１０５に含まれ
る、そしてあるいは、それによって決められる対応するスナップセット、ボタン、突起、
隙間、表面などに対となるように連結できる、スナップセット、ボタン、突起、隙間、表
面などを含む、そしてあるいは、それを規定する場合がある。具体的には、ある実施例で
は、フレーム１１０は、治療部材１０５をフレーム１１０に取り外し可能に連結するよう
に、治療部材１０５に含まれる対応するスナップセットに対となるように連結できるスナ
ップセットを含むことができる。
【００２５】
　フレーム１１０は、任意の形状、サイズ、又は、構造とすることができる。例えば、あ
る実施例では、可撓性フレームは、少なくとも使用者の目の部位に関係するサイズ及び形
状を有することができる。そのような実施例では、フレーム１１０は、使用者の第一の目
、及び、第二の目に、実質的に対応できる第一の丸い突出物及び第二の丸い突出物を含む
場合がある。したがって、治療部材１０５が、フレーム１１０に連結し、治療部材１０５
が、使用者の目の部位に接触して置かれる場合、フレーム１１０は、例えば、使用者の左
目の部位及び右目の部位に接触するように治療部材１０５の表面を維持するように治療部
材１０５を支持するようにすることができる。さらに、ある実施例では、第一の丸い突出
物及び第二の丸い突出物は、互いに、フレーム１１０の剛性を減らし、そしてあるいは、
治療デバイス１００が、目の部位の周りに置かれる場合、使用者の経験を強調する他の手
段を提供できるフレーム１１０の部分を提供できる隙間を規定できる。ある実施例では、
例えば、治療部材１０５の部分は、隙間を通して前方に延びるように構成するので、治療
部材１０５が、使用者の目の部位に接触するように置かれる場合、眼球（そしてあるいは
瞼）の上に直接、治療部材１０５によって加えられる力は弱くなる。別の実施例では、フ
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レーム１１０は、実質的に、（例えば、フレーム１１０が隙間を規定しない）固体とする
こともできる。上述のフレーム１１０は、左右両方の目に接触するように治療部材１０５
を支持するように説明されているが、他の実施例ではフレーム１１０は、使用者の単眼（
すなわち、左目又は右目）に接触するように治療部材を支持するようにすることができる
。
【００２６】
　可撓性フレームは、一つ以上のポリマー（例えば、プラスティック）のような適当な材
料から形成できる。適当なプラスティックの例としては、ポリ乳酸、ポリグリコール酸、
ポリ乳酸共グリコール酸（ＰＬＧＡ）、ポリ無水物、ポリオルトエステル、ポリエーテル
エステル、ポリカプロラクトン、ポリエステルアミド、ポリ酪酸、ポリ吉草酸、ポリウレ
タン、ナイロン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアクリル酸塩、エチルビニルア
セテートのポリマー、他のアシル置換セルロース酢酸塩、非分解性ポリウレタン、ポリス
チレン、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニル、ポリビニルイミダゾール、クルロスルホン
酸塩ポリオレフィン、ポリエチレンオキサイド、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、高密
度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、そしてあるいは、それらの配合物又はコポリマーが挙げら
れる。そのようなものとして、フレーム１１０は、フレーム１１０が、外部の力が働いた
時に、第一非変形構造と第二変形構造との間で、曲がる、可撓する、弾力的に変形する、
そしてあるいは、さもなければ再構成することが可能なような剛性を有することができる
。より具他的には、フレーム１１０は、フレーム１１０が、使用者の目の部位に接触する
治療部材１０５の表面に置かれて、第一構造から第二構造（例えば、外部の力が働いた時
に、少なくとも一つの平面における、曲げ、そしてあるいは、その変形）に変わることが
できるような十分に小さい剛性を有することができる。ある実施例では、フレーム１１０
が第二構造にある場合、及び、治療デバイス１００が体の一部分に接触する場合、治療部
材１０５によって働いた力は、さらに詳しく説明するように、使用者に対する不快感を和
らげる、そしてあるいは、使用者の体の一部に接触する治療部材１０５の表面積を増すよ
うに、体の一部に沿って分布する。
【００２７】
　治療デバイス１００の連結部１４０は、フレーム１１０に連結し、治療デバイス１００
を使用者が取り外し可能なように連結するために第一構造と第二構造との間で移動できる
。連結部１４０（ここでは、「組み立てストラップ」としても参照する）は、任意の適当
な形状、サイズ、又は構造とすることができる。例えば、ある実施例では、連結部１４０
は、フレーム１１０に第一側面に連結する第一ストラップ（図１には示されていない）及
びフレーム１１０の第二側面に連結する第二ストラップ（図１には示されていない）を含
むことができる。第一ストラップは、第二ストラップに第一ストラップを取り外し可能に
連結する、それによって、連結部１４０を第二構造中に配置する、第二ストラップの対応
部に連結できる部分を含むことができる。例えば、ある実施例では、第一ストラップ及び
第二ストラップは、第二構造中に連結部１４０を配置するためのフックとループの連結（
例えば、ベルクロ（登録商標）），圧嵌合、摩擦嵌合、スナップ嵌合、クランプ嵌合、そ
してあるいは、類似連結を規定する場合がある。別の実施例では、連結部１４０は、第二
構造中の連結部１４０を配置するために、実質的に、第一非変形構造から、実質的に、（
例えば、伸びている）第二変形構造に変化することが可能な単一弾力ストラップを含むこ
とができる。
【００２８】
　使用に際して、治療デバイス１００は、使用者の目の部位において望ましい位置に配置
でき、連結部１４０は、目の部位において望ましい位置に治療デバイス１００を実質的に
、維持するために、第一構造から第二構造に変化することができる。第二構造中の連結部
１４０と共に、治療デバイス１００によって外接されている領域は、それぞれ、連結部１
４０の重なる領域を増減させることによって増減できる。したがって、異なるサイズの生
体構造（例えば、頭部）をもつ使用者に治療デバイス１００を連結できる。
【００２９】
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　ある実施例では、少なくとも、連結部１４０の一部分は、（例えば、初期の長さを有す
る）非変形構造から、（例えば、相対的により長い長さを有する）変形構造に、例えば、
伸ばすことができる（例えば、弾力性材料）の相対的可撓性材料から形成することができ
る。したがって、ある実施例では、使用者は、以下にさらに詳細に説明するように、治療
デバイス１００を患者に連結するように作動できる連結部１４０内の、例えば、張りを増
すことができる連結部１４０の重なる領域を増やすことができる。
【００３０】
　ある実施例では、連結部１４０は、第二構造中に選択的に配置することができるので、
望ましい大きさの力が、使用者の頭部の上に治療デバイス１００によって加えられる。例
えば、上に説明するように、連結部１４０は、使用者の頭部の周辺に対応する規定領域に
外接するように第二構造中に配置できる。それ故に、治療部材１０５が、使用者の目の部
位に接触するように置かれ、連結部１４０が、調整（例えば、上で説明したように、例え
ば、少なくも連結部１４０の一部を伸ばすことによって、連結部１４０中の張力を増やす
ようにして、その重なる領域が増大するように調整）する場合、使用者の頭部上の治療デ
バイス１００によって加えられる力が強くなる。逆に、連結部１４０が、例えば、連結部
１４０の重なる領域を減少させることによって、連結部１４０中の張力を減少するように
調整できるので、使用者の頭部上の治療デバイス１００によって加えられる力が弱くなる
。したがって、連結部１４０は、第二構造中に選択的に配置することができるので、（使
用者が決定できるような）望ましい大きさの力が、使用者の目の部位の上に治療デバイス
１０５によって加えられる。さらに、使用者の頭部に、（例えば、フレームを変形するこ
とができる）治療デバイス１００によって働いた力は、第二構造中のフレーム１１０を配
置するために十分であり得る。そのようなものとして、順々に、治療部材１０５によって
加えられた力は、使用者の快適性を増大させ、そしてあるいは、目の部位に接触する治療
部材の表面積を増大させるように、目の部位上に、むしろ、さもなければ、可能性以上に
分配する。
【００３１】
　治療デバイス１００の絶縁部１６０は、任意の適当な形状、サイズ又は構造とすること
ができ、任意の適当な絶縁材料又はその組み合わせから形成することができる。例えば、
ある実施例では、絶縁部１６０は、相対的に薄いネオプレンフォーム織物材料から形成す
る場合がある。より、具体的には、絶縁部１６０は、例えばスパンデックス（例えば、リ
クラ（登録商標）（Ｌｙｃｒａ（登録商標）））類の織物によって囲まれるネオプレンフ
ォーム核を含むこともできる。別の実施例では、絶縁部１６０は、例えば、ポリエステル
、ポリエチレンテレフタル酸塩、ポリエステルオレフィン、ポリエステルマイクロファイ
バー類から形成することができる。別の実施例では、絶縁部１６０は、フェルトを含む天
然素材、ウール、太い綿糸、ナイロンの織物、フォーム、プラスティック、織布及び不織
布類のような織物から形成することができる。
【００３２】
　上に説明するように、絶縁部１６０（ここでは、同様に、「断熱部」「絶断熱部材」そ
してあるいは「絶縁部材」も参照する）は、フレーム１１０に連結できる。より具体的に
は、絶縁部１６０は、フレーム１１０に取り外し可能なように連結するために第一構造か
ら第二構造に変化する。ある実施例では、絶縁部１６０は、第一構造では実質的に平ら（
例えば、実質的に平面）であり得え、絶縁部１６０が一つ以上の凸部を含む、そしてある
いは、規定する第二構造に変化し得る。ある実施例では、絶縁部１６０は、第二構造にお
いて、絶縁部１６０を置くための絶縁部１６０の表面に関連して移動できる変形部分を規
定する場合がある。例えば、ある実施例では、絶縁部１６０は、カットの第一サイド上に
配置された第一部分が、カットの第二サイド上、実質的に第一サイドと反対に、配置する
第二部分上に畳み込まれることを可能にするカットを規定する。この態様において、絶縁
部１６０は、その第一構造から、絶縁部１６０の変形が、結果、凸状そしてあるいは円錐
形状を有するテントとなる、その第二構造に変化できる。ある実施例では、絶縁部１６０
は、フレーム１１０の第一の丸い突起物及び第二の丸い突起物に実質的に対応する二つの
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凸部を形成するためにその第二構造中に配置できる。ある実施例では、絶縁部１６０の凸
部は、上に説明するように、フレーム１１０によって規定する隙間を通して延伸する治療
部材１０５の部分に対応できる。
【００３３】
　絶縁部１６０は、任意の連結によってフレーム１１０に連結できる。例えば、ある実施
例では、絶縁部１６０は、フレーム１１０の前面から延びる各突起物又はポストを受け取
ることができる隙間セットを規定できる。さらに、絶縁部１６０の配列は、可能であるの
で、第二構造の場合、（上に説明する）カットの第一サイド上の第一隙間及び、カットの
第二サイド上の第二隙間は実質的に整列されている。したがって、第一隙間及び第二隙間
は、フレーム１１０の表面から延びる同じ突起物又はポストを受け取るように構成できる
。ある実施例では、突起部は、広げたり、フランジを付たりできる末端部を含むことがで
きるので、絶縁部１６０によって規定する隙間に配置する場合、突起部は、絶縁部１６０
をフレーム１１０に連結するための第二構造中に絶縁部１６０を維持できる。
【００３４】
　フレーム１１０に連結する絶縁部１６０によって、絶縁部１６０は、前方向における治
療部材１０５の前面からの熱エネルギーの移動を実質的に少なくすることができる。例え
ば、絶縁部１６０によって形成する凸部は、少なくとも、治療部材１０５の前面部分を囲
むように構成できる。この態様において、少なくとも治療部材１０５の前面部分の囲みは
、さもなければ、（例えば、対流熱移動などによって）治療部材１０５の前面から、又は
、前面へ移動する熱エネルギーの移動を少なくしている。
【００３５】
　絶縁部１６０は、フレーム１１０に対して前方位置に配置して説明しているが、ある実
施例では、絶縁部１６０は、治療部材１０５に対して後方位置に配置することもでき、（
図１には示されていない）第二絶縁部材を含むこともできる。例えば、ある実施例では、
第二絶縁部材は、フレーム１１０の後面又は前面、そしてあるいは、治療部材１０５の後
面、それらの上、又は、それらに連結するように配置できる相対的に薄いシートあるいは
布とすることができる。ある実施例では、（ここでは「シート」とも参照する）第二絶縁
部材は、第二絶縁部材をフレーム１１０、そしてあるいは、治療部材１０５に連結できる
、例えば、接着材などを含む部分を含むことができる。ある実施例では、第二絶縁部材は
、使用者の目の部位と治療部材１０５の間での熱エネルギーの移動を強めることのできる
水分を有するようにすることができる。ある実施例では、第二絶縁部材は、治療デバイス
１００を使用する間使用者の快適さを強調することができる。例えば、ある実施例では、
第二絶縁部材は、さもなければ、使用者に接触する、治療部材１０５の端をカバーする、
そしてあるいは、治療部材１０５をフレーム１１０（又はその逆）に連結する構成の連結
部材をカバーするように治療部材１０５に対して配置できる。
【００３６】
　使用に際して、治療部材１０５は、フレーム１１０に連結でき、例えば、熱エネルギー
を受け取る構成とすることができる。例えば、ある実施例では、治療デバイス１００は、
マイクロウェーブ・オーブンに入れたり、熱水に入れたり、加熱デバイスに置いたり、電
源に電気的に連結し、そしてあるいは、その類似物に連結できるので、治療部材１０５の
潜在的熱エネルギーが増大する。ある実施例では、絶縁部１６０は、熱エネルギーが治療
部材１０５に移動した後に、フレーム１１０又は治療部材１０５に連結できる。別の実施
例では、絶縁部１６０は、熱エネルギーが治療部材１０５に移動する前に、フレーム１１
０又は治療部材１０５に連結できる。治療部材への熱エネルギーの移動と共に、使用者は
、例えば、目の部位に熱伝導接触するように治療部材１０５を置くために治療デバイス１
００を移動することができる。一旦適当な位置に置かれると、連結部１４０は、治療デバ
イス１００を使用者の頭部に連結するためにその第一構造から第二構造へ変化することが
できる。したがって、熱エネルギーは、治療部材１０５から目の部位に移すことができる
。さらに、治療デバイス１００の配列は、熱エネルギーの移動が、目の部位の望ましい目
的の部位上に実質的に均一であるようにできる。加えて、目の部位上に治療部材１０５に
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よって加えられる力は、治療デバイス１００を使っている間、使用者の快適さを増すよう
な態様で分布、そしてあるいは、拡散する。
【００３７】
　さて、図２～４０を参照して、別の実施例にしたがって治療デバイス２００を説明する
。図２、３を参照して、治療デバイス２００は、例えば、目の部位のような顔の目的部位
に熱伝導的に接触する治療部材を置くために、例えば、使用者の頭部に連結できる。治療
デバイス２００は、可撓性フレーム２１０（例えば、図４～１０参照）、連結部２４０、
（例えば、図９～１９参照）、第一絶縁部材２６０（例えば、図２０～２８参照）、及び
第二絶縁部材２７０（例えば、図２９～３３参照）から構成する。治療デバイス２００（
同様に、ここでは、「眼押圧デバイス」又は「眼押圧システムとしても参照する）は、任
意の適当な構造とすることができる。例えば、ある実施例では、治療デバイス２００は、
米国特許出願番号第　１２／１５３，３２１、タイトル「Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｂｏｄｉｌｙ
　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ　Ｋｉｔｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ
」、出願日２００８年５月１６日；米国特許出願番号第１２／１５３，３２２、タイトル
「Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ　Ａｓｓｅｍｂｌｙ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｗｉ
ｔｈ　Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｆｒａｍｅ」、出願日２００８年５月１６日；米国特許出願番
号第１２／９４７，１８９、タイトル「Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｓａｍｅ」、出願日２０１０
年１１月１６日；米国特許出願番号第１３／２９８，４４５、タイトル「Ｔｈｅｒｍａｌ
　Ｂｏｄｉｌｙ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ　Ｋｉｔｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｉ
ｎｇ　Ｓａｍｅ，」、出願日２０１１年１１月１７日；米国暫定特許出願番号第６１／８
５２，２６３、タイトル、「Ｅｙｅ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ　Ｃｏｖｅｒ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄ　ｏｆ　Ｕｓｅ」、出願日２０１３年３月１５日；米国特許出願番号第６１／９６２
，０６７、タイトル、「Ｍｏｉｓｔｅｎｅｄ　Ｄｉｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｆｏｌｄｅｄ　Ｓ
ｈｅｅｔｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｏｎ　ａｎ　Ｅｙｅ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ，　ａｎｄ　Ｍｅ
ｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ，」、出願日２０１３年１０月３０日；米国特
許出願番号第１４／１７９，２９０、タイトル、「Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｅｙｅ　Ｃｏｍｐｒ
ｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ，」、出願日２０１４
年２月１２日；にあり、その開示は、全体を参照に取り込んでいる。
【００３８】
　図７、８を参照して、可撓性フレーム２１０は、支持する、そしてあるいは、さもなけ
れば、治療部材２０５に連結するための構造をしている。治療部材２０５は、（同様に、
ここでは、「熱的調節可能な治療部材」としても参照し）、任意の適当な構造にすること
ができる。例えば、いろいろな実施例において、治療部材は、図１を参照して、上に説明
するように、治療部材１０５と実質的に類似又は同じものとすることができる。そのよう
なものとして、治療部材１０５そしてあるいはその部分に関する議論は、明確に述べられ
ない限りにおいて、治療部材２０５に適用できる。したがって、治療部材２０５のある態
様は、ここではさらに詳細に説明しない。
【００３９】
　上に説明するように、治療部材２０５は、可撓性パウチ類を含む、そしてあるいは、さ
もなければ可撓性パウチの中に入れることができる。可撓性パウチは、ナイロンを含有す
るフィルム材料を含む、例えば、フィルム材料のような任意の適当な可撓性材料から形成
され得る。図４、５に示すように、可撓性パウチは、治療部材２０５を囲む周辺シール２
０７を含むことができる。例えば、ある実施例では、少なくとも、周辺シール２０７の一
部分は、例えば、熱ゲルが、可撓性パウチの内容量に入れるようにできる製造プロセス中
に実質的に密封されないようにできる。一旦、望ましい体積の熱ゲル又は類似物が内容量
に入れられれば、周辺シール２０７は、例えば、第二製造プロセス（又は、同じプロセス
の第二の部分）によって密封することができる。例えば、ある実施例では、周辺シール２
０７は、例えば、超音波溶着、接着、摩擦溶接そしてあるいはそれらの類似方法によって
、可撓性パウチの内容量を流体的に隔離するために密封できる。
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【００４０】
　治療部材２０５の配列は、周辺シール２０７のサイズそしてあるいは直径がシールの完
全性を維持する間、最小化するようにすることができる。例えば、周辺シール２０７は、
例えば、（例えば、可撓性パウチの内部体積の一部分を規定する周辺シール２０７の内部
端部分と実質的に、内部端部分とは逆の周辺シール２０７の外部端部分との間の距離に、
例えば、関係する）幅を有することができる。ある実施例では、周辺シール２０７の幅は
、約５ミリメーター（ｍｍ）とすることもできる。他の実施例では、周辺シール２０７の
幅は、約０．７５　ｍｍ、約０．９　ｍｍ，　約１．１　ｍｍ、約１．３　ｍｍ、約１．
６　ｍｍ、約１．９　ｍｍ、約２．３　ｍｍ、約２．８　ｍｍ約、３．４　ｍｍ、約４．
２　ｍｍ約５．０　ｍｍ、又は、それらの間の端数とすることができる。特別な実施例で
は、周辺シール２０７の幅は、約２．５ｍｍとすることができる。更に、周辺シール２０
７は、例えば、治療部材２０５の幅、高さ、そしてあるいは、（例えば、後面から前面ま
で測定するような）全体の厚さよりも薄い）厚さを有していてもよい。全体の厚さは、例
えば、治療部材２０５が平らな表面に水平に静置し、内容物が等しく広がっているので、
治療部材２０５の厚さが実質的に、少なくとも、治療部材２０５の中央領域で一定である
場合に測定できる。例えば、ある実施例では、周辺シール２０７は、（例えば、幅、高さ
、厚さ、直径など）、シールの完全性を維持しつつ、治療部材２０５の厚さの約９０％、
治療部材２０５の厚さの約８０％、治療部材２０５の厚さの約７０％、治療部材２０５の
厚さの約６０％、治療部材２０５の厚さの約５０％、治療部材２０５の厚さの約４０％、
治療部材２０５の厚さの約３０％、又はそれ以下、そしてあるいは、任意のそれらの間の
割合の端数のサイズを有することができる。そのようなものとして、治療部材２０５は、
使用者の顔に接触するように置かれる場合、周辺シール２０７は、使用者の顔から若干、
間隔を置く（すなわち、周辺シール２０７は、使用者の顔には接触していないようにする
）ことができる。
【００４１】
　図４を参照して、例えば、周辺シール２０７は、カプラー２０６に連結するように構成
された一つ以上の拡大部分を含むことができる。上に説明するように、治療部材２０５は
、治療デバイス２００の可撓性フレーム２１０に連結することができる。より具体的には
、治療部材２０５は、可撓性フレーム２１０の一部分に嵌合的に連結できるカプラーセッ
トを含んでいる。カプラー２０６は、任意の形状、サイズ、又は、構造とすることができ
る。例えば、ある実施例では、可撓性フレーム２１０の対応部分とスナップ式を形成する
ような構成をとるスナップ類とすることができる。図６、７を参照して、カプラー２０６
は、少なくとも、残りの部分よりも大きなサイズを有する部分を含むことができる。例え
ば、図５を参照して、第一ピース２０６Ａ及び第二ピース２０６Ｂ又は２０６Ｃから形成
することができる。
【００４２】
　ある実施例では、カプラー２０６は、スナップ類であり、カプラーは、ベース２０６Ａ
（同様に、ここではか「第一ピース２０６Ａ」と参照）、及び、雌ファスナー２０６Ｂ（
同様に、ここでは「第二ピース２０６Ｂ」と参照）又は、雄ファスナー２０６Ｃ（同様に
、ここでは「第二ピース２０６Ｃ」と参照）を含むことができる。そのような実施例では
、ベース２０６Ａは、類似物のキャップ表面から延びる突起物を含むことができる。雌フ
ァスナー２０６Ｂ及び雄ファスナー２０６Ｃは、（ここで更に詳細に説明するように）ど
ちらかに固定的に連結するように挿入し得る突起物を通しておのおのが開口部を規定する
ことができる。更に、図４～６には示されていないが、周辺シール２０７の拡大部分は、
それによって密封された開口部を規定できる表面を含むことができる。すなわち、周辺シ
ール２０７の拡大部分は、可撓性パウチの内部体積を流体的に隔離するシールが維持する
ように開口部を規定できる表面を含めることができる。この態様において、カプラー２０
６のベース２０６Ａから延びている突起物は、周辺シール２０７の表面によって規定する
対応する開口部中に挿入できる。一旦挿入すると、雌ファスナー２０６Ｂ又は雄ファスナ
ー２０６Ｃのどちらかが、（例えば、ベース２０６Ａのキャップ部分の反対の例えば、周
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辺シール２０７のサイド上）ベースの突出部の周りに配置でき、（スナップ・プレス、そ
してあるいは、他の適当な製造プロセスを経て）固定的にそれに連結できる。したがって
、周辺シール２０７の拡大部分は、ベース２０６Ａと雌ファスナー２０６Ｂ又は雄ファス
ナー２０６Ｃとの間に押圧できる。
【００４３】
　ある実施例では、周辺シール２０７の拡大部分は、例えば、ベース２０６Ａ、そしてあ
るいは、雌ファスナー２０６Ｂ又は雄ファスナー２０６Ｃに関連するサイズ、そしてある
いは、形状を有することができる。例えば、周辺シール２０７は、カプラー２０６が、（
例えば、スナップフィットなどを経て）、可撓性フレーム２１０（すなわち、通常の使用
中）の対応する部分に、固定され、又は、それから解ける場合、剥がれる危険性を最小化
、そしてあるいは、実質的に除外するために十分な大きさであるサイズ、そしてあるいは
、形状を有することができる。さらに、図６を参照して、ベース２０６Ａの配列は、ベー
ス２０６Ａの直径が有意に、例えば、雌ファスナー２０６Ｂ及び雄ファスナー２０６Ｃよ
りも大きくなるようにすることができる。ある実施例では、更に拡張して、ベース２０６
Ａは、例えば、比較可能な標準スナップのキャップに対して拡大した直径を有することの
できる（上に説明するように、延びている突起物からの）キャップを含むことができる。
例えば、ある実施例では、ベース２０６Ａは、（例えば、外径）約１１．０　ｍｍ、　約
１２．０　ｍｍ，　約１３．０　ｍｍ、約１４．０　ｍｍ、約１５．０　ｍｍ、約１６．
０　ｍｍ、約１７．０　ｍｍ、約１８．０　ｍｍ，又はそれらの間の適当な任意の端数の
キャップ直径を有することができる。加えて、雌ファスナー２０６Ｂ及び雄ファスナー２
０６Ｃは、約８ｍｍと約１０ｍｍとの間の外径を有することができる。したがって、カプ
ラー２０６Ａのキャップ直径又は外径のファスナー２０６Ｂ又は２０６Ａの外径に対する
比は、約１．２、約１．３、約１．４、約１．５、約１．６、約１．７、約１．８、約１
．９、約２．０、それ以上で有ってもよい。他の実施例では、キャップ直径又は、ベース
２０６Ａの配列は、（上に説明するように）ベース２０６Ａの表面から延びている突出部
の直径に対して拡大できる。例えば、ある実施例では、ベース２０６Ａ（又は、ベース２
０６Ａのキャップ部分）の直径のベース２０６Ａの表面から延びている突出部の直径に対
する比は、約５．２５、約５．５、約６．０、約６．５、約７．０、約７．５、約８．０
、約８．５、約９．０又は約９．０以上とすることもできる。
【００４４】
　ある実施例では、ベース２０６Ａのキャップサイズは、可撓性フレーム２１０の治療部
材２０５の連結及び連結解除に影響を与え得る。例えば、ある実施例では、カプラー２０
６の一つは、スナップフィットを規定するための可撓性フレーム２１０の対応する部分に
連結できる。そのような実施例では、ベース２０６Ａの拡大キャップ直径は、より小さな
力が、例えば、さもなければ、標準的サイズのキャップ直径を有するカプラーで加えられ
るであろうよりも、可撓性フレーム２１０からカプラー２０６を解くために加えられるよ
うにすることができる。より具体的には、カプラー２０６と可撓性フレーム２１０の対応
する部分との間で規定するスナップフィットの配列は、（従来のスナップフィットで知ら
れているような）実質的に、カプラーの中心における支点を形成、そしてあるいは、規定
できる。したがって、ベース２０６Ａのキャップ直径の増大は、可撓性フレーム２１０か
ら離間する方向におけるキャップの端部上に加えられる力が、支点の周りにトルクを生み
出すようにできる。そのようなものとして、キャップ直径の増加は、トルクの置換ベクト
ルを増し、したがって、力は、可撓性フレーム２１０からカプラー２０６を解くために十
分な力を生み出すために弱められる。ある例では、力が弱くなることは、周辺シール２０
７の拡大部分を剥がす可能性を減らし、そしてあるいは、使用者が、可撓性フレーム２１
０に治療部材２０５をより容易に、連結したり、連結を解くことを可能にする。
【００４５】
　各カプラー２０６のベース２０６Ａ（すなわち、第一ピース）は、上に説明するように
、拡大キャップ直径を有し、他の実施例では、ベース２０６Ａのキャップは、例えば、標
準サイズでもよく、ディスク、ワッシャー、プレート類は、ベース２０６Ａのキャップに
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隣接する位置に置くことができる。そのようなものとして、各カプラー２０６が、周辺端
２０７の対応拡大部分に固定的に連結する場合、ディスク、ワッシャー、プレート類は、
上に説明するように、拡大キャップ直径を効果的に、規定、そしてあるいは、形成できる
。
【００４６】
　さて、図７～１２を参照して、治療部材２００の可撓性フレーム２１０（同様に、ここ
では「フレーム」として参照する）は、連結部２４０（例えば、図４参照）及び第一絶縁
部材２６０（例えば、図２、３を参照）並びに支持体に連結され、そしてあるいは、少な
くとも、一時的に、治療部材２０５に連結されている。より具体的には、フレーム２１０
は、治療部材２０５に含まれるカプラー２０６（例えば、図４～６参照）に嵌合的に連結
することができるカプラーのセット（例えば、図８参照）を含む後面２３１を有する。カ
プラー２３２及び２０６は、例えば、上に詳細に説明するように、治療部材２０５を取り
外し可能に、フレーム２１０に連結するために嵌合的に係合するスナップ類とのセットと
することもできる。更に、ある実施例では、カプラー２３２は、カプラー２０６及び治療
部材２０５を参照して、上に説明するように、類似の態様で、フレーム２１０にそれぞれ
連結することができる。他の実施例では、カプラー２３２は、フレーム２１０の表面に形
作られることができる。そのような実施例では、形作られたカプラー３２３は、ある例で
は、使用者の顔の上のカプラー２０６の表面によって働いた力を弱めることによって使用
者の快適さを増すことができるように、フレーム２１０の後面２３１からの距離を埋め合
わせすることができる。同様に、フレーム２１０は、ここでさらに詳細に説明するように
、第一絶縁部材２６０の一部分を係合できる突起物２３７及び２３８（例えば、図７参照
）のセットを含む前表面２３６を有する。
【００４７】
　フレーム２１０は、任意の形状、サイズ、又は、構造とすることができる。例えば、あ
る実施例では、フレーム２１０は、図１を参照して、フレーム（１を削除した）１１０と
実質的に類似又は同じものとすることができる。そのようなものとして、フレーム２１０
、そしてあるいは、その部分に関する議論は、明確に述べられない限りにおいて、フレー
ム２１０に適用できる。したがって、フレーム２１０のある態様は、ここではさらに詳細
に説明しない。ある実施例では、図７、８を参照して、フレーム２１０は、例えば、フレ
ーム２１０の美観を増すことができる実質的に、滑らかな輪郭を有するように配列できる
。別の実施例では、図７を参照して、フレーム２１０は、例えば、フレーム２１０の実質
的に同一又は対称部分が、左の目の部位及び右の目の部位に接触するように置くことがで
きるようにフレーム２１０の中間点を通る平面Ｐ１に関して実質的に対称とすることもで
きる。
【００４８】
　フレーム２１０は、図１のフレーム１１０を参照して、上に説明するような（例えば、
約２．５ｍｍと４．０ｍｍとの間にある）相対的に薄い、可撓性材料から一体構造的に形
成できる。そのようなものとして、フレーム２１０は、フレーム１１０を参照して、上に
説明するように、フレーム２１０が、外部の力に晒された時に、第一非変形構造と第二変
形構造との間で、曲がる、可撓する、弾力的に変形する、そしてあるいは、さもなければ
再構成することが可能な剛性を有することもできる。図７、８を参照して、フレーム２１
０は、（使用者の目に対して）上端中央領域２１２及び上部領域２１３を含む上端部２１
１、各側部２１５上の第一取付点２２６と第二取付点２２７との間の中間点付近に配置し
た上部側部領域２１６及び下部側部領域２１８並びにフレーム２１０の上端部とフレーム
２１０の下端部との間の中間付近に配置された中央側部領域２１７を含む側部２１５、及
び、下部中間部領域を２２１を含む下部２２０を有する。同様に、フレーム２１０は、フ
レーム１１０を参照して、上に説明するように、一組の隙間２２５を規定する。フレーム
２１０の部分は、ここで具体的に説明するけれども、フレーム２１０のある範囲、部分、
そしてあるいは、領域は、他の範囲、666部分、並びに領域は重なることができるので、
一つの範囲、部分若しくは領域と、連続的に隣接する範囲、部分若しくは領域との間には
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、明確な描写はない。すなわち、具体的部分が説明されているが、隣接する部分間の集合
、交差、そしてあるいは、変わり目は、フレーム２１０の物理的特性における実質的な変
化を意味する必要はない。
【００４９】
　フレーム２１０は、フレーム２１０の部分が異なる剛性を有するように配列することが
できる。例えば、側部２１５の配列は、側部２１５が、上端部２１１、そしてあるいは、
下部２２０の剛性よりも小さい剛性を有するようにできる。別の実施例では、フレーム２
１０は、側部２１５内で、フレーム２１０のある領域、そしてあるいは、下位領域が、側
部２１５内で、フレーム２１０のある領域、そしてあるいは、下位領域の剛性よりも小さ
い剛性を有するように配置できる。側部２１５の剛性は、例えば、少なくとも側部２１５
を弱くしたり、側部２１５に低い曲げ弾性率を有する異なる材料を取り入れたり、側部２
１５に異なる化学製品を取り入れたり、側部２１５に一つ以上の不連続部を形成したり、
側部２１５に異なる合計質量の材料を用いたり、側部の断面積を減らしたり、そしてある
いは、類似の方法によって、下げることができる。
【００５０】
　一例として、側部２１５の上部側部領域２１６は、図７、８を参照して、上端部２１１
、下部部分２２０、そしてあるいは、下部側部領域２１８の断面積よりも小さい断面積を
有することができる。より具体的には、フレーム２１０が実質的に均一の厚さを有する、
ある実施例では、上部側部領域２１６は、フレーム２１０の周辺端と、上端部２１０、下
部側部領域２１８、そしてあるいは、下部２２０の（同じように規定された）幅よりも狭
い隙間２２５を規定する端との間で規定する幅を有することができる。例えば、ある実施
例では、上端部２１０の上部領域２１３は、（図８の線１、又はその周りで取られる）約
１８ミリメータ（ｍｍ）の幅を有し、上部側部領域２１６は、（線２、又はその周りで取
られる）約６．２ｍｍの幅を有し、下部側部領域２１８は、（線３、又はその周りで取ら
れる）約１９．２ｍｍの幅を有し、更に、下部中央領域２２１は、（線４、又はその周り
で取られる）約７．０ｍｍの幅を有する。別の実施例では、上端部２１０の上部領域２１
３は、約１３．３ｍｍと約１８．５ｍｍとの間の幅を有し、上部側部領域２１６は、約６
．２ｍｍと約２０．０ｍｍとの間の幅を有し、下部側部領域２１８は、約８．５ｍｍと約
２２．２ｍｍとの間の幅を有し、下部中央部領域２２１は、約６．３ｍｍと約１２．４ｍ
ｍとの間の幅を有する。ある実施例では、フレーム２１０の各部分は、断面面積を有する
と考えることができる。したがって、例えば、１．２７ｍｍの厚さを有するフレームにお
いて、幅６．２ｍｍを有するフレームの一部は、約７．９ｍｍ2の断面積を有することに
なる。それ故、フレーム２１０の各部は、この態様で計算する特定の断面積を有し、フレ
ーム２１０の異なる部分の相対的幅に関して上で説明する関係は、同様に、フレーム２１
０の異なるセクションの相対的断面積に適用できる。具体的、上に説明されているが、上
部側部領域２１６は、フレーム２１０の別の領域に対して任意の適当な幅を有することが
できる。ある実施例では、上部側部領域２１６は、例えば、下部側部領域２１８の約５０
％から３３％の幅を有することができる。ある実施例では、上部側部領域２１６は、例え
ば、下部側部領域２１８の約９０％から３２％の幅を有することができる。他の実施例で
は、上部側部領域２１６は、例えば、下部側部領域２１８の約９０％、８０％、７０％、
６０％、５０％、４０％、３５％、３３％、２５％、２０％、又は、それ以下の幅を有す
ることができる。
【００５１】
　ある実施例では、第一幅から第二幅へのフレーム２１０の一部の幅の減少は関連づけら
れるか、そしてあるいは、さもなければ、第一曲げ弾性率から第二曲げ弾性率の該当部分
の曲げ弾性率を減少させることができる。したがって、同じ力を適用する場合、第二曲げ
弾性率は、第一曲げ弾性率に対する比として表現できる。例えば、ある実施例では、上部
側部領域２１６は、同じ力に晒された場合、例えば、下部側部領域２１８の曲げ弾性率の
約１００％、９０％、８０％、７０％、６０％、５０％、４０％、３０％、２０％又は１
０％以下の曲げ弾性率を有することができる。同じように、第一幅から第二幅へのフレー



(20) JP 2016-512744 A 2016.5.9

10

20

30

40

50

ム２１０の一部の幅の減少は関連づけられるか、そしてあるいは、さもなければ、第一剛
性から第二剛性への該当部分の剛性の減少をもたらすことができる。したがって、第二剛
性は、第一剛性に対する比として表現できる。例えば、ある実施例では、上部側部領域２
１６は、例えば、下部側部領域２１８の剛性の約１００％、９０％、８０％、７０％、６
０％、５０％、４０％、３０％、２０％又は１０％以下の剛性を有することができる。
【００５２】
　この態様において、少なくともフレーム２１０の側部２１５の上部側部領域２１６は、
図９～１１を参照して、フレーム２１０が、使用者の顔に適用する場合、フレーム２１０
の一部に凸屈曲を形成するように構成できる。同じように説明すれば、側部２１５は、そ
の剛性を減らすことによって、フレーム２１０が、使用者の顔に適用する場合、剛性を減
らされていない側部２１５の実施例に比べて、より小さな力で、使用者から前方に離間す
る方向にある中央側部領域２１７を置き換えるために必要となるように構成できる。した
がって、側部２１５の剛性が減らされていない、フレーム２１０の実施例に比べて、側部
２１５の剛性の減少は、治療デバイス２００を使用者に顔に適用する場合、第一取付点２
２６と第二取付点２２７との間で、より容易に曲げ、そしてあるいは、弾性的に変形でき
るので、側部２１５の前面は、第一取付点２２６と第二取付点２２７との間の鈍角（すな
わち、９０度以上１８０度以下）、又は鋭角（すなわち、９０度以下）を形成する。した
がって、ある実施例では、フレーム２１０の配列は、フレーム２１０は、使用者の顔に適
用する場合、他の実施例に比べて、フレーム２１０の後面２３１に沿って測定する凸屈曲
の角度を減少するようにすることができる。例えば、凸屈曲の角度は、１７０度以下、１
６０度以下、１５０度以下、１４０度以下、１３０度以下、１２０度以下、１１０度以下
、又は、１００度以下にできる。凸屈曲の曲げ度合いを増すこと（例えば、凸屈曲の角度
を小さくすることによって）は、ある実施例では、目、そしてあるいは、目の部位の球体
に適用する後方への圧力を、順に、減少させる治療部材２０５の一部上で後方圧力を減ら
すことができる。そのようなものとして、使用者の閉じられた瞼の表面に移された圧力を
下げることができ、ある実施例では、使用者の快適さを増大させる結果となり得る。
【００５３】
　治療デバイス２００の連結部２４０は、任意の適当な形状、サイズ、又は構造とするこ
とができる。例えば、ある実施例では、連結デバイス２４０は、図１を参照して、上に説
明するように、連結デバイス１４０と実質的に類似又は同じものとすることもできる。そ
のようなものとして、連結部１４０そしてあるいはその要素若しくは態様に関する議論は
、明確に述べられていない限りにおいて、連結部２４０にも適用できる。したがって、連
結部２４０のある態様は、ここではさらに詳細に説明しない。図１１、１２を参照して、
連結部２４０（同様に、ここでは、「ストラップ組立部品」を参照）は、（直接的に、又
は間接的にどちらかで）連結部材２５５及び下部部材２４５におのおの連結し、順に、フ
レーム２１０の、それぞれ、第一取付点２２６及び第二取付点２２７に連結できる第一ス
トラップ２４１及び第二ストラップを含むことができる。より具体的に、連結部材２５５
は、実質的に、弾性材料から形成できる。下部部材２４５は、実質的に、弾性材料から形
成できる。したがって、ストラップ２４１、２４６は、対応する連結部材２５５及び下部
部材２４５に連結でき、それによって、ここで更に詳しく説明するように、例えば、特定
の望ましいセットによってフレーム２１０に第一ストラップ２４１及び第二ストラップ２
４６を動作可能に連結できる。更に、連結部２４０は、使用者の頭部に治療デバイス２０
０を一時的に連結するために第一構造（図１２参照）及び第二構造（図１１参照）との間
を移動できる。図１２を参照して、第一ストラップ２４１は、第二ストラップ２４６を係
合するように構成する第一連結部２４２、及び、連結部材２５５及びフレーム２１０の一
つに第一ストラップを連結するように構成する第二連結部２４３含む。同じように、第二
ストラップ２４６は、第一ストラップ２４１を係合するように構成する第一連結部２４７
、及び、他の連結部材２５５及びフレーム２１０に第二ストラップを連結するように構成
する第二連結部２４８含む。
【００５４】
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　第一ストラップ２４１及び第二ストラップ２４６は、任意の適当な材料を含む、そして
あるいは、それらから作ることができる。例えば、ストラップ２４１、２４６は、ネオプ
レン発泡布の材料から作ることができる。ある実施例では、ストラップ２４１、２４６は
、約１．５ｍｍ、約１．７５ｍｍ、約２．０ｍｍ、約２．２５ｍｍ、約２．５ｍｍ、約２
．７５ｍｍ、約３．０ｍｍ、約３．２５ｍｍ、約３．５ｍｍ、又は任意のそれらの間の端
数の厚さを有することができる。ある実施例では、ストラップ２４１、２４６は、約１．
７５ｍｍ以下、約３．５ｍｍ以上の厚さを有することができる。
ある実施例では、ネオプレン発泡布材料から形成され、そしてあるいは、それを含み、さ
らに、十分な厚さを有する任意の他の適当な材料を含んでいるストラップ２４１、２４６
は、使用者が、連結部２４０を掴み、保持し、使用するための使用者の能力を改善できる
。図１３を参照して、第一ストラップ２４１は、第一幅Ｗ１を有する第一部分及び、第二
幅Ｗ２を有する第二部分含む全体の形を有することができる。例えば、ある実施例では、
第一幅Ｗ１は約２．５ｃｍ及び第二幅Ｗ２は約３．７５ｃｍとすることができる。ある実
施例では、幅Ｗ２は、少なくとも幅Ｗ１の一部分に基づいていてもよい。例えば、幅Ｗ２
は、第一幅Ｗ１よりも、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８
０％、又は　９０％　大きくすることができる。他の実施例では、幅Ｗ２は、幅Ｗ２より
も９０％以上大きくすることもできる。第一ストラップ２４１は、第一幅Ｗ１から第一ス
トラップ２４１の人間工学性を増すことができる第二幅Ｗ２までの相対的に急激な変わり
目を含むことができる。他の実施例では、第一幅Ｗ１から第二幅Ｗ２への変わり目は、距
離が、ストラップ２４１の第一幅Ｗ１の比として構成する、ストラップ２４１の長さに対
応する距離以上に延ばすことができる。例えば、ある実施例で、変わり目は、ストラップ
２４１のＷ１の幅の５％、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、
８０％、９０％、１００％、１２５％、１５０％、１７５％、２００％、２５０％又はそ
の間の任意の端数に等しい距離以上で延ばすことができる。他の実施例では、変わり目は
、約２．５　ｍｍ、３．７５　ｍｍ、５　ｍｍ、６．２５　ｍｍ、７．５　ｍｍ、８．７
５　ｍｍ、１０　ｍｍ、１５　ｍｍ、２０　ｍｍ、２５　ｍｍ、３０　ｍｍ、３７．５　
ｍｍ、４５　ｍｍ、５０　ｍｍ、５７．５　ｍｍ、６５　ｍｍ又はそれらの間の任意の端
数に等しい距離以上で延ばすことができる。
【００５５】
　ある実施例では、第一幅Ｗ１から第二幅Ｗ２への変わり目の配置は、第一ストラップ２
４１が滑ることを使用者に触覚示唆を提供することによって顔に対して治療デバイス２０
０を置きつつ、第一ストラップ２４１が滑る可能性を使用者の手によって減らすことがで
きる。したがって、使用者は、滑りを減らすように、第一ストラップ２４１をよりしっか
り掴むことができる。第一幅Ｗ１から第二幅Ｗ２への変化は、使用者の手の幅に関連する
ようにでき、第一ストラップ２４１の全長に沿って位置を決めることができる。例えば、
第一幅Ｗ１から第二幅Ｗ２への変わり目は、位置を決めることができるので、使用者が、
治療デバイス２００を彼・彼女の顔に置く場合、使用者の親指及び人差し指は、変わり目
、そしてあるいは、その近くにもってくることができる。したがって、治療デバイス２０
０が、もはや治療デバイスの重さを手で支えられない位置に移る場合、使用者は、第二幅
Ｗ２に沿った位置、そしてあるいは、第一幅Ｗ１から第二幅Ｗ２への変わり目付近で第一
ストラップ２４１を掴むことができる。一つの実施例では、第一幅Ｗ１を有する第一部分
は、第一長さＬ１を有してもよい、第二幅Ｗ２を有する第二部分は、第二長さＬ２を有す
ることができる。ある実施例では、第一長さＬ１は、約６．２５ｃｍ及び第二長さＬ２は
、約１２．５ｃｍとすることができる。他の実施例では、第一長さＬ１及び第二長さＬ２
は、任意の適当な寸法とすることができ、第一長さＬ１は、第二長さの任意の端数とする
ことができる。例えば、第一長さは、約　３．７５　ｃｍ、　４．５　ｃｍ、５．０　ｃ
ｍ、５．７５　ｃｍ、７．０　ｃｍ、７．５　ｃｍ、又は任意の他の適当な長さとするこ
とができる。別の例では、第二長さは、約　７．５　ｃｍ、　１０　ｃｍ、１５　ｃｍ、
１８　ｃｍ、２０　ｃｍ、又は任意の他の適当な長さとすることができる。同じように、
第一長さＬ１は、約３０％。４０％、５０％、６０％、７０％、又は、第二長さの任意の
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他の適当な端数とすることもできる。そのようなものとして、第一長さは、例えば、人の
手の幅に、大雑把に対応させることもできる。図１３には示されていないが、第二ストラ
ップ２４６は、同じような態様で配置できる。例えば、第二ストラップ２４６は、第一幅
Ｗ１及び第一長さＬ１を有する第一部分を、更に、第二幅Ｗ２及び第二長さＬ２有する第
二部分を含むことができる。
【００５６】
　上に説明するように、第一ストラップ２４１の第二連結部２４３は、フレーム２１０に
第一ストラップ２４１を連結できる。第二ストラップ２４６の第二連結部２４８は、第一
ストラップ２４１の第二連結部２４３と同じ形状と機能とすることができる。したがって
、第一ストラップ２４１の第二連結部２４３についての議論は、第二ストラップ２４６の
第二連結部２４８にも適用する。図１３～２１を参照して、連結部２４３は、連結部材２
５５（図１４参照）及びフレーム２１０の第一取取付点２２６に連結する閉鎖部材２５１
（図１５参照）を係合できる。より具体的には、第二連結部２４３は、フレーム２１０の
第一取付点２２６に順に連結する連結部材２５５に連結する構造のセットを通して変化す
ることができる。さらに、閉鎖部材２５１は、ベース２５２、及び、第一ストラップ２４
１並びに連結部材２５５との間の連結を維持するために第二連結部２４３を選択的に係合
する突起部若しくは突起部のセット（図１６参照）を含んでいる。
【００５７】
　使用に際して、第二連結部２４３は、図１６の矢印ＡＡによって示されるように、第一
構造中、第二連結部２４３を置くために閉鎖部材２５５によって規定するスロット２５７
に挿入できる。図１７、１８を参照して、閉鎖部材２５１は、例えば、第二連結部２４３
の第一サイドにベース２５２を接触するように置き、さらに、第二連結部２４３によって
規定する開口部２４４の対応するセットを通して、例えば、突起部２５３を挿入するため
に、操作できる。より具体的には、ある実施例では、第二連結部２４３は、例えば、図１
６を参照して、お互いに関して長方形に配置できる４つの開口部を規定できる。同じよう
に言えば、開口部２４４のセットは、第二連結部２４３及び各隣接する開口部の全長に沿
って整列する一組、及び、第二連結部２４３の幅にそって整列する一組によって隣接する
開口部２４４の一組に配置され得る。この態様において、閉鎖部材２５１の突起２５３は
、図１８を参照して、一組の隣接開口部２４４に配置できる。突起２５３は、それによっ
て、図１８を参照して、第二構造中に第二連結部２４３を置き、第一サイドと反対の第二
連結部２４３の第二サイド上に置くために、開口部２４４を通して押し込まれるフランジ
末端２５４（図１５参照）を含んでいる。閉鎖部材２５１は、（すなわち、一体的に形成
、そしてあるいは、さもなければ、単一の成分を形成するように）単一に形成されたよう
に、上では示され、説明されているが、他の実施例では、閉鎖部材は、（すなわち、二つ
の成分の）独立して形成された二つ以上の単位で形成することができる。
【００５８】
　一旦、第二構造において、第二連結部２４３は、図１９の矢印ＢＢで示すように、二対
の開口部２４４は同軸的に整列するように連結部材２５５の周りで畳み込むことができる
。したがって、閉鎖部材２５１の突起は、フランジ末端２５４が、第三構造中の第二連結
部２４３を置くことによって、第二連結部２４３の表面の向こうに延びるように、対応す
る開口部２４４に挿入できる。この態様において、図２０、２１を参照して、第一ストラ
ップ２４１は、例えば連結部材２５５の外側末端部分に連結できる。さらに、連結部材２
５５は、フレーム２１０の取付点２２６に連結できる（例えば、内側末端部分に配置する
、そしてあるいは、さもなければ形成する）第一取付点２５６を含むことができる。例え
ば、ある実施例では、連結部材２５５の取付点２５６、及び第一取付点２２６は、フレー
ム２１０に連結部材２５５、そしてそれ故第一ストラップ２４１を回転的に連結できるス
ナップフィット類を形成できる。上に説明するように、第二ストラップ２４６の第二連結
部２４８は、フレーム２１０に第二ストラップ２４６を連結するために同じような態様で
配置できる。
【００５９】
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　図１３を参照して、ストラップ２４１、２４６は、特に、上に示し、説明されているが
、他の実施例では、ストラップ２４１、２４６は、任意の適当な形、サイズ、そしてある
いは、構造を有することができる。例えば、ストラップ２４１は、部分間で実質的に丸い
角、そしてあるいは、変わり目を含んでいるように、図１３で参照する一方、他の実施例
では、ストラップは、実質的に四角の角を含むことができる。同じように、部分間の変わ
り目は、実質的に直線とすることもできる。更に、他の実施例では、ストラップは、実質
的に長さ全体に沿った、実質的に一定の幅とすることもできる。
【００６０】
　例えば、図１５を参照して、閉鎖部材２５１は、特に、上に示され、説明されているが
、他の実施例では、閉鎖部材は、任意の適当な形、サイズ、そしてあるいは、構造を有す
ることができる。例えば、ある実施例では、実質的に丸い角、そしてあるいは、変わり目
を有するように示されている、一方、他の実施例では、閉鎖部材は、実質的に、長方形、
四角形、そしてあるいは、任意の他の多角形のような任意の適当な形状とすることができ
る。さらに、閉鎖部材２５１は、ベース２５２の同じサイドから延びる二つの突起２５３
を含んでいるように示されているが、他の実施例では、閉鎖部材は、例えば、ベースの反
対表面に配置する二組の二つの突起を備える四つの突起を含むことができる。そのような
ものとして、閉鎖部材のベースは、例えば、第三構造中にストラップを置くためのストラ
ップの第一部分と第二部分の間に配置することができる。他の実施例では、閉鎖部材は、
二つ以下の突起を（すなわち、単一突起）を含むことができる。更に、他の実施例では、
閉鎖部材は、連結部材で単一的に、または一体構造的に形成することができる。そのよう
なものとして、一組の突起は、上に説明するように、ストラップによって規定する対応す
る一組の開口部に置けるように、連結部材の少なくとも一つの表面から延びていてもよい
。
【００６１】
　図１１、１２に戻って参照して、下部部材２４５は、連結部材２５５の第二取付点２５
８連結され、そして、フレーム２１０の第二取付点２２７に下部部材２４５が連結するこ
とが可能となるようにそこからある角度で延びるように構成できる。例えば、下部部材２
４５は、連結部材２５５の第二取付点２５８及びフレーム２１０の第二取付点２２７で、
スナップフィット類を形成することができる。更に、連結部材２５５及び下部部材２４５
の配置は、下部部材２４５が、連結部材２５５においてある角度をもってフレーム２１０
の方に第二取付点２５８から延びる、二股またはＶ字形を形成することができる。同じよ
うに言えば、フレーム２１０の第二取付点２２７は、第一取付点２２６について下部位置
に配置され、結果、下部部材２４５が、下部部材２４５が連結部材２５５についてある角
度で配向するように連結部材２５５と第二取付点２２７との間で規定する空間を横断する
。ある実施例では、連結部材２５５は、任意の適当な長さ又は寸法を有することができる
。他の実施例では、しかしながら、連結部材２５５は、連結部材２５５の後部が、治療デ
バイス２００が使用者の目の部位に応用する場合、使用者の耳介の前、使用者の耳の中間
点、または、使用者の耳の前部に置けるような全長を有することができる。
【００６２】
　使用者が、彼女・彼の頭に治療デバイス２００を連結するために連結部２４０を第二構
造中に置く場合、ストラップ２４１、２４６は、治療デバイス２００を望ましい位置に維
持するために役立つ連結部材２５５に力を加えることができる。連結部材２５５及び下部
部材２４５の配置は、ストラップ２４１、２４６によって働いた力が、順に、それぞれ、
第一取付点２２６及び第二取付点２２７上に力の一部を加える連結部材２５５と下部部材
２４５との間で分布するようになっている。したがって、ストラップ２４１及び２４６に
よって働いた力は、フレーム２１０の側部分の全長に沿って分布する。更に、少なくとも
、上部側部領域２１６、そしてあるいは、中間側部領域２１７に一部が薄い実施例では、
分布力は、少なくとも部分が薄くない実施例よりもより容易に、フレーム２１０の側部分
２１５を弾性的に変形できる。この態様では、使用者に治療デバイス２００を連結するた
めにフレーム２１０及びストラップ２４１並びに２４６によって働いた力は、使用者の快
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適さを増し、そしてあるいは、使用者の目の部位に接触する治療部材２０５の表面積を増
すことができる態様で、使用者の頭に沿って分布し得る。
【００６３】
　さらに拡張して、上に説明するように、ストラップ２４１、２４６は、治療部材２０５
を通して伝えられる、フレーム２１０上の（例えば、使用者の頭の後方向の）後方、すな
わち、使用者の目の部位へ力を働かせる。連結部２４０の二股又はＶ字形のストラップ配
置は、フレーム２１０に加えられる一対のベクトル力にストラップ２４１、２４６の後方
ベクトル力を、使用者の目への直接的圧力を下げ、ある実施例では、使用の快適さを増し
つつ、使用者の目の高さの上方向と下方向に、分割、そしてあるいは、さもなければ、分
布させることができる。連結部材２５５が相対的に非弾性的材料から形成され、下部部材
２４５が比較的に弾性的材料から形成する実施例では、可撓性フレーム２１０の側部２１
５の外側へ、又は凸状への曲げが、例えば、さもなければ、比較的に弾性的材料から形成
された連結部材２５５の実施例がもたらすよりも、使用者の頭に置かれる治療デバイス２
００からの方がより大きくもたらすことができる。したがって、例えば、フレーム２１０
にストラップ２４１、２４６によって加えられた力は、後部・下部側部方向での取付点２
２６に関係する領域を移すことができ、更に、後部・上部側部方向における取付点２２７
に関係する下部側部領域２１８を移すことができる。
【００６４】
　より具体的に、ある実施例では、連結部材２５５は、例えば、ナイロン、ＬＤＰＥ、Ｈ
ＤＰＥ、又は相対的に高い弾性率を有する他のプラスティックのような比較的非弾性的材
料から形成でき、そして、下部部材２４５は、例えば、シリコン、シリコンゴム、そして
あるいは、相対的に低い弾性率を有する他の任意の他のエラストマーのような比較的弾性
的材料から形成できる。この態様において、連結部材２５５の全長に沿って当てられる力
で、連結部材２５５を少しも、又は、全く伸びのないものとなり、一方、下部部材２４５
の全長に沿って当てられる同じような力は、（例えば、伸び縮みする又は非永久的伸びで
ある）連結部材２５５の伸びよりも大きい望ましい程度の伸びをもたらす。他の実施例で
は、下部部材２４５は、連結部材２５５の材料に実質的に類似する材料を含めて、相対的
に高い弾性率を有する材料から形成されてもよく、そしてあるいは、含むことができる。
【００６５】
　連結部材２５５及び下部部材２４５の配置は、連結部材２５５及び下部部材２４５がフ
レーム２１０に対してそれぞれある角度で並ぶようにしてもよい。例えば、図１２を参照
して、フレーム２１０の配置は、（図１２には示されていない）第一取付点２２６の実質
的に中心、したがって、連結部材２５５の第一取付点２５６を、通って第一参照軸Ｒ１が
延びるようにすることができる。同じように、第二参照軸Ｒ２は、実質的に、第一取付点
２５６の中心及び連結部材２５５の第二取付点２５８を通って延びるか、又は、別の方式
で、第二参照軸Ｒ２は、連結部材２５５を実質的に、縦方向に二つに分かれる。そのよう
なものとして、連結部材角度は、それらの間で規定する。図１２を参照して、例えば、連
結部材角度αは１８０度よりも小さい。ある実施例では、連結部材角度αは、例えば、約
１１０度、約１２０度、約１３０度、約１３５度、約１４０度、約１５０度、約１６０度
、約１７０度、又は任意の角度若しくはそれらの角度の端数とすることができる。すなわ
ち、連結部材２５５は、第一参照軸Ｒ１に対して連結部材角度で並べられる。別の方法で
言えば、例えば、少なくとも、治療デバイス２００が（例えば、使用者の頭に連結してい
ない）第一構造にあって、連結部材２５５は、第一取付点２２６に関係する軸から下部側
部方向に延びている。
【００６６】
　使用に際して、連結部材２５５及び下部部材２４５は、フレーム２１０の側部部分２１
５に沿って分布する第二構造に変わりつつある連結部２４０から生じる力が望まし態様と
なるようにすることができる。例えば、ある実施例では、使用者は、治療デバイス２００
を彼・彼女の顔の付近に置くことができ、そして、（例えば、ストラップ２４１、２４６
を互いに連結するために）第二構造に連結部２４０を置くためのストラップ２４１、２４
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６の力を加えることができる。使用者が、ストラップ２４１、２４６に、実質的に後方向
に力を加えるので、ストラップ２４１、２４６における張力は、順に、連結部材２５５に
力を働かせる。治療デバイス２００を使用者の顔に接触して置く前に、実質的に下部又は
下部側部に配置するストラップ２４１，２４６によって、ストラップ２４１，２４６に適
用された後方への力は、ストラップ２４１、２４６に、それによって上部・後部力をもた
らす、下部位置へのストラップ２４１、２４６の移動をより小さくできる。順に、ストラ
ップ２４１，２４６は、例えば、実質的に、取付点２２６の中心（例えば、実質的に、参
照軸Ｒ１、Ｒ２の交差点）付近にトルク又はモーメントを加える結果をもたらすように、
連結部２５５に（すなわち、実質的に、上部・後部方向）実質的に、同じ方向の力を働か
せる。それ故に、連結部材２５５の非弾性構造は、連結部材２５５が、結果として、連結
部材角度を増すように、フレーム取付点２２６において支点を有するレバーとして、動作
するようになる。更に、連結部材２５５の第二取付点２５８に連結された下部部材２４５
によって、生じたトルクが、上方向、又は、上部後方向の力を下部部材２４５に働く。
【００６７】
　実施例において、実質的に下部側部に角度をもつストラップ２４１と実質的に非弾性連
結部材２５５との組み合わせは、フレーム２１０の第一取付点２２６、又は付近に力のト
ルクとモーメントを強くするために相乗的態様で機能でき、したがって、力が、上部後方
向に下部部材２４５に働く。更に、第二取付点２２７に連結された下部部材２４５によっ
て、連結部材２４５が、順に、上部後方向の力をフレーム２２７の第二取付点２２７に働
かせる。第二取付点２２７に働く力が、上部後方様式でフレーム２１０の下部側部領域２
１８を移動させることができる。フレーム２１０の下部側部領域２１８が移動するので、
下部側部領域２１８は、使用者の顔にさらに近辺又はその近くに整列するようになる。す
なわち、上に説明するようなある実施例では、下部側部領域２１８は、他の実施例に比べ
て、頬部位又は頬の上部部位のような使用者の顔の部位に対してより多くの力を働かせる
。ある実施例では、この力の位置は、例えば、使用者の顔の一部と熱伝導的に接する治療
部材２０５の面積を増すことによって、使用者の顔との関係において、治療部材２０５を
望ましい構造に改善する。
【００６８】
　フレーム２１０の下部側部領域２１８の移動は、さらに、フレーム２１０の側部を、例
えば、弾性的に変形し得る力を働かせる。フレーム２１０の配置は、側部２１５が、連結
部２４０によってフレーム２１０に働いた力に対応して、凸及び一般的に前方側部方向に
、弾性的に変形（すなわち、非永久的変形、さもなければ、再構成）するようにできる。
ある実施例では、特に、凸曲げなどが、使用者の目の高さ、そしてあるいは、その付近に
位置する場合、側部２１５の外方向又は凸曲げは、例えば、治療部材２０５に関して後方
への圧力を下げるようにすることができる。したがって、使用者の目の上に働いた後方圧
力は、より大きな剛性の側部（例えば、上に説明するように、外側に、又は凸状に曲げる
ための構造でない側部）を有するフレームによって、さもなければ、働くであろう後方圧
力より小さい。言い換えれば、さもなければ、目の部位に向かう後方に方向付けられた、
そして、例えば、目の上へ、そしてあるいは、目の部位への圧力を増し得る、連結部２４
０、そしてあるいは、フレーム２１０によって働いた力は、例えば、目の上へ圧力を下げ
、そしてあるいは、使用者の眼により快適となる、目の部位から前方側部方向に離れる力
となるように、フレーム２１０の前方側部曲げによって変換、そしてあるいは、分布する
。加えて、フレーム２１０の凸曲げは、フレーム２１０の上部カプラー２３２と下部カプ
ラーとの間の距離を短くして、それによって、さもなければ、フレーム２１０の上部カプ
ラー２３２と下部カプラーとの間の治療部材２０５の伸びから生じ得る治療部材２０５の
一部の範囲内の張力を下げるしたがって、張力が下がるので、治療部材２０５は、剛性の
低い構造をとることができ、順に、目の上への圧力を下げ、そしてあるいは、使用者の目
に対する不快さを減らすことができる。
【００６９】
　フレーム２１０そしてあるいは連結部２４０は、具体的に上に説明しているが、他の実
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施例では、フレーム２１０そしてあるいは連結部２４０は、例えば、目の上への直接的圧
力を下げるようにフレーム２１０の一部の凸屈曲を減らす、そしてあるいは、使用者の不
快さを減らすことができるような任意の適当な態様で配置することができる。例えば、上
部側部領域２１６そしてあるいは中央横領域２１７の少なくとも一部を弱くしたり、又は
、薄くすることによって、分布する力は、弱くしたり、又は、薄くされていないサイド部
分の弾性変形量よりも大きなフレーム２１０のサイド部２１５の弾性変形量をもたらすこ
とができる。ある実施例では、目の部位に働いた圧力を下げること、そしてあるいは、使
用者の不快さを減らす（すなわち、使用者の快適さを増す）ことは、例えば、治療結果の
改善に繋がり得るように、近くでフットする、治療態様で治療デバイス２００をより容易
に、使用者が使用することを可能にできる。上に説明するように、フレーム２１０に規定
する隙間２２５は、治療デバイス２００が、使用者の頭に連結する場合、目から離れるよ
うに、及び実質的に抵抗なく、治療部材２０５の一部が前方に延びることを可能にする。
したがって、隙間２２５の配置は、眼球に向かって直接治療部材２０５によって働く力を
更に減らすことができる。そのようなものとして、隙間、それ故、隙間２２５の領域内の
後方方向の力の減少は、眼球への圧力を更に下げること、そしてあるいは、使用者の快適
さを増すことができる。
【００７０】
　フレーム２１０のサイド部分２１５及び隙間の配置は、使用者の目に働く後方への力を
減らす一方、実質的に、下部側部領域２１８そしてあるいはその付近のフレーム２１０の
相対的に大きな表面積は、例えば、治療部材２０５のより広い表面積に、そして、より大
きな体積のある実施例で、力を働かすことができる。ある実施例では、下部側部領域２１
８のより大きな表面積は、（上に説明するように）ストラップ２４１、２４６がフレーム
２１０に力を働かせる場合下部側部領域２１８に少なくとも一部は、上部後部方向に移動
され、次に、実質的に、同じ方向に治療部材２０５の成分のより大きな体積を移すことが
できる。より具体的には、ある実施例では、治療部材２０５の成分などは、頬から上部後
方の方向に上がるように、使用者の目の方に向かうように移され得る。同じように、フレ
ーム２１０の上部部分２１３の大きな表面積は下部後方の方向の治療部材２０５の成分体
積を移すことができる。したがって、下部側部領域２１８によって、同様にある実施例で
は、上部２１３に働いた力は、治療部材２０５に含まれる成分容量（例えば、熱ゲル）が
、使用者の目の部位に向かって押され、そしてあるいは、方向付けられるようにすること
ができる。更に、サイド部２１５が、前方横又は（上に説明するように）、凸方向に曲げ
られることを可能とすることによって、下部側部領域２１８、及び同様に、上部領域２１
３によるある実施例では、治療部材２０５にフレーム２１０によって働いた力全体の効果
が、さもなければ、サイド部２１５の選択的曲げ又は屈曲なしに可能となるよりも小さく
なるような方法で、治療部材２０５の成分の容量を指定できる。更に、（上に説明するよ
うに、）隙間２２５を通して延びる治療部材２０５の一部によって、眼球に直接治療２０
５によって働いた力は弱くなり、それによって、ある実施例では、使用者のさらなる快適
さを増すことができる。
【００７１】
　図２２～３０を参照して、第一絶縁部２６０は、フレーム２１０の前部表面に連結する
ために、第一構造（図２２、２３、２５、２６）から第二構造（図２７～３０）に変化で
きる。（同様に、ここでは「絶縁部」「絶縁部」そしてあるいは「絶縁部材」を参照する
）絶縁部材２６０は、任意の適当な形状、サイズ又は構造とすることができ、任意の適当
な絶縁材料又はその組み合わせから形成することができる。例えば、第一絶縁部材２６０
は、フレーム２１０と関連する形状、及び、相対的に薄い発泡ネオプレン布材料から形成
できる。ある実施例では、第一絶縁部材２６０は、厚さ約０．５ｍｍ以下、約０．７５ｍ
ｍ以下、約１．０ｍｍ以下、約１．２５ｍｍ以下、約１．５ｍｍ以下、約１．７５ｍｍ以
下、約２．０ｍｍ以下、約２．２５ｍｍ以下、又は約２．５ｍｍ以下を有する材料から形
成する。他の実施例では、第一絶縁部材は、２．５ｍｍ以上の厚さを有する材料から形成
することができる。ある実施例では、絶縁部材２６０は、参照によって全体を取り込んで
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いる、米国暫定特許出願番号第６１／８５２、２６３、タイトル「眼押圧カバーと使用方
法（Ｅｙｅ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ　Ｃｏｖｅｒｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅ
）」出願２０１３年５月１５日、のようなカバー類とすることができる。ある実施例では
、第一絶縁部材２６０は、例えばスパンデックス（例えば、リクラR（ＬｙｃｒａR））類
の織物によって囲まれる発泡ネオプレン核を含むことができる。他の実施例では、第一絶
縁部材２６０は、例えば、ポリエステル、ポリエチレンテレフタル酸塩、ポリエステルオ
レフィン、ポリエステルマイクロファイバー類から形成することができる。他の実施例で
は、第一絶縁部材２６０は、フェルトを含む天然素材、ウール、太い綿糸、ナイロンの織
物、フォーム、プラスティック、織布及び不織布類のような織物類から形成することがで
きる。
【００７２】
　図２２を参照して、第一絶縁部材２６０は、第一構造である場合、（例えば、実質的に
平面、又は、実質的に並行して、二次元の前面及び背面を含む）実質的に、平面である。
第一絶縁部材２６０は、少なくとも、鼻の部位２６７によって規定、そしてあるいは、分
けられる第一ローブ及び第二ローブを有し、一組の開口部２６４を有する。第一絶縁部材
２６０の配置は、第一のローブ２６１及び第二ローブ２６２が、実質的に反対方向に配向
するが、サイズ及び形状は類似する。同様に、第一絶縁部材２６０は、図２２を参照して
、鼻の部位２６７の中心点を通過する平面Ｐ２に関して、実質的に対称である。したがっ
て、第一絶縁部材２６０の第一ローブ２６１についての議論は、第一絶縁部材２６０の第
二ローブ２６２に適用する。
【００７３】
　第一ローブは、スリット２６３の第一サイド上に置かれる第一リーフレット及びスリッ
ト２６３の第二サイド上で規定する第二リーフレット２６６に第一ローブ２６１の一部を
分離するスリット２６３を規定する。第一ローブ２６１は、スリット２６３の幅がその長
さに従って変わるように配置することができる。例えば、スリット２６３の幅は、全長に
従って増大する。より具体的に、スリット２６３は、（例えば、目の部位の中心に一般的
に対応する位置における第一末端部分）元の第一幅、及び、（例えば、第一絶縁部材２６
０の周辺境界に一般的に対応する位置における第二末端部分）周辺部の第二幅を有するこ
とができる。ある実施例では、図２２を参照して、スリット２６３の配置は、スリット２
６３が、第一幅から第二幅に変わるので、楔状のスペースは、第一リーフレット２６５と
第二リーフレット２６６との間で規定するようにすることができる。ある実施例では、集
合的にスリット２６３を規定する第一リーフレット２６３は、実質的に曲線の境界表面を
含むことができ’、第二リーフレット２６６は、実質的に直線の境界表面を含むことがで
きる。ある実施例では、以下さらに説明するように、スリット、そしてあるいは、リーフ
レット２６５、２６６の境界表面は、第一絶縁部材２６０が第二構造である場合、互いに
関係するリーフレット２６５、２６６を選択的に位置決めするような構成にできる。ある
実施例では、集合的に、スリット２６３の一部を規定する第一リーフレット２６５及びに
リーフレット２６６の周辺又は末端部分は、実質的に、丸くてもよい。
【００７４】
　スリット２６３の配置は、第二リーフレット２６６が、フレーム２１０に第一ローブ２
６１を連結するように第一リーフレット２６５（又は逆に）に関連して動くことを可能に
できる。更に、第二ローブ２６２の部分は、第二連結部２４８は、フレーム２１０に第二
ローブを連結するために同じような態様で動かすことができる。例えば、図２３，２４を
参照して、フレーム２１０の前方表面は、一組の第一ポスト２３７及び一組の第二ポスト
を含んでいる。一組の第一ポスト２３７は、フレーム２１０の先端部分に従って配置され
、一組の第二ポスト２３８は、フレーム２１０の下部部分２２０に従って配置する。その
ようなものとして、一組の第一ポスト２３７及び一組の第二ポスト２３８は、第一絶縁部
材２６０をそれに連結する第一絶縁部材２６０によって規定する一組の開口部２６４に挿
入できる。図２４を参照して、一組の第一ポスト２３７及び一組の第二ポスト２３８は、
開口部に配置する場合、フレーム２１０に関連して、第一絶縁部材２６０の位置を、少な
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くとも、一時的に維持するように第一絶縁部材２６０の前方表面に接触できるように置く
ことができる。更に、一組の第一ポスト２３７は、実質的に、第一絶縁部材２６０の幅に
対応できるベースとフランジ末端との間で規定する第一高さＨ１を有することができる。
同じように、一組の第二ポスト２３８は、次ぎに更に説明するように、第一絶縁部材２６
０の約２倍の幅である、ベースとフランジ末端との間の第二高さＨ２を有することができ
る。
【００７５】
　上に説明するように、第一絶縁部材２６０は、第一構造から第二構造にフレーム２１０
に連結するために変化することができる。例えば、図２５，２６は、（例えば、一組のポ
スト２３７は、第一絶縁部材２６０の先端部に従って開口部に配置する）第一構造にあっ
て、フレーム２１０に部分的に連結する第一絶縁部材２６０を説明している。図２７、２
８を参照して、第一ローブ２６１及び第二ローブ２６２は、それによって、フレーム２１
０に第一絶縁部材２６０を連結するように、第二構造中に第一絶縁部材２６０置くために
操作され得る。例えば、第一ローブ２６１及び第二ローブ２６２は、第一リーフレット２
６５及び第二リーフレット２６６によって規定する開口部中に一組の第二ポスト２３８を
挿入するために操作されてよく、第二リーフレット２６６に規定する開口部２６４中に一
組第二ポスト２３８を挿入するために第一リーフレット２６５に関連して動かすることが
できる。結果として、第二リーフレット２６６の一部は第一リーフレット２６５の一部と
重なるので、リーフレット２６５、２６６は、リーフレット２６５と２６６との間に、実
質的に、存在する任意のギャップもなく、治療部材２０５の前面部分を実質的に、十分カ
バーする。更に、スリット２６３の配置は、ローブ２６１、２６２の可撓性を増すことが
できると同様、十分に互いに重なりあい、さもなければ、突き出で、邪魔になり、それに
よって第一リーフレット２６５、そしてあるいは、第二リーフレット２６６が治療部材２
０５の前面部分を十分にカバーすることから防止するように材料を最小化できる。更に、
一組の第一ポスト２３７高さＨ１及び一組の第二ポスト２３８の高さＨ２は、フランジ末
端が、フレーム２１０に関連して、第一絶縁部材２６０の位置を、少なくとも、一時的に
維持するように第一絶縁部材２６０の前方表面に接触できるようにすることができる。
【００７６】
　図２７～３０を参照して、第一リーフレット２６５及び第二リーフレット２６６を互い
に関係させて動かすことによって、第一ローブ２６１及び第二ローブ２６２は変形する。
同様に、第一絶縁部材２６０がその第二構造である場合、第一ローブ２６１及び第二ロー
ブ２６２は、平面でない、又は、三次元の前部表面を有する実質的に、平面又は二次元で
ある前部表面を有することから変化する。例えば、第一ローブ２６１及び第二ローブ２６
２は、前方方向に延びる凸、そしてあるいは、円錐形を形成できる。より具体的に、第二
リーフレット２６６の部分が第一リーフレット２６５の部分に重なるように第二リーフレ
ットを動かすことは、第一ローブ２６１及び第二ローブ２６２のテントをもたらす。この
態様では、絶縁部材２６０は、（上に説明するように）フレーム２１０の第一ローブ及び
第二ローブに実質的に対応する二つの凸部を形成するためにその第二構造中に配置するこ
とができる。ある実施例では、第一リーフレット２６５及び第二リーフレット２６６によ
って規定された開口部２６４の相対的位置は、凸部の一つ以上の特徴を修正し得る。例え
ば、ある実施例では、開口部２６４は、第一リーフレット２６５の表面（すなわち、周辺
表面などの）表面及びスリット２６３を規定する第二リーフレット２６６から所定の距離
に置くことができる。例として、ある実施例では、開口部は、約５ミリメートル（ｍｍ）
、約１０ミリメートル（ｍｍ）、約１４ミリメートル（ｍｍ）、約２０ミリメートル（ｍ
ｍ）、約３０ミリメートル（ｍｍ）、約５０ミリメートル（ｍｍ）、約７５ミリメートル
（ｍｍ）、約１００ミリメートル又は、任意の距離若しくはそれらの間の端数とすること
ができる。更に、第一リーフレット２６５によって規定する開口部２６４の相対的位置決
めは、第二リーフレット２６６によって規定する開口部２６４の相対的位置決めと異なる
ことができる。例えば、第一リーフレット２６５（例えば、横リーフレット）によって規
定する開口部２６４は、表面から１０ｍｍ以下でよい、一方、第二リーフレット２６６（
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例えば、中間リーフレット）によって規定する開口部２６４は、表面から１０ｍｍ以上と
することもできる。
【００７７】
　ある実施例では、絶縁部材２６０の凸部分は、上に説明するように、フレーム２１０に
よって規定する隙間を通して延伸する治療部材２０５の部分に実質的に対応することがで
きる。例えば、第一ローブ２６１及び第二ローブ２６２の凸形状は、治療部材２０５の部
分を受け取ることができる（図示されていない）後部容積を規定できる。結果として、実
質的に絶縁部材２６０は、さもなければ、（例えば、対流熱移動又は同等なことによって
）治療部材２０５の前面から又は前面へ移動する熱エネルギー移動を減らすために少なく
とも治療部材２０５の前面部分を囲んでいる。更に、第一ローブ２６１及び第二ローブ２
６２の凸形状は、力の減少は、使用者の快適さのレベルを増し、治療部材２０５の前面上
に、実質的に平面又は非凸第一絶縁部材によって働く力を減らす。更に、第一絶縁部材２
６０は、第一ローブ２６１及び第二ローブ２６２の凸部分への外部からのサポートのない
第二構造に留まるために十分である剛性を有することができる材料（例えば、ネオプレン
、発泡ネオプレン、他の発泡材料類）を含むことができ、そしてあるいは、それらから形
成することができる。
【００７８】
　第一絶縁部材２６０は、特に図示して、上に説明しているが、他の実施例では、第一絶
縁部材は、可撓性フレーム２１０に連結する場合、第一絶縁部材が前部方向に熱絶縁性を
提供するように、適当な形状、サイズ、そしてあるいは、構造とすることができる。例え
ば、第一絶縁部材２６０のスリット２６３は、特定の配向、そしてあるいは、配置で図示
されているが、他の実施例では、第一絶縁部材は、（例えば、サイド部分又はそれに沿っ
て）第一絶縁部材の周辺に沿って任意の適当な位置に配置する一つ以上のスリットを含む
ことができる。同じように、スリット２６３は、第一絶縁部材２６０の周辺表面に配置さ
れ、そしてあるいは、規定するとして図示、説明しているが、例えば他の実施例では、第
一絶縁部材が、（例えば、使用者の、例えば、目の中心の位置により近いように）第一絶
縁部材の内側又は中央部分によって規定する一つ以上のスリットを含むことができる。更
に、スリット２６３は、特定の非直線形を有するとして図示、上に説明しているが、他の
実施例では、第一絶縁部材は、直線、そしてあるいは、楔形の一つ以上のスリットを含む
ことができる。第一絶縁部材２６０は、フレーム２１０の単一ポスト（例えば、ポスト２
３８）が、軸方向に整列された開口部２６４を通って挿入されているような構造であると
して、図示、及び、上に説明しているが、他の実施例では、それに第一絶縁部材を連結す
るための第一絶縁部材によって規定する単一開口部を通って挿入するために、それぞれが
構成する、例えば、二つの隣接するポストを含むことができる。更に、第一絶縁部材２６
０は、フレーム２１０の前面に連結されているように、図示、及び、上に説明しているが
、他の実施例では、少なくとも、フレームの一部が、例えば、（例えば、第一絶縁部材が
スリーブ類のように配置できる）第一絶縁部材よって規定する開口部などに挿入すること
ができる。
【００７９】
　第一絶縁部材２６０は、フレーム２１０に対して前方位置に配置するとして、説明して
いるが、第二絶縁部材２７０は、治療部材２０５に対して後方位置に配置することができ
る。他の実施例では、図３１～３３を参照して、第二絶縁部材２７０（同様に、ここで、
ある実施例では、「シート」としても参照）は、フレーム２１０の後部表面２３１に、そ
してあるいは、治療部材２０５の後部表面に連結する相対的に薄いシート又は布とするこ
とができる。ある実施例では、第二絶縁部材２７０は、使い捨ての繊維状不織布類から形
成することができる。ある実施例では、第二絶縁部材２７０は、同時係属米国暫定特許出
願番号第６１／９６２、０６７、タイトル「目を押圧時に使用する水を含んだ使い捨て不
織布折り畳みシート、及びその使用方法（Ｍｏｉｓｔｅｎｅｄ　Ｎｏｎｗｏｖｅｎ　Ｄｉ
ｓｐｏｓａｂｌｅ　Ｆｏｌｄｅｄ　Ｓｈｅｅｔｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｅ　ｏｎ　ａｎ　Ｅｙｅ
　Ｃｏｍｐｒｅｓｓ，　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓａｍｅ）」、２
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０１３年１０月３０日出願の、実質的に、折り畳みシートに類似しているが、開示内容は
上の参照によって取り込む。
【００８０】
　ある実施例では、第二絶縁部材２７０は、フレーム２１０そしてあるいは治療部材２０
５に第二絶縁部材２７０を連結できる、例えば、接着剤などを含む部分を含むことができ
る。他の実施例では、第二絶縁部材は、治療部材２０５に隣接して配置でき、そして、少
なくとも、治療デバイス２００の使用中固定位置で一時的に保持することができる。例え
ば、第二絶縁部材２７０は、治療部材２０５と使用者の顔との間に置かれてもよく、使用
者に治療デバイス２００を連結するように動作し得る治療デバイス２００によって働く力
によって相対的に固定位置に維持することができる。もう一つ別の実施例として、第二絶
縁部材２７０は、治療部材２０５の表面に配置でき、例えば、重力、水分、静電力、表面
張力、摩擦などによって、その位置を保つことができる。
【００８１】
　図３１を参照して、第二絶縁部材２７０は、治療部材２０５、そしてあるいは、フレー
ム２１０に関係する形状及びサイズを有することができる。いろいろな実施例では、第二
絶縁部材２７０は、例えば、周囲長を有することができる。周囲長は、第二絶縁部材２７
０の外径によって規定することができる。例えば、第二絶縁部材２７０は、折り畳まれた
構造の場合、第一周囲長を有してよく、第二絶縁部材２７０が、折り畳まれていない場合
、第一周囲長よりも大きな第二周囲長を有し得る。もう一つ別の実施例として、第二絶縁
部材部２７０は、連結した場合に、少なくとも、治療部材２０５、そしてあるいは、フレ
ーム２１０の一部をカバーするために十分な長さと幅を有することができる。例えば、第
二絶縁部材２０５は、約１５．０ｃｍと３０．０ｃｍとの間、約１７．５ｃｍと２８ｃｍ
との間、約２０ｃｍと２５ｃｍとの間、約２１．５ｃｍと２４ｃｍ若しくは２３ｃｍとの
間の長さを有し、及び約７．５ｃｍと１５ｃｍとの間、約８．５ｃｍと１１．５ｃｍとの
間、９．５ｃｍと１０．７５ｃｍ若しくは１０ｃｍとの間の幅を有してもよい。図３２を
参照して、ある実施例では、第二絶縁部材２７０は、実質的に、治療部材２０５全体をカ
バーすることができる。更に、第二絶縁部材２７０は、任意の適当な重さ、そしてあるい
は、密度を有することができる。例えば、ある実施例では、第二絶縁部材２７０は、一平
方メートル当たり約２０グラムの密度（ｇｓｍ）、約３０ｇｓｍ、約４０ｇｓｍ、約４５
ｇｓｍ、約５０ｇｓｍ、約５５ｇｓｍ、約６０ｇｓｍ、約６５ｇｓｍ、約７０ｇｓｍ、約
７５ｇｓｍ、約８０ｇｓｍ又はそれ以上、そしてあるいは、それらの間の端数を有しても
よい。
【００８２】
　第二絶縁部材２７０は、第一折り畳み領域２７１及び第二折り畳み領域２７２を含むこ
とができる。第一折り畳み領域２７１及び第二折り畳み領域２７２は、例えば、同じ方向
に折り畳まれてもよいので、第二絶縁部材２７０が、治療部材２０５そしてあるいはフレ
ーム２１０に連結する場合、折り畳み領域２７１及び折り畳み領域２７２は、（例えば、
図３１、３２を参照して、顔から離れ）治療部材２０５そしてあるいはフレーム２１０の
表面に接触して取り付けられる。他の実施例では、第一折り畳み領域及び第二折り畳み領
域２７２は、互いに反対方向（例えば、もし、第一折り畳み領域２７１が顔から離れる場
合、第二折り畳み領域２７２は、顔に向かうように位置する、及び、その反対）に折り畳
まれてもよい。折り畳み領域２７１及び２７２は、選択領域において第二絶縁部材２７０
の厚さを増すように構成することができる。例えば、治療部材２０５、そしてあるいは、
フレーム２１０に連結する場合、第一折り畳み領域２７１は、フレーム２１０の第一取付
点２２６、及び、治療部材２０５の上部一組のカプラー２０６をカバーすることができる
。同じように、第二折り畳み領域２７２は、フレーム２１０の第二取付点２２７、そして
あるいは、治療部材２０５の下部一組のカプラー２０６をカバーすることができる。例え
ば、図３３を参照して、第一折り畳み領域２７１及びに折り畳み領域２７２は、それぞれ
、長さＬ４を有することができ、それらの間の距離Ｄ１を規定できる。ある実施例では、
距離Ｄ１及び長さＬ４は、実質的に同じとすることもできる。他の実施例では、距離Ｄ１
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及び長さＬ４は、（例えば、距離Ｄ１が長さＬ４よりも大きくなるように）異なっていて
もよい。他の実施例では、第一折り畳み領域２７１は、第二折り畳み領域２７２の長さと
は異なる長さを有していてもよい。
【００８３】
　例を目的として、ある実施例では、第一折り畳み領域２７１及び第二折り畳み領域２７
２の長さＬ４は、約６．５ｃｍと１．２５ｃｍとの間、約４．５ｃｍと２．０ｃｍとの間
、約３．７５ｃｍと２．５ｃｍとの間、又は約３．０ｃｍとすることもできる。第一折り
畳み領域２７１と第二折り畳み領域２７２との間の距離Ｄ１は、約１．２５ｃｍと６．５
ｃｍとの間、約２．０ｃｍと５．７５ｃｍとの間、約２．５ｃｍと５．０ｃｍとの間、約
３．０ｃｍと４．５ｃｍとの間、又は３．７５ｃｍとすることもできる。他の実施例では
、第二絶縁部材２７０は、距離Ｄ１が、第二絶縁部材２７０の幅のある割合となるように
配置できる。「第二絶縁部材の幅」によって、第二絶縁部材２７０が、折り畳まれた構造
（例えば、幅が２　＊　Ｌ４　＋　Ｄ１に等しい）、又は、折り畳まれていない構造（例
えば、幅が４　＊　Ｌ４　＋　Ｄ１に等しい）のいずれかである場合測定され得ると理解
される。例えば、ある実施例では、距離Ｄ１は、第二絶縁部材２７０の幅の約５％、６％
、７％、８％、９％、１０％、１５％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、又は
、任意の適当な割合又はそれらの間の端数とすることもできる。他の実施例では、第二絶
縁部材２７０は、距離Ｄ１が、長さＬ４の幅のある割合であるように配置することができ
る。例えば、距離Ｄ１は、長さＬ４の約１０％、１５％、２０％、２５％、５０％、７５
％、１００％、１２０％、１５０％、２００％、又は、任意の適当な割合又はそれらの間
の端数とすることもできる。一方、ある実施例では、第二絶縁部材への折り畳みは、例え
ば、包装中に前もって、製造者が配置してもよく、他の実施例では、第二絶縁部材は、折
り畳み構造で包装する必要はない。ある実施例では、例えば、使用者は、治療部材２０５
に第二絶縁部材の適用前後に第二絶縁部材を再形成するか、又は、折り畳むこともできる
。ある実施例では、第二絶縁部材は、例えば、使用者がその周りで、第二絶縁部材を折り
畳みできる軸に関係し得る可視指示（例えば、線、マーキング、陰影など）を含むことが
できる。
【００８４】
　ある実施例では、第二絶縁部材２７０は、使用者の目の部位と治療部材２０５の間での
熱エネルギーの移動を良くすることのできる水分を有するようにすることができる。例え
ば、図３６を参照して、使用者は、彼又は彼女の頭に治療デバイス２００を連結する前に
第二絶縁部材２７０上に流体（例えば、水、食塩水など）をスプレーすることができる。
従って、流体は、使用者の目の部位と治療部材２０５との間での熱エネルギーの移動をよ
くすることができる。更に、ある実施例では、第二絶縁部材２７０は、実質的に親水性で
あっても、そしてあるいは、例えば、第二絶縁部材２７０と流体との間の相互作用を強化
し得る、親水性コーティング類を含むことができる。ある実施例では、流体としては、例
えば、水溶液、顔用植物抽出配合物（例えば、アロエ、キューリ抽出物類）、１，３－ジ
メチル－５，５－ジメチルヒダントイン（ＤＭＤＭヒダントイン）、ヨードプロピニルブ
チルカルバメート、プロピレングリコール、ブチレングリコール、及び任意のフレグラン
ス、芳香剤が挙げられ、そしてあるいは、それらからなるものが挙げられる。更に、ある
実施例では、流体としては、ある例では、皮膚のひび割れ、そしてあるいは、乾燥の可能
性、そしてあるいは、重篤度を減らし得る、ピロリドン炭酸ナトリウム塩（ＰＣＡナトリ
ウム）、そしてあるいは、乳酸ナトリウム塩が挙げられる。より具体的に、ある実施例で
は、流体としては、例えば、約０．１％と約５％との間の濃度のプロピレングリコールが
挙げられる。他の実施例では、流体としては、濃度約０．１％、約０．２５％、約０．５
％、約０．７５％、約１．０％、約１．２５％、約１．５％、約１．７５％、約２％、約
２．２５％、約２．５％、約２．７５％、約３．０％、約３．２５％、約３．５％、約４
．０％、約４．５％、又は、約５％のプロピレングリコールが挙げられる。更に、他の実
施例では、流体は、濃度約０．１％以下又は５％以上のプロピレングリコールとすること
もできる。
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【００８５】
　ある実施例では、流体は、約０．０５％と約３．０％の間の濃度のブチレングリコール
とすることもできる。他の実施例では、流体としては、濃度約０．１％、約０．２％、約
０．３％、約０．４％、約０．５％、約０．６％、約０．７％、約０．８％、約０．９％
、約１．０％、約１．２５％、約１．５０％、約１．７５％、約２．００％、約２．５０
％、又は、約３．０％のブチレングリコールが挙げられる。更に、他の実施例では、流体
は、濃度約０．０５％以下又は３％以上のプロピレングリコールとすることもできる。
【００８６】
　ある実施例では、流体は、プロピレングリコール又はブチレングリコールの濃度に類似
又は同じ濃度のピロリドン炭酸ナトリウム塩（ＰＣＡナトリウム）とすることもできる。
同じように、他の実施例では、流体は、プロピレングリコール又はブチレングリコールの
濃度に類似又は同じ濃度の乳酸ナトリウム塩（ＰＣＡナトリウム）とすることもできる。
【００８７】
　ある実施例では、流体は、約０．００２５％と約１．５％の間の濃度のフレグランスと
することもできる。他の実施例では、流体は、約０．００２５％，　約　０．００５％，
　約　０．００７５％，　約　０．０１％，　約　０．０１２５％，　約　０．０１５％
，　約　０．０２％，　約　０．０３％，　約　０．０４％，　約　０．０５％，　約　
０．０６％，　約　０．０７％，　約　０．０８％，　約　０．０９％，　約　０．１０
％，　約　０．１２％，　約　０．１４％，　約　０．１６％，　約　０．１８％，　約
　０．２０％，　約　０．２２％，　約　０．２４％，　約　０．２６％，　約　０．２
８％，　約　０．３０％，　約　０．３５％，　約　０．４０％，　約　０．４５％，　
約　０．５０％，　約　０．７５％，　約　１．０％，　約　１．２５％、又は　約　１
．５％の濃度のフレグランスとすることもできる。更に、他の実施例では、流体は、濃度
約０．０２５％以下又は１．５％以上のフレグランスとすることもできる。
【００８８】
　ある実施例では、流体は、約０．０５％と約３．０％の間の濃度の顔用植物抽出配合物
とすることもできる。他の実施例では、流体としては、濃度約０．１％，　約　０．２％
，　約　０．３％，　約　０．４％，　約　０．５％，　約　０．６％，　約　０．７％
，　約　０．８％，　約　０．９％，　約　１．０％，　約　１．２５％，　約　１．５
０％，　約　１．７５％，　約　２．００％，　約　２．５０％，　又は、約　３．０％
．の顔用植物抽出配合物が挙げられる。更に、他の実施例では、流体は、濃度約０．０５
％以下又は３．０％以上の顔用植物抽出配合物とすることもできる。
【００８９】
　ある実施例では、流体は、使用者の体に適用する水分量を増やすことによって、使用者
に、より大きな快適さ提供し得る。ある実施例では、流体には、芳香剤そしてあるいは治
療剤を含むことができる。したがって、（すなわち、芳香剤そしてあるいは治療剤を含む
）流体を第二絶縁部材２７０にスプレーすることは、第二絶縁部材２７０に含有する、そ
してあるいは、懸濁する、フレグランスのような物質の量を増やすことができる。ある実
施例では、第二絶縁部材２７０は、例えば、具体的な領域、そしてあるいは、対応する生
体構造に関係し得る第二絶縁部材２７０に沿った一箇所以上の目的の位置に選択的にスプ
レーすることができる。更に、ある実施例では、流体がスプレーされた第二絶縁部材２７
０の領域は、第二絶縁部材２７０と、例えば、スプレーボトルのスプレーノズルとの間の
距離を、それぞれ、増減することによって、増減され得る、例えば、ある実施例では、第
二絶縁部材２７０から約０．６ｃｍの距離に配置する場合、約６０～１２０ｍＬのスプレ
ーボトルに合致する典型的サイズの小さな噴霧器は、半径約２．７５ｃｍの第二絶縁部材
２７０の実質的に円形領域流体スプレーを作ることができる。同様に、他の実施例では、
第二絶縁部材２７０から約１．２５ｃｍの距離に配置する場合、半径約４ｃｍの実質的に
円形領域がスプレーされ得、第二絶縁部材２７０から約２．５ｃｍの距離に配置する場合
、半径約４．５ｃｍの実質的に円形領域がスプレーされ得、更に、第二絶縁部材２７０か
ら約４ｃｍの距離に配置する場合、半径約５ｃｍの実質的に円形領域がスプレーされ得る
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。
【００９０】
　（上に説明するように）治療部材２０５の上の使用位置に配置する場合、例えば、約２
３０平方センチメートルの表面をカバーする第二絶縁部材２７０のある例では、約２．５
ｃｍから５．０ｃｍのスプレー半径は、スプレー投与の焦点領域への投与を可能にして、
例えば、それは、第二絶縁部材２７０の表面積の約３％から約５．５％であり得る。この
態様では、望ましい量の流体は、各目的の位置が特定の生体構造に対応する、第二絶縁部
材２７０の表面に沿って一箇所以上の目的の位置で、第二絶縁部材２７０の焦点面にスプ
レーされ得る。何故なら、水分量は、更に一層、治療部材２０５から伝わる熱エネルギー
の移動に、第二絶縁部材２７０を通して、影響を与え得、そして、使用者の皮膚に対する
、正確な水分制御は、例えば、使用者の便利さ及び治療部材２００の治療効果を高め得る
。スプレー半径の具体的範囲は、上に説明されているが、他の実施例では、第二絶縁部材
２７０のより広い、より大きな領域もスプレーによって目標とされ得る。
【００９１】
　ある実施例では、製造者は、例えば、（上に説明するような）スプレーボトル及び第二
絶縁部材２７０を製造することができる。そのような例では、スプレーボトル、一つ以上
の第二絶縁部材２７０、及び使用者用の説明書が、例えば、キットとして、一緒に輸送そ
してあるいは包装されてもよく、又は、別々に輸送そしてあるいは包装できる。例えば、
図３７を参照して、ある実施例では、第二絶縁部材２７０は、密封可能な包装２７５に保
管できる。密封可能な包装２７５は、実質的に重ね合わされた構成において、任意の数の
第二絶縁部材２７０を保管する構成とすることができ、そして、少なくとも、密封された
時に、第二絶縁部材２７０の水分量を一時的に維持できる。ある実施例では、密封可能な
包装２７５は、第二水分含量（よりも少ない第一水分含量（すなわち、度合い）、それに
よって第二水分含量が、典型的な使用が薦められる含量となる、第二絶縁部材２７０を維
持するための構成とすることができる。そのような例では、第二絶縁部材２７０の密封可
能な包装２７５中の相対的に少ない水分含量を保つことは、例えば、製造及び輸送の経費
を下げることができ、ある例では、使用中に使用者の顔から水がしたたり落ちる危険性を
少なくすることができる。そのようなより少ない水分含量は、同様に、第二絶縁部材２７
０の断熱特性を改善することができる。
【００９２】
　図３７を参照して、密封可能な包装は、開口部２７６を規定して、そして、密封部材２
７７を含んでいる。密封可能な包装２７５は、開口部２７６が、少なくとも、第一折り畳
み領域２７１又は第二折り畳み領域２７２の端の一つを露呈させるように配置できる。開
口部２７６は、任意の形状、サイズ、又は、構造とすることができる。例えば、図を参照
して、開口部２７６は、第一折り畳み領域２７１の端、及び、第二折り畳み領域２７２の
端を露呈することができる。実施例では、開口部２７６は、一つ以上の折り畳み領域（例
えば、折り畳み領域２７１及び２７２）の一つ以上の端を露呈するのに十分な幅Ｗ４を有
してもよい。例えば、開口部２７６の幅は、約　３．０　ｃｍ，　約　３．７５　ｃｍ，
　約　４．５　ｃｍ，　約　５．０　ｃｍ，　約　５．７５　ｃｍ，　約　６．２５　ｃ
ｍ，　約　７．０　ｃｍ若しくはそれ以上、又は、それらの間の端数としてもよい。一つ
の実施例では、開口部２７６の幅Ｗ４は、約６．２５ｃｍとすることができる。ある実施
例では、開口部２７６の幅Ｗ４は、包装２７５の幅に対する割合として説明できる。例え
ば、開口部２７６の幅Ｗ４は、包装２７５の幅の約３０％、包装２７５の幅の約４０％、
包装２７５の幅の約５０％、包装２７５の幅の約６０％又は、任意のそれらの幅の間の端
数としてもよい。ある実施例では、開口部２７６の幅Ｗ４は、包装２７５の幅の約３０％
以下、又は、包装２７５の幅の約６０％以上としてもよい。ある一つの実施例では、開口
部２７６の幅Ｗ４は、包装２７５の幅の約６２．５％とすることもできる。
【００９３】
　ある実施例では、包装２７５は、相対的に可撓性材料を含み、そしてあるいは、それか
ら形成されて、それ自体は、力が加えられた場合、それによって一つ以上の次元が変化す
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ることによって、変形、ゆがみ、そしてあるいは、さもなければ、再構成され得る。した
がって、ある実施例では、開口部２７６の幅Ｗ４は、例えば、包装２７５中に配置された
第二絶縁部材２７０に対する割合として説明できる。例えば、ある例では、（すなわち、
上に説明するように、（２　＊　Ｌ４　＋　Ｄ１））、第二絶縁部材２７０の折り畳み幅
に対する割合として説明できる。他の例では、開口部２７６の幅Ｗ４は、（すなわち、上
に説明するように、（４　＊　Ｌ４　＋　Ｄ１））、第二絶縁部材２７０の折り畳み幅に
対する割合として説明できる。例を目的として、ある実施例では、開口部２７６の幅Ｗ４
は、第二絶縁部材２７０の折り畳み幅の約３０％、第二絶縁部材２７０の折り畳み幅の約
４０％、第二絶縁部材２７０の折り畳み幅の約５０％、第二絶縁部材２７０の折り畳み幅
の約６０％、又は、任意のそれらの幅の間の端数とすることができる。ある実施例では、
開口部２７６の幅Ｗ４は、第二絶縁部材２７０の折り畳み幅の約３０％以下、又は、第二
絶縁部材２７０の折り畳み幅の約６０％以上とすることができる。ある一つの実施例では
、開口部２７６の幅Ｗ４は、第二絶縁部材２７０の折り畳み幅の約６２．５％とすること
ができる。
【００９４】
　ある実施例では、開口部２７６は、領域が、開口部２７６の長さと幅の積である領域を
有し、そしてあるいは、それを規定できる。ある実施例では、開口部２７６は、約１６平
方センチメータ（ｓｑ．ｃｍ）、約１９ｓｑ．ｃｍ、約２２．５ｓｑ．ｃｍ、約２５．８
ｓｑ．ｃｍ、約２９ｓｑ．ｃｍ、約３０．５ｓｑ．ｃｍ、約３２ｓｑ．ｃｍ、又は、任意
の領域若しくはそれらの間の領域の端数を有してもよい。ある実施例では、開口部２７６
の領域は、１６ｓｑ．ｃｍ以下、約３２ｓｑ．ｃｍ以上とすることもできる。ある一つの
実施例では、開口部２７６は、約２ｓｑ．ｃｍの領域を有する、そしてあるいは、規定す
ることができる。したがって、使用者は、第二絶縁部材２７０を、開口部２７６を経て、
折り畳み領域によって形成された選択点などに係合することによって除くことができる。
【００９５】
　実質的に開放構造を図３７に示すが、密封部材２７７は、密封可能な包装２７５の外部
容量とは密封可能な包装２７５によって実質的に流体的に分離するために開口部２７６に
関連して動かすことができる。例えば、ある実施例では、密封材料２７７としては、実質
的に流動シールを形成できる接着剤類が挙げられる。他の実施例では、密封材料２７７は
、実質的に流動性シールを形成することができる摩擦若しくはスナップを形成するための
密封可能な包装２７５の表面を係合することができる。したがって、第二絶縁部材２７０
は、適当な水分含量を有する環境中で保存され得る。
【００９６】
　第二絶縁部材２７０及び密封可能な包装２７５は、特に上に示し、説明されているが、
他の実施例では、第二絶縁部材は、任意の適当な形状、サイズ、そしてあるいは、構造を
有してもよく、使用に先立って任意の適当な包装中に入れておかれてもよい。例えば、第
二絶縁部材２７０は、折り畳まれた領域２７１及び２７２を含むように図示し、説明され
ているが、他の実施例では、第二絶縁部材２７０は、包装中に入れてもよく、折り畳まれ
ないまま治療部材２０５の上に置くことができる。ある実施例では、一つ以上の第二絶縁
部材を入れておくために構成する包装は、実質的に半分に（例えば、全長に沿って）折り
畳まれた第二絶縁部材に関係したサイズ又は形でもよい。包装２７５は、図３３を参照し
て実質的に包装２７５、そしてあるいは、その中に入れる第二絶縁部材２７０に関して中
央の位置に開口部２７５を規定するように、上に図示、説明するが、他の実施例では、包
装は、その中に入れる第二絶縁部材の折り畳まれた領域と一緒に少なくとも、部分的に整
列する補正又は中心を外して規定することができる。したがって、例えば、使用者は、（
例えば、折り畳み領域が、例えば、選択点である）開口部を通して第二絶縁部材（例えば
、上部折り畳み領域）の折り畳み領域にアクセスでき、別の折り畳まれた領域（例えば、
低く折り畳まれた領域）が、包装の外装の背後に使用者の目につかないように隠されてい
ることもできる。他の実施例では、包装は、使用者が、（例えば、あらかじめ決められて
いない選択点）その中の任意の適当な第二絶縁部材に関係したところを通じで開口部を規
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定できるような任意の適当な形又はサイズとすることができる。
【００９７】
　使用に際して、治療部材２０５は、例えば、マイクロウェーブ照射、そしてあるいは、
熱エネルギーを含めて、例えば、エネルギーを受け取るように構成できる。ある実施例で
は、治療デバイス２００は、マイクロウェーブ・オーブンに入れたり、熱水に入れたり、
加熱デバイスに置いたり、電源に電気的に連結し、そしてあるいは、その類似物に連結で
きるので、治療部材２０５の潜在的熱エネルギーが増大する。図２６を参照して、治療デ
バイス２００は、治療部材２０５の温度を上げることになるエネルギーを受け取るために
通常のマイクロウェーブ・オーブンに入れることができる。
【００９８】
　ある実施例では、使用のために治療部材２０５を、例えば、熱的に調節したり、準備し
たりするための構造的方法は、例えば、望ましい結果を得るために以下のようにすること
もできる。例えば、ある実施例では、急速に加熱して、その後、特定の温度若しくは温度
範囲をある期間維持することが治療部材表面にとっては、好ましくなり得る。好ましい温
度に治療部材２０５内の加熱可能な物質の実質的に全体量の正確で、精密で、そしてある
いは、均一な調製は、望ましい結果に関して効果的で、予測可能で、そしてあるいは、便
利な成果をもたらすことができる。いくつかの変化するものを含めて調製の構造的方法に
は、例えば、単一に変化するものに対して目標とされた付加的変化が、結果の精密な制御
を可能にする。
【００９９】
　ある実施例では、例えば、予め決められた秒数、マイクロウェーブ作動が、治療部材に
適用できる。例えば、約１５秒間マイクロウェーブ作動が適用されてもよい。特定の実施
例では、マイクロウェーブ作動時間は、治療部材２０５の中の材料の特定量に基づいて選
択されてもよい。それ故、例えば、約１５秒間のマイクロウェーブ作動が、以下にさらに
説明するように、熱作動性ゲル状物質、例えば、約２００グラムを含有する治療部材２０
５に適用され得る。ある実施例では、加熱段階に続いて、治療部材２０５の操作が、行わ
れる場合がある。治療部材２０５は、例えば、その体積内で、異なる温度のゲル若しくは
流状物質の領域を揉まれたり、押されたり、混ぜられたり、捏ねられたり、若しくは、平
らに分布するように再構成されたりすることもできる。例えば、ある実施例では、押すこ
とは、展性のある、半流動性又はゲル様物質内で温度を実質的に均一に分布させるために
、治療デバイス２００そしてあるいは治療部材２０５の部分上で交互に体系的に行われて
もよい。具体的な例として、図２７を参照して、交互に押すことは、約１０回、合計約２
０回適用してもよい。治療部材２０５は、熱エネルギーにおける初期の増大に続いて、よ
り多くの熱エネルギーを受け取る構造にすることができる。例えば、ある実施例では、望
ましい時間マイクロウェーブ・オーブンを作動させる第一段階に続いて、内容物を混ぜる
ことによって、治療部材２０５は、第一マイクロウェーブ・オーブン作動と同じ時間、第
二マイクロウェーブ・オーブン作動を受けるようにすることができる。治療部材２０５は
、その後、例えば、調製の第二段階を完遂するために内容物を追加的に混ぜるようにする
ことができる。
【０１００】
　ある実施例では、マイクロウェーブ作動時間は、予測可能な態様で、好ましい結果を得
るために変えてもよい。それ故、ある実施例では、調製が、好ましい温度よりも低いか高
いかのどちらかの温度効果を作り出す場合、マイクロウェーブ作動時間は、約１秒間若し
くは２秒間、それぞれ増減されてもよい。例えば、マイクロウェーブ作動及び内容物混合
の二段階の後、治療部材２０５の温度が、十分温かくないことが分かった場合、マイクロ
ウェーブ作動時間は、（例えば、治療部材２０５が室温になるのを可能にするために十分
な時間の後）次ぎの加熱で例えば、作動時間を約１秒若しくは２秒間増すことによって調
節することができる。各段階がマイクロウェーブ作動開始１５秒及び引く続く内容物の混
合の二段階からなる治療部材２０５の厳密な調製、同様に、意図した結果を得るために１
秒若しくは２秒間のマイクロウェーブ作動時間の厳密な調節は、下記に説明するように、
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【０１０１】
　研究の第一部では、治療部材２０５（同様にここでは、「ゲル成分」として参照）に含
まれる成分中での熱分布を通して、より多くのことは、マイクロウェーブ作動の合計時間
及び混合量の合計が一定であったとしても、ゲル成分の単回過熱及び混合を通して得られ
るよりも、連続加熱、混合、再加熱、及び、ゲル成分の再混合によって得られることが経
験的試験を通して分かった。言い換えれば、（第一の秒数及びエネルギー設定の）単回マ
イクロウェーブ作動、引き続く、（すなわち、第一の多数回の交互の押しつけの）単回混
合が、同じ合計の長さのマイクロウェーブ作動及び同じ回数の混合の交互押し付けを維持
しつつ二つの別々の段階に、それぞれ、（すなわち、第一秒数の半分を使うマイクロウェ
ーブ作動、続いて、第一の多数回の交互の押し付けの半分の混合からなる二つの別々の段
階のそれぞれに）分けられる場合、ゲル成分の熱均一性は、単回マイクロウェーブ作動お
よび単回混合に比べて増加した。
【０１０２】
　研究の第二部では、マイクロウェーブ加熱治療部材（例えば、治療部材２０５）を調製
するための手引き書に関する被験者及びドライアイ患者への詳細なインタビューは、例え
ば、使用手引きが、幾分異なる秒数の二つのマイクロウェーブ作動よりも、同じ秒数の二
回のマイクロウェーブ作動を実施するよう使用者へ指示された場合、使用のための手引き
の最初の理解と、それに引き続く思い出しの両方が増加したと結論付けた。同じような知
見は、過熱後治療部材を混ぜる場合、多数回の交互の押し付けが実施されたことについて
も得られた。例えば、「二回加熱、各回１０秒」若しくは「初回１０秒加熱、次ぎに１０
秒過熱」のような手引きは、例えば、「初回１０秒加熱、次ぎに８秒加熱」よりも、使用
者には、より憶え易いことが分かった。「１０秒間加熱」は「１０秒間マイクロウェーブ
中で作動」と同じと理解する。理解と引き続く思いだしは、「切りの悪い」数字（例えば
、１１．１６、１９）よりも、「切りのよい」数字（例えば、１０、１５、２０）の方が
加熱時間と交互押し付けの両方で用いられた場合、同じように改善した。「切りのよい」
数字の使用は、同様に、上で述べた加熱時間の調節における変更を可能にした。例えば、
加熱時間、例えば、二回１５秒から二回１６秒若しくは１７秒に増やす代わりに、「切り
のよい」数字の使用は、使用者が、例えば、二回１５秒から一回目１５秒、二回目２０秒
に増やすことをできるようにした。
【０１０３】
　研究の第三部では、約２００グラムのゲル製品を用い多くの均一の重さ及び体積の標準
治療部材用いて、四種類の異なるマイクロウェーブ・オーブンを用いて試験を行った。三
つの加熱（マイクロウェーブ作動）及び混合プロトコルについて試験を行った。加熱（「
高」設定）加熱及び混合の二段階試験プロトコルを用い、１５秒、２０秒並びに２５秒の
三種類の時間設定行った。結果は、極めて正確な電子式温度計を治療部材の表面に接触さ
せて測定した。結果は、下記の表に示す。
表１
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【０１０４】
　表を参照して、１５秒二段階加熱は、平均４１．１℃の結果を与え、一方、２０秒二段
階加熱は、平均４８．３℃の結果を与えた。ある実施例では、瞼加熱ための好ましい温度
適用範囲は、約４２．８～４５．℃である。それ故、四種類のマイクロウェーブ・オーブ
ンについての数多くの２００グラム治療部材（例えば、治療部材２０５）の試験において
、１５秒二段階加熱の使用は、目標温度４１．１℃の通常の下限に近いが、超えなかった
が、一方、２０秒二回の加熱は、通常の下限目標治療温度４１．１℃を超えた。
【０１０５】
　研究の第四部では、マイクロウェーブ・オーブン加熱調節の筋書きを使用者と検討し、
研究の第三部で使用して治療部材について試験を行った。大多数の使用者は、結果が、切
りのよい数字以外の作動時間をもたらすとしても、過去の経験、例えば、処方そしてある
いは推薦された作動時間（すなわち、加熱）に基づいてその後のマイクロウェーブ・オー
ブン作動を調節しようとする傾向があることが分かった。言い方を変えれば、大多数の使
用者は、ある実施例では、使用者の快適さには不十分であるゲル成分の温度をもたらす、
例えば、１５秒二回のマイクロウェーブ加熱は、引き続く、二回のマイクロウェーブ加熱
の組み合わせ、例えば、ゲル成分が先の１５秒加熱よりも少し温かくなる、それぞれ、例
えば、１６若しくは１７秒に調節できる使用方法を容易に理解し、思い出すことが分かっ
た。各加熱の組み合わせ後、実質的に、ゲルパックを室温に戻すことができること、及び
、同じマイクロウェーブ・オーブンを使用することは、調製の効果を改善することによっ
て、使用者の便利さに役立つ一組の加熱の正確さと再現性が、改善することが分かった。
【０１０６】
　更なる試験において、加熱の組み合わせの間の段階的、漸増的温度上昇は、例えば、（
例えば、さもなければ、怪我を引き起こす過熱の可能性を減らす）加熱の際の安全性を改
善することが分かった。ある実施例では、デバイス使用から使用の間の段階的、精密な漸
増的に加熱時間を増やすこのような方法は、熱水中で治療部材を加熱する方法のような他
の加熱方法にも適用できる。なぜなら、熱水中の治療部材の適当な加熱は、例えば、マイ
クロウェーブ・オーブン中での治療部材の加熱に比べてより長い時間がかかるので、例え
ば、マイクロウェーブ加熱を１若しくは２秒の増やすよりも、例えば、時間の段階的漸増
的増加は、５若しくは１０秒単位とすることができる。各上記方法若しくは段階は、治療
デバイスの使用改善に漸増的に加えることができる一方、そのような方法若しくは段階を
順次実施するための手引き書の様式での二つ以上の方法若しくは段階についての情報を使
用者に伝えることができる。ある実施例では、（上に説明するように）方法若しくは段階
を順次実施するための手引き書は、２４歳から８４歳の中で３５名の使用者が、安全で効
果的な結果を伴って治療部材調製に直ぐに熟達できるようにすることが分かった。
【０１０７】
　ある実施例では、第一絶縁部材２６０は、（例えば、上に説明するような方法によって
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）治療部材２０５に熱エネルギーが転移された後、フレーム２１０に連結することができ
る。別の実施例では、第一絶縁部材２６０は、治療部材２０５に熱エネルギーが転移する
前に、フレーム２１０に連結することができる。同じように、第二絶縁部材２７０は、熱
エネルギーが治療部材２０５に転移する前後に、フレーム２１０そしてあるいは治療部材
２０５に連結することができる。ある実施例では、使用者は、（例えば、第二絶縁部材２
７０が密封可能な包装類に入れられている場合、保たれている水和量のような）、第二絶
縁部材２７０の最初の水和量に関係なく、第二絶縁部材２７０の水分含量を増やすために
第二絶縁部材２７０をスプレーすることができる。同じように、使用者は、（例えば、最
初の化学品含量に関係なく、第二絶縁部材２７０のフレグランス、治療剤などの）化学品
含量を増やすために第二絶縁部材２７０をスプレーすることができる。言い換えれば、あ
る実施例では、第二絶縁部材２７０は、第一量の水分そしてあるいは化学品成分と一緒に
製造、包装することもでき、そして、水分そしてあるいは化学成分スプレーの製造量に関
わらず、例えば、使用者の選択に従って水分そしてあるいは化学品成分を加えるスプレー
と一緒に第二絶縁部材を使用者がスプレーすることができる。
【０１０８】
　ある実施例では、（図４０を参照して）使用者の目に最初に触れる点において、治療デ
バイス２００は、実質的に垂直位置よりもむしろ水平に維持され、例えば、治療部材３０
５中に一層等しくゲル成分が広がることが可能になるので、実質的に治療部材２０５の全
ての領域で、ほぼ等しい量、そしてあるいは、容積のゲル成分を含み、それによって、使
用者の顔の全ての部分に熱エネルギーを実質的に対称で、均等に用いることができる。こ
の使用方法は、使用者が、真っ直ぐな位置に頭を維持しつつ顔の上に装置をもってくるよ
うな、眼鏡、アイマスク、その他の目に用いる装置使用に関する典型的態様とは対照的で
ある。
【０１０９】
　一旦適当な位置に置かれると、連結部２４０は、治療デバイス２００を使用者の頭部に
連結するためにその第一構造から第二構造へ変化することができる。したがって、熱エネ
ルギーは、治療部材２０５から目の部位に移すことができる。さらに、治療デバイス２０
０の配列は、熱エネルギーの移動が、目の部位の望ましい目的の部位上に実質的に均一で
あり得る。加えて、目の部位上に治療部材２０５によって加えられる力は、治療デバイス
２００を使っている間、使用者の快適さを増すような態様で分布、そしてあるいは、拡散
する。より具体的には、フレーム２１０の配列は、治療デバイス２００が、使用者の頭に
連結する場合、フレーム２１０の側部（例えば、上部側部領域２１６そしてあるいは中央
側部領域２１７）の少なくとも一部は、治療デバイス２００又は、例えば、治療部材２０
５によって使用者の目の部位に働く力を減らすような態様で曲げ、屈曲、又は、さもなけ
れば、再構成することもできる。同じように、第二構造中の第一絶縁部材２６０の配列は
、治療部材２０５が、治療部材２０５の前面の過度な力を働かせている第一絶縁部材２６
０無しにフレーム２１０が規定する隙間２２５を通して延びることができるようになって
いる。それ故、第一絶縁部材２６０は、さもなければ、使用者に不快さを与える可能性の
ある過度の力を働かせることなく断熱性を提供することができる。
【０１１０】
　治療デバイス２００の使用中、治療部材２０５と使用者の目の部位との間の熱エネルギ
ーポテンシャル（例えば、温度差）は、自然に減少する。ある実施例では、そのような熱
エネルギーポテンシャルの減少は、例えば、熱接触が外面又は成分を含有する包装に近け
れば近いほど、より中央に位置する領域よりも割合がより早くなるように治療部材２０５
の成分の周辺領域内、又は、領域で起こり得る。より具体的には、ある実施例では、熱エ
ネルギーは、治療部材２０５の相対的により熱い表面から、例えば、対流熱伝達によって
相対的に冷たい空気の外部体積に移すことができる。熱エネルギーは、同様に、治療部材
２０５の相対的により熱い表面から、例えば、伝導性熱伝達によって、使用者の皮膚の外
側表面に移動でき、使用者の皮膚への熱移動は、それから、例えば、使用者の血流作用に
よって使用者の体の他の部位に分散する。一方、熱エネルギーは、成分の中央領域に位置
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すればするほど、例えば、実質的に伝導性熱伝達によって成分のより周辺領域に位置する
方に移動する。それ故、ある実施例では、治療部材２０５の成分の周辺領域と目の部位と
の間の熱エネルギーポテンシャルは、例えば、成分の中央領域と目の部位との間の熱エネ
ルギーポテンシャルよりも早い割合で減小し得る。
【０１１１】
　図４１、４２を参照して、ある実施例では、使用者は、例えば、左目に関係する治療デ
バイス２００の一部分、及び、例えば、右目に関係する治療デバイス２００の一部分を交
互態様で押すことができる。この態様では、相対的により高い温度又は相対的により低い
温度の領域が、治療部材２０５内に拡散し、続いて、治療部材２０５と使用者の目の部位
との間の熱エネルギーの移動を早めることができる。例えば、そのように治療部材を交互
に押すことは、ある実施例では、治療部材２０５の成分を再分布させ得る。より具体的に
は、（上に説明するように）もともと治療部材２０５のより中心部に配置されていた相対
的により温かい体積、そしてあるいは、粒子成分、及び、もともと治療部材２０５のより
周辺部に配置されていた相対的により冷たい体積、そしてあるいは、粒子成分は、治療部
材２０５によって規定された容量内で再分布する。この態様で、交互態様で押すことで、
例えば、治療部材２０５内での熱相同性を増すことができる。ある実施例では、そのよう
な交互に押すことは、使用者によって即座に制御された熱的実験を生み出すので使用者に
よって変更することができる。そのような方法を使用することは、同様に、例えば、受け
入れ可能温度に治療部材２０５を再加熱することに関係して、治療上の中断によって、さ
もなければ、不便となるような、熱使用の有用な処理について使用者の経験を増すことに
なる。
【０１１２】
　ある実施例では、治療デバイス２００の部分を交互態様で押す行為は、使用者の目の部
位に伝えられた圧力で、拍動的変化をもたらすことができる。そのような圧力変化は、「
瞼マッサージ」として一般的に知られている瞼処置の様式となり、例えば、瞼の部位、そ
れ故、マイボーム腺に伝えることができる。そのような交互に圧力差を働かせることは、
先述の熱拡散とは別々に、又は、同時に起こり得る。熱調節が可能なゲル様物質のような
治療部材２０５の成分を用いて「瞼マッサージ」を加えることは、さもなければ、より一
般的に推薦されている「瞼マッサージ」、しばしば、直接、及び、時に不快な、そしてあ
るいは、指による瞼に対する不衛生な操作よりも、より穏やかで、安全にマイボーム腺を
圧迫することができる。ある実施例では、瞼に対する圧力と温度両方の相乗作用が、上に
説明するような交互に押すことの応用から生じ得る。ある実施例では、治療部材２０５は
、上に説明するような交互態様で圧力使用に関係する手引書を含んでも、そしてあるいは
、さもなければ、包装しておくこともできる。
【０１１３】
　図４２を参照して、ある実施例では、使用者は、治療デバイス２００、そしてあるいは
、使用者の目の部位と第二絶縁部材２７０が接触しないようにすることができる。言い換
えれば、使用者は、治療デバイス２００が使用部位で使用者の顔に当てられている間、第
二絶縁部材２７０が、治療部材２０５と使用者の目の部位との間に入れられている、若し
くは、挟まれている位置から第二絶縁部材２７０を取り外すことができる。例えば、使用
者は、使用者と治療部材２０５との間のその位置から第二絶縁部材２７０の一部を掴み、
第二絶縁部材２７０を引くことができる。したがって、第二絶縁部材２７０によって与え
られた断熱材は取り除かれ、使用者の目の部位と治療部材２０５との間の熱エネルギー移
動の増大をもたらすことができる。そのような方法は、例えば、使用者が治療部材２０５
を通常、急いで再加熱しようとする主観的閾値以下に治療温度が下がったと使用者が、決
め次第用いることができる。したがって、第二絶縁部材２７０の取り外しは、例えば、治
療中、使用者の目の部位に対する温熱治療を引き延ばすことができる。ある実施例では、
治療デバイス２０５から、使用者、そしてあるいは、周りの環境への更なる熱エネルギー
移動に続いて、使用者は、上に説明するように、治療デバイス２００に交互態様で圧力を
再び加える可能性がある。一旦、好ましい熱エネルギー量が、使用者の目の部位と治療部
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材２０５の間で移動すれば、使用者は、使用者の頭から治療デバイス２００を取り外すた
めに治療デバイス２００の連結部２４０を係合することができる。例えば、使用者は、第
二ストラップ２４６から第一ストラップを離すことによって、第二構造から第一構造へ連
結部２４０を移すことができる。
【０１１４】
　治療デバイス２００は、図２～４０を特に参照して示されているが、治療デバイスは、
任意の構造をとってもよく、治療デバイス２００の要素に類似し得る要素の組み合わせを
含むことができる。例えば、可撓性フレーム２１０は、ある実施例では、実質的に使用者
の（例えば、左目及び右目の）目の部位に対応する隙間２２５　３を規定するように示さ
れ、説明されているが、治療デバイスは隙間のないフレームを含むことができる。例えば
、図４３～４７は、別の実施例にしたがった治療デバイス３００を説明している。治療デ
バイス３００は、（例えば、図３７参照して）使用者の顔の目の部位のような、使用者の
体の目標部位に接触する治療部材３０５を置くために使用することができる。治療デバイ
ス３００は、フレーム３１０及び連結部３４０を含んでいる。連結部３４０は、図１１～
２１を参照して、上に説明するように、連結部２４０と実質的に類似又は同じとすること
ができる。この態様において、連結部３４０は、フレーム３１０に連結されてもよく、上
に説明するように、（図４３を参照して）使用者の頭に治療デバイス３４０を連結するた
めに第一構造から第二構造に変化することができる。したがって、連結部３４０は、ここ
ではさらに詳細に説明しない。
【０１１５】
　図４４～４６を参照して、フレーム３１０は、先端部３１１、側部３１５及び下部３２
０を含んでいる。フレーム３１０は、治療デバイス３００が使用者の頭に連結された場合
、眼球が実質的に整列する先端を備えた、一組の凸部そしてあるいは円錐形のローブを含
む、そしてあるいは、形成する。加えて、フレーム３１０は、水平並びに垂直の両方の軸
に対して幅広い凸状である。同じように言えば、ローブの凸形状に加えて、フレーム３１
０は、目の部位をカバーする十分な幅と高さをもって延びている幅広い凸形を有すること
ができる。そのようなものとして、フレーム３１０の凸形状は、治療部材３０５、すなわ
ち眼球の上のフレーム３１０によって働く後方への直接的圧力軽減する。例えば、ある実
施例では、フレーム３１０は、治療部材３０５の周辺領域上若しくはそれに向かう後方へ
の力を分配することができ、続いて、例えば、眼球の上よりもむしろ眼窩縁上に後方への
力を移すことができる。ある実施例では、凸そしてあるいは円錐ローブは、眼窩縁の比較
的広い領域上へ後方への直接的圧力を分散する。ある実施例では、凸そしてあるいは円錐
ローブは、眼窩縁を超えて若しくは外側へ、使用者の顔の部位上への直接的後方圧力を分
散、若しくは、分配する。この態様では、フレーム３１０は、例えば、フレーム３１０の
周辺部と眼窩縁の外側の顔の部分との間の治療部材３０５を、挟む、締める、ピン留めす
る、保持する、若しくは、さもなければ、維持することができる。更に、フレーム３１０
の配列は、後方への力が、眼窩縁に対して実質的に非直交とすることができる。同じ様に
いえば、後方への力は、眼窩縁の前面に対して９０度以外の角度で加えてもよい。この態
様では、目の部位上の治療デバイス３００によって働く後方への力は、例えば、上に説明
するように、より大きな可撓性の一つ以上のフレームを選択的に形成するよりも、一つ以
上の凸部を形成するフレーム３１０を含めることによって軽減され得る。
【０１１６】
　図４５、４６を参照して、フレーム３１０は、第一セットの取付点３２６及び第二セッ
トの取付点３２７を含むことができる。フレーム２１０を参照して説明するように、第一
セットの取付点３２６及び第二セットの取付点３２７は、例えば、連結部３４０に含まれ
る第一ストラップ及び第二ストラップに連結することができる。更に、図４７を参照して
、治療部材３０５は、フレーム３１０の後面に連結する構造をとってもよいので、治療デ
バイス３００が使用者の頭に連結する場合、治療部材３０５は、目の部位に接触するよう
に置くようにする。
【０１１７】
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　図４３～４７を参照して、フレーム３１０は、一組の凸ローブを含んでいるとして、示
され、上に説明されているが、他の実施例では、治療デバイスは、単一の凸ローブを備え
たフレームを含むことができる。例えば、図４８～５１は、別の実施例にしたがって治療
デバイス４００を説明する。治療デバイス４００は、（例えば、図５０、５１を参照して
）使用者の顔の、例えば、目の部位のような、使用者の体の目標部位に接触する治療部材
４０５を置くために使用できる。治療デバイス４００は、フレーム４１０及び連結部４４
０を含んでいる。連結部４４０は、図１１～２１を参照して、上に説明するように、連結
部２４０と実質的に類似していてもよい。この態様において、連結部４４０は、フレーム
４１０に連結されてもよく、上に詳細に説明するように、（図４５１を参照して）使用者
の頭に治療デバイス４００を連結するために第一構造から第二構造に変化することができ
る。したがって、連結部４４０は、ここではさらに詳細に説明しない。
【０１１８】
　フレーム４１０は、先端部４１１、側部４１５及び下部４２０を含んでいる。フレーム
４１０は、治療デバイス４００が使用者の頭に連結された場合、眼球（例えば、左右の目
）が実質的に整列する先端を備えた、一組の凸部そしてあるいは円錐形のローブを含む、
そしてあるいは、形成する。そのようなものとして、フレーム４１０の凸形状は、治療部
材４０５、すなわち眼球の上のフレーム４１０によって働く後方への直接的圧力を下げる
。例えば、ある実施例では、フレーム４１０は、治療部材４０５の周辺領域上若しくはそ
れに向かう後方への力を分配することができ、続いて、例えば、眼球の上よりもむしろ眼
窩縁上、後方へ力を移すことができる。ある実施例では、凸そしてあるいは円錐ローブは
、眼窩縁の比較的広い部位上へ後方への直接的圧力を分散する。ある実施例では、凸そし
てあるいは円錐ローブは、眼窩縁を超えて若しくは外側へ、使用者の顔の領域上への直接
的後方圧力を分散、若しくは、分配する。この態様では、フレーム４１０は、例えば、フ
レーム４１０の周辺部と眼窩縁の外側の顔の部分との間の治療部材４０５を、挟む、締め
る、ピン留めする、保持する、若しくは、さもなければ、維持することができる。更に、
フレーム４１０の配列は、後方への力が、眼窩縁に対して実質的に非直交とすることがで
きる。同じ様にいえば、後方への力は、眼窩縁の前面に対して９０度以外の角度で働かせ
ることができる。
【０１１９】
　示すように、フレーム４１０は、第一セットの取付点４２６及び第二セットの取付点４
２７を含んでいる。第一セットの取付点４２６及び第二セットの取付点４２７は、例えば
、連結部４４０に含まれる第一ストラップ及び第二ストラップに連結できる。更に、図４
１を参照して、治療部材４０５は、フレーム４１０の後面に連結する構造をとってもよい
ので、治療デバイス４００が使用者の頭に連結する場合、治療部材４０５は、目の部位に
接触するように置くようにする。
【０１２０】
　図５２、５３は、別の実施例にしたがって、第二絶縁部材５７０を説明する。下に詳細
に説明するように、第二絶縁部材５７０は、可撓性フレーム５１０（図５３）の前面、そ
してあるいは、治療部材５０５（図５５）の後面に連結する構成をしている。より具体的
には、可撓性フレーム５１０は、上に説明する可撓性フレーム２１０に、実質的に、類似
又は同じとすることができる。この態様では、可撓性フレーム５３７の前面は、第二絶縁
部材５７０を可撓性フレーム５１０に連結するために作動可能であり得る一組のポスト５
３７を含むことができる。図５２、５３を参照して、例えば、第二絶縁部材５７０は、開
口部５７４を規定する一組の連結部５７４Ａを含むことができる。図８９を参照して、連
結部５７４Ａは、第二絶縁部材５７０が治療部材５０５の後面に隣接して配置する場合、
可撓性フレーム５１０の周りに巻きつけることができる。この態様では、ポスト５３７は
、可撓性フレーム５１０に第二絶縁部材５７０を少なくとも、一時的に連結するための連
結部５７４Ａによって規定する対応開口部５７４に挿入することができる。ある実施例で
は、ポスト５３７は、実質的に、例えば、可撓性フレーム２１０のポスト２３７及び２３
８に類似していてもよい。そのようなものとして、ある実施例では、第一絶縁部材５０並
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びに第二絶縁部材５７０のような第一絶縁部材は、ポスト５３７及び５３８に連結するこ
とができる。
【０１２１】
　ある実施例では、第二絶縁部材は、第二絶縁部材が使用者の顔に隣接する位置に置かれ
る場合、前方の解剖学的観点から、患者の目をカバー、覆う、若しくは、隠すように配置
することができる。例えば、図５４を参照して、第二絶縁部材６７０は、さもなければ、
第二絶縁部材５７０に類似し、一組の隙間６７３を規定することができる。第二絶縁部材
６７０の配置は、　第二絶縁部材６７０が使用者の顔に隣接して置かれる場合、隙間６７
３が、例えば、使用者の目に実質的に整列するようになっている。したがって、使用者の
目は、第二絶縁部材６７０によっては、前方の解剖学的観点からさえぎられてはいない。
別の言い方をすれば、第二絶縁部材６７０によって規定されている隙間６７３は、第二絶
縁部材６７０が使用者の顔に隣接して配置する場合、各隙間６７３を規定する第二絶縁部
材６７０の縁が、解剖学的観点からは、少なくとも、使用者の目の一部を囲むようにする
ことができる。
【０１２２】
　第二絶縁部材５７０の連結部５７４Ａは、前面５３６に連結するために可撓性フレーム
の一部の周りを巻くように、示され、説明されているが、他の実施例では、第二絶縁部材
５７０は、任意の適当な連結部又は機構を含めることができる。他の実施例では、図５５
は、別の実施例にしたがって、治療部材７０５に連結された第二絶縁部材７７０を説明す
る。第二絶縁部材７７０は、治療部材７０５の形状に、関係する、そしてあるいは、実質
的に、対応する形状とすることもできる。示すように、第二絶縁部材７０５は、治療部材
７０５に第二絶縁部材を連結するために構成される一組のカプラー７７４Ａを含むことが
できる。ある実施例では、カプラー７７４Ａは、例えば、治療部材７０５に対応するスナ
ップフィットを形成し得る構成のスナップ類とすることもできる。この態様では、第二絶
縁部材７７０は、治療部材７０５に取り外し可能なように連結することができる。
【０１２３】
　他の実施例では、治療部材７０５及び第二絶縁部材７７０は、例えば、カプラー７７４
Ａによって、固定的に連結されていることができる。例えば、カプラー７７４Ａは、それ
ぞれが、スナップ固定のスナップキャップ及び雄部分若しくは雌部分を含むスナップとす
ることもできる。この態様では、治療部材７０５の一部及び第二絶縁部材７７０の一部は
、スナップ固定のスナップキャップと雄部分若しくは雌部分（鋲又はソケット）との間に
配置する（挟む）ことができる。そのような構造は、スナッププレス操作を用いて組み立
てられ、スナップキャップの突起部は、第二絶縁部材７７０の部分、治療部材７７０の部
分、組み立てを適当な位置に確保するために鋲とソケット部分を通過する。ある実施例で
は、そのような挟み込みは、（治療部材２０５及び可撓性フレーム２１０を参照して、上
に説明するように）可撓性フレーム５１０上の対応する雄又は雌スナップ式固定具に露呈
されている（第二絶縁部材７７０によってカバーされていない治療部材の側部に見えてい
る）雄部又は雌部部分を連結することを可能にする。したがって、第二絶縁部材７７０は
、治療部材７０５に関して固定位置に少なくとも、一時的に保持されることができる。更
に、第二絶縁部材７７０は、上に説明するように、第二絶縁部材７７０が、使用者の顔に
隣接して配置する場合、使用者の目に、実質的に、整列する一組の隙間７７３を規定する
ようにすることができる。
【０１２４】
　ある実施例では、第二絶縁部材５７０、６７０、７７０の配列は、（上に説明するよう
に）対応する治療デバイスに連結する場合、（例えば、最初の使用と関係して、例えば、
最初に連結した後）使用に先立って治療デバイスとは異なる第二絶縁部材を手で取付るこ
となく使用者が治療デバイスを使えるようにすることができる。第二絶縁部材５７０、６
７０、そしてあるいは、７７０は、それ自身又は治療部材に連結することの、どちらかに
よって、例えば、追加の対応する可撓性フレームを購入する必要がなく、既に所有そして
あるいは少なくとも既に可撓性フレームが使用可能な使用者に提供しても、又は、使用者
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によっても使用することができる。すなわち、第二絶縁部材５７０、６７０、そしてある
いは、７７０は、可撓性フレーム、若しくは、治療デバイスの他の部品とは独立して、製
造、輸送、購入、そしてあるいは、入手することができる。
【０１２５】
　ここで、第二絶縁部材２７０、５７０、６７０、７７０が具体的に説明する一方、他の
実施例では、第二絶縁部材、そしてあるいは、その一部分は異なる機能を果たすことがで
きる。更に、ある実施例では、例えば、第二絶縁部材２７０のような水を含んだシート構
造は、例えば、（使用者の方に向う）第二絶縁部材６７０の後面上に配置することができ
る。ある実施例では、第二絶縁部材２７０は、例えば、第二絶縁部材６７０のような第二
絶縁部材と、例えば、治療部材２０５、５０５、７０５のような治療部材との間に配置す
ることができる。その様な例では、相対的に湿った温かさは、例えば、目の周りの部位を
湿らさないように、（例えば、隙間６７３を経て）、例えば、目の周囲の部位に具体的に
使用することができる。それぞれ、図５４，５５を参照して、それぞれ第二絶縁部材６７
０、７７０が、使用者の第一及び第二の目に対応する二つの隙間６７３、７７３を有する
として説明されているが、第二絶縁部材が、使用者の片方の目に対応した隙間を一つ有す
ることができる。特別な例として、そのような第二絶縁部材は、第二絶縁部材が、使用者
の第一の目及び第二の目の両方にまたがって覆うような場合でもそのような構成とするこ
とができる。そのような実施例では、単一の隙間を有する第二絶縁部材が、例えば、急性
の物もらい、麦粒腫類などの主に、又は、全体的に片目の状態を処置に使い得る。ある実
施例では、例えば、第二絶縁部材６７０のような第二絶縁部材は、すなわち、使用者の不
便さと費用を軽減しつつ、左右の目のどちらかに交互に使用する構成とすることもできる
。
【０１２６】
　任意の治療デバイスそしてあるいはその要素が、それに含まれる治療部材にエネルギー
を移すために構成されている任意のデバイス、機構、システム、回路類などと共に使われ
ることができる。例えば、治療デバイス２００は、（例えば、それに含まれる熱ゲル類の
温度を上げる）治療部材２０５のエネルギーポテンシャルを上げるためにマイクロウェー
ブに入れるように示し、説明されている一方、治療部材２０５は、任意の適当な源からエ
ネルギーを受け取ることができる。例を目的として、図５６は、実施例に従って治療部材
８５０に接触する加熱機構８８０を説明している。加熱機構は、任意の数の要素を有する
ことができる。示すように、例えば、加熱機構８８０は、第一加熱部材８８１及び第二加
熱部材８８２を備えている。各加熱部材８８１、８８２は、（例えば、バッテリー、壁コ
ンセント、そしてあるいは、他の電源）電流源に電気的に繋ぐことができる。この態様で
は、第一加熱部材８８１及び第二加熱部材８８２は、加熱部材８８１、８８２の少なくと
も、一部の温度を上げるように働く電流を受けとることができる。加熱機構８８０の配置
は、第一加熱部材８８１及び第二加熱部材８８２が、それぞれ独立して、治療部材８０５
の一部を加熱できるようになっている。言い換えれば、第一加熱部材８８１及び第二加熱
部材８８２は、治療部材８０５の独立した、そしてあるいは、目標部分に熱エネルギーを
移す。ある実施例では、治療部材８０５の部分は、例えば、実質的に使用者の目の部位の
部分に対応できる。さらに、単一内容積を規定する治療部材８０５によって（上に説明す
るように）、治療部材８０５は、熱エネルギーの低い部位そしてあるいは部分に熱エネル
ギーを分散そしてあるいは伝達できる。したがって、熱エネルギーは、治療部材８０５に
移され、順に、熱エネルギーは、例えば、使用者の目の部位に熱エネルギーを移すことが
できる。ある実施例では、加熱機構８８０は、使用者の治療処置中に治療部材８０５と接
触したままとする構成にすることができる。それ故に、加熱機構８８０は、治療処置中実
質的に、連続的に、熱エネルギーを供給できる。ある実施例では、加熱機構８８０は、治
療部材８０５に移す熱エネルギー量（例えば、温度の上げ下げ）を調節するように操作す
ることができる。
【０１２７】
　加熱部材８８１、８８２は、類似又は非類似機構又はアルゴリズムにしたがって作動す
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るので、働いた点で各加熱部材８８１、８８２によって伝達する熱エネルギーは、等価又
は非等価とすることもできる。同じように、各加熱要素８８１、８８２に対する目標又は
「設定点」温度は、任意の時間内に働いた点において、等価又は非等価とすることもでき
る。それ自体、加熱機構８８０は、例えば、使用者の各目の部位に異なる熱の応用を伝達
するために使用することができる。ある実施例では、加熱部材８８１、８８２は、例えば
、可塑性ポリイミド加熱要素類のような可塑性ヒーターとすることもできる。加熱部材８
８１，８８２は、治療部材８０５が、使用者の目の部位と反対に配置（すなわち、目の部
位に接触している表面に対して、実質的に反対の治療部材の表面に配置）された場合、使
用者の目の部位から離れて向き合う治療部材８０５の外側表面に連結することができる。
【０１２８】
　加熱機構８８０は、例えば、加熱部材の全表面から形成する適当な任意の表面を有する
ことができる。例えば、ある実施例では、加熱部材８８１、８８２は、例えば、約２３平
方センチメータ（ｓｑ．ｃｍ）、約２７．５ｓｑ．ｃｍ、約３３ｓｑ．ｃｍ、約３９．５
ｑ．ｃｍ、約４７ｓｑ．ｃｍ、約５５ｓｑ．ｃｍ、約６５ｓｑ．ｃｍ、又は、任意の表面
積、若しくはそれらの間の領域の端数の表面積を有してもよい。他の実施例では、加熱部
材８８１、８８２は、約２３ｓｑ．ｃｍ未満、又は、約６５ｓｑ．ｃｍ以上の表面積を有
することもできる。更に、加熱部材８８１、８８２は、実質的に表面積が、等価又は非等
価とすることもできる。
【０１２９】
　ある実施例では、加熱機構８８０の表面積（すなわち、加熱部材８８１、８８２の全体
の表面積）は、少なくとも、部分的に使用者と接触する位置の治療部材８０５の側部の表
面積（すなわち、表面）に基づいていてもよい。例えば、ある実施例では、加熱機構８８
０の表面積は、側部の表面積に対する割合、例えば、約１０％、約２０％、約３０％、約
３５％、約４０％、約５０％、又は、それらの間の端数としてもよい。他の実施例では、
加熱機構８８０の表面積は、側部表面積の約１０％未満又は治療部材８０５の表面の表面
積の約５０％以上とすることもできる。ある一つの実施例では、加熱機構８８０の表面積
は、治療部材８０５の側部表面積の約３５％としてもよい。
【０１３０】
　ある実施例では、加熱機構８８０の表面積は、少なくとも、部分的には、例えば、治療
部材の内容物容量（立法センチメートル（ｃｃ））に対する加熱機構８８０の表面積の割
合に基づいていてもよい。例えば、ある実施例では、割合は、約６５　ｓｑ．　ｍｍ．　
／　ｃｃ、約７５　ｓｑ．　ｍｍ　／　ｃｃ、約８５　ｓｑ．　ｍｍ　／　ｃｃ、約９５
　ｓｑ．　ｍｍ．　／　ｃｃ、約１０５　ｓｑ．　ｍｍ．　／　ｃｃ、約１１５　ｓｑ．
　ｍｍ　／　ｃｃ、約１２５　ｓｑ．　ｍｍ　／　ｃｃ、約１３５　ｓｑ．　ｍｍ　／　
ｃｃ、約１５０　ｓｑ．　ｍｍ　／　ｃｃ、約１６５　ｓｑ．　ｍｍ　／　ｃｃ．、又は
、任意の割合、若しくは、それらの間の端数とすることもできる。他の実施例では、表面
積対容量の割合は、約６５ｓｑ．　ｍｍ　／　ｃｃ　又は約１６５　ｓｑ．　ｍｍ　／　
ｃｃ以上とすることもできる。一つの実施例では、表面積対容量の割合は、約１２５ｓｑ
．　ｍｍ　／　ｃｃ　とすることもできる。
【０１３１】
　同じように、加熱機構８８０は、例えば、消費電力対容量の割合とすることもでき、加
熱機構８８０の消費電力は、各加熱要素８８１、８８２の表面積と単位消費電力の積及び
治療部材８０５の容量である容量の合計である。例えば、ある実施例では、加熱機構８８
０の消費電力対容量の割合は、約０．１　ｗａｔｔ　／　ｃｃ，、約　０．２　ｗａｔｔ
　／　ｃｃ、約　０．２５　ｗａｔｔ　／　ｃｃ、約０．３　ｗａｔｔ　／　ｃｃ、約０
．３５　ｗａｔｔ　／　ｃｃ、約０．４　ｗａｔｔ　／　ｃｃ、約　０．４５　ｗａｔｔ
　／　ｃｃ、約０．５　ｗａｔｔ　／　ｃｃ、又は、任意の割合若しくはそれらの間割合
の端数とすることもできる。他の実施例では、消費電力対容量の割合は、約０．１ｗａｔ
ｔ　／　ｃｃ以下又は０．５ｗａｔｔ　／　ｃｃ以上とすることもできる。一つの実施例
では、消費電力対容量の割合は、約０．３ｗａｔｔ　／　ｃｃ　とすることもできる。
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【０１３２】
　図５６を参照して、加熱機構８８０は、周りを囲む囲いを欠いた治療部材８０５に適用
されているように示されているが、他の実施例では、加熱機構は、例えば絶縁容器のよう
な周りの囲みに包み込まれている間に作動するようにもできる。そのような実施例では、
治療部材（例えば、治療部材８０５）を絶縁容器に入れておくことは、加熱効率を上げ、
そしてあるいは、加熱時間を減らす、例えば、対流若しくは伝導による熱の損失を制限す
る、そしてあるいは、最少にすることができる。ある実施例では、一旦、好ましい熱エネ
ルギー量が治療部材８０５に移った後、治療部材８０５は、容器から取り出され、（上に
説明するように）使用者の目の部位に使用することができる。ある実施例では、加熱機構
８８０は、使用中、すなわち、治療部材８０５が絶縁容器から取り出され、例えば、実質
的に好ましい温度を維持するために使用者の目の部位に使用してからも、治療部材８０５
に熱エネルギーを続けて供給できる。
【０１３３】
　図５６を参照して、加熱機構は、治療部材に直接連結するように示されているが、他の
実施例では、加熱機構は、治療デバイスの可撓性フレームに連結する場合がある。他の実
施例では、図５７は、別の実施例にしたがって、可撓性フレーム９１０に連結する加熱機
構９８０を説明する。加熱機構９８０は、上に説明するように、実質的に、第一加熱部材
８８１及び第二加熱部材８８２に類似して、第一加熱部材９８１及び第二加熱部材９８２
を含んでいる。更に、加熱機構９８０は、可撓性フレーム９１０に連結部９１４に係合し
得る連結部９８３を含んでいる。連結部９１４及び９８３の配置は、第一加熱部材９８１
及び第二加熱部材９８２が、少なくとも、一時的に、可撓性フレーム９１０に連結された
（図５７には示されていない）治療部材に接触して維持できるようする。したがって、上
に説明するように、熱エネルギーは、治療部材に移ることができる。
【０１３４】
　第一加熱部材８８１、９８１及び第二加熱部材８８２、９８２は、治療部材の同じ側に
配置するように示しているが、他の実施例では、加熱機構は、実質的に、治療部材を取り
囲むような構成とすることができる。例えば、図５８、５９は、実施例にしたがって加熱
機構１０８０を説明している。加熱機構１０８０は、治療部材１００５を受け取る構成の
内容量を規定するために互いに関係して動かすことができる第一加熱部材１０８１及び第
二加熱部材１０８２を含んでいる。例えば、治療部材１００５の第一表面は、第二加熱部
材１０８２、及び、第二加熱部材１０８２に接触するように置き、図５９の矢印ＦＦによ
って示すように、第一表面と反対の治療部材１００５の第二表面に接触するように第二加
熱部材１０８２に関係して移動できる第一加熱機構１０８１と接触するように置くことが
できる。この態様では、加熱機構１０８０は、加熱部材１０８１、１０８２の少なくとも
、一部、すなわち、それらの間に置かれる治療部材１００５の温度を上昇させるように作
動する電流を受け取ることができる。更に、示すように、第一加熱部材１０８１及び第二
加熱部材１０８２は、それに移す熱エネルギー量を減らすことによって加熱部材１０８１
、１０８２の一部を断熱するために構成の一組の絶縁体１０８４を含むことができる。図
５９を参照して、ある実施例では、加熱機構１０８０は、治療部材１００５に含まれる（
例えば、治療部材２０５にカプラー２０６に類似した）一組のカプラー１００６と一緒に
、絶縁体１０８４が、実質的に整列するように配置することができる。したがって、絶縁
体１０８４は、さもなければ、使用者に接触すると不快となり得るカプラー１００６に移
る熱エネルギー量を下げることができる。ある実施例では、絶縁体１０８４は、加熱部材
１０８１、１０８２に関して、例えば、治療部材１００５のより適当な位置を形成するた
めにカプラー１００６に嵌合的に連結できる構造とすることもできる。
【０１３５】
　他の実施例では、実質的に治療部材を囲む構成の加熱機構は、単一加熱部材を有しても
、又は、実質的に非類似の加熱部材を有してもよい。例えば、ある実施例では、加熱部材
１０８１は、絶縁部材又は低い熱エネルギー放出の加熱部材でもよいが、加熱部材１０８
２は、例えば、治療部材８０５の加熱が加熱部材１０８２を経て、主に、又は、排他的で
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あるように相対的に大きな熱エネルギー放出を伴う加熱部材とすることもできる。この態
様では、熱エネルギーは、加熱部材１０８２によって治療部材８０５に移すが、一方、熱
電対は、治療部材８０５に関係して温度を決定、そしてあるいは、感知することができる
。ある実施例では、熱電対は、好ましい温度又は「設定温度」に達したとき、例えば、加
熱部材１０８２にシグナルを送り、受け取ったときに、加熱部材１０８３が治療部材８０
５に熱エネルギーを移すことを実質的に停止する構成にすることができる。ある実施例で
は、加熱機構１０８０と接触する側と反対側にある治療部材８０５の側に熱電対を配置す
ることで、治療部材８０５の、実質的に、全容量全体の加熱を確保できる。
【０１３６】
　なお他の実施例では、治療部材は、例えば、温かい流体槽に少なくとも、部分的に入れ
ておくことによって、熱エネルギーを受けとることができる。例えば、図６０～６２は、
別の実施例にしたがって加熱機構１１８０を説明する。加熱機構１１８０は、貯溜槽１１
８５及び吊下げ機構１１８７を含んでいる。図６０，６１を参照して、貯溜槽１１１８５
は、内容量１１８６Ａにアクセス可能なように構成された開口部１１８６を規定する頂面
を含んでいる。貯溜槽１１８５は、任意の形状、サイズ、又は、構造とすることができる
。例えば、ある実施例では、貯溜槽１１８５は、例えば、内容量から貯溜槽１１８５の実
質的に外部容量に熱エネルギーの移動を制限できる絶縁材料から形成できる、そしてある
いは、それを含むことができる。
【０１３７】
　吊下げ機構１１８７は、任意の適当な構造でよく、ここで更に詳細に説明するように、
貯溜槽１１８５の内容量１１８６Ａに、少なくとも、部分的に配置する構成である。吊下
げ機構１１８７は、ベース１１８７Ａ及びハンガー１１８９を含んでいる。ベース１１８
７Ａは、任意の形状、サイズ、又は、構造とすることができる。例えば、ある実施例では
、ベース１１８７Ａは、実質的に、貯溜槽１１８５の頂面と対応して、さもなければ、そ
れに関係するサイズ及び形状を有してもよい。この態様では、ベース１１８７Ａは、ハン
ガー１１８９の一部は、貯溜槽１１８５の内容量１１８６Ａ内に配置するように、開口部
１１８６を通ってハンガー１１８９に挿入するために貯溜槽１１８５の頂面上、そしてあ
るいは、それに隣接するように配置することができる。示しているように、ベース１１８
７Ａは、例えば、ここで更に詳細に説明するように、ベース１１８７Ａが、貯溜槽１１８
５の頂面上に、そしてあるいは、それに隣接するように配置する場合、貯溜槽１１８５の
内容量１１８６Ａへのアクセスを可能にできる開口部１１８８を規定する。
【０１３８】
　図６０－６８を参照して、吊下げ機構１１８７は、治療部材１１０５に連結するための
構成をしている。治療部材１１０５は、（例えば、治療部材１１０５が、実質的に、上に
詳細に説明するように、治療部材２０５と類似しても、又は同じでもよく）ここで説明す
る任意の何れかと同じような任意の適当な部材とすることができる。更に、具体的には、
ハンガー１１８９は、ベース１１８７Ａの表面から延びていて、治療部材１１０５に連結
するために構成される末端部分を有する。例えば、ある実施例では、ハンガー１１８９の
末端部分は、例えば、治療部材１１０５の（例えば、対応スナップのような）対応連結機
構に嵌合的に連結できるスナップ類のような連結機構を含むことができる。そのようにし
て、治療部材１１０５は、ハンガー１１８９に取り外し可能なように連結することができ
る。さらに、治療部材に連結されたハンガー１１８９とともに、治療部材１１０５は、吊
下げ機構１１８７のベース１１８７Ａが、貯溜槽１１８５の上に、そしてあるいは、それ
に隣接して配置する場合、貯溜槽１１８５の内容量１１８６Ａ内に配置することができる
。
【０１３９】
　図６０－６２を参照して、例えば、使用に際して、患者、そしてあるいは、使用者は、
ハンガー１１８９の末端部分に治療部材１１０５を連結できる。一旦連結すると、使用者
は、貯溜槽１１８５の頂面上に、そしてあるいは、それに隣接してベース１１８７Ａを置
く場所に吊下げ機構１１８７を移動できる。そのようにして、治療部材１１０５及びハン
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ガー１１８９は、貯溜槽１１８５の内容量１１８６Ａ内に配置するように開口部１１８６
を通して挿入できる。頂面上、そしてあるいは、それに隣接して配置されたベース１１８
７Ａとともに、使用者は、例えば、ベース１１８７Ａの開口部１１８８に露呈するために
蓋などを移動できる。この態様では、開口部１１８７は、（例えば、開口部１１８６を通
して）貯溜槽１１８５の内容量１１８６Ａへのアクセスを可能にする。
【０１４０】
　露呈した開口部１１８８とともに、使用者は、例えば、吊下げ機構１１８７の開口部１
１８８及び貯溜槽１１８５の開口部１１８６、及び、内容量１１８６Ａに、流体を注ぐこ
とができる。ある実施例では、流体は、好ましい温度に予め加熱された流体の所定の量と
することができる。例えば、ある実施例では、流体は、約５００ミリリットル（ｍｌ）の
体積を有し、実質的に、流体の沸点まで加熱することができる。この態様では、治療部材
１１０５は、流体容積内に浸され、続いて、流体から治療部材１１０５に熱エネルギーの
一部を移すことができる。ある実施例では、治療部材１１０５は、所定の時間、流体に浸
すことができる。例えば、ある実施例では、治療部材１１０５は、（例えば、上に詳細に
説明するように、約熱ゲル２００グラムの）治療部材１１０５の内容物、例えば、約４９
℃に加熱するように、沸騰水約５００ｍｌに約６０秒間浸すこともできる。したがって、
所定時間、そしてあるいは、好ましい熱エネルギー量が治療部材１１０５に移った後、吊
下げ機構１１８７は、内容量１１８６Ａから治療部材１１０５を取り除くために貯溜槽１
１８５に対して移動できる。この態様では、治療部材１１０５は、ハンガー１１８９から
外して、ここで説明するように、治療デバイス（図６０－６２にしめされない）も連結す
ることができる。
【０１４１】
　ある量の予備加熱した流体が貯溜槽１１８５の内容量１１８６Ａに注ぐとして説明して
いるが、他の実施例では、ある量の非加熱流体が、内容量１１８６Ａに注がれ、例えば、
貯溜槽１１８５の一部によって加熱することもできる。例えば、ある実施例では、貯溜槽
１１８５は、ある量の流体に熱エネルギーを移すために（例えば、電気類によって）加熱
する加熱要素を含むことができる。ある量の流体は、約５００ｍｌであるとして具体的に
説明しているが、他の実施例では、任意の適当量の流体を、（治療部材１１０５が内容量
１１８６Ａに入れる場合、溢れる、そしてあるいは、そのような類似のことを防止するた
めに内容量よりも少ない量の）内容量１１８６Ａに注ぐことができる。ある実施例では、
貯溜槽１１８５は、好ましい満タンレベル（すなわち好ましい量の流体）と関係している
印などを含むことができる。例えば、印は、満タン線などとすることができる。さらに、
図６０－６２には示されていないが、ある実施例では、貯溜槽１１８５の一部、そしてあ
るいは、吊下げ機構１１８７の一部は、内容量１１８６Ａから、例えば、スチーム類をベ
ント可能にする（例えば、ピン穴などの）相対的に小さい穴を含めることができる。その
ようにして、内容量１１８６Ａは、（例えば、貯溜槽１１８５、治療部材１０５、そして
あるいは、吊下げ機構１１８７を損傷させ得る圧力閾値、そしてあるいは、さもなければ
、貯溜槽１１８５の頂面から無理に取り外す、例えば、吊下げ機構１１８７のベース１１
８７Ａのような圧力からの非制御的解放をもたらす）所定の閾値以下の圧力で維持するこ
とができる。
【０１４２】
　図６０－６２には示していないが、ある実施例では、吊下げ機構１１８７の配置は、ハ
ンガー１１８９が、治療部材１１０５に連結し、ベース１１９７Ａが頂面上に、そしてあ
るいは、それに隣接するように置かれている場合、ハンガー１１８９の連結機構及びした
がって（上に説明するように）治療部材１１０５の連結機構は、実質的に、ある量の流体
に浸るようにすることができる。例えば、貯溜槽１１８５の内容量１１８６Ａに入れた所
定量の流体によって、及び、実質的に、その中に浸した治療部材１１０５によって、ハン
ガーの連結機構（例えば、ひとつ以上のスナップ）及び対応する治療部材１１０５の連結
機構（例えば、一つ以上の対応するスナップ）は、実質的に、ある量の流体に浸す。その
ようにして、ある量の流体に浸す結果として、連結機構への損傷を減らし、そしてあるい
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は、無くすことができる。
【０１４３】
　図６２を参照して、ハンガー１１８９は、ベース１１８７Ａから実質的に、単一の細長
い部材であるとして示しているが、他の実施例では、吊下げ機構は、一つ以上の任意の構
造を有するハンガーを含んでもよい。例えば、図６３は、実施例にしたがって、吊下げ機
構１１８７’を説明する。ある実施例では、吊下げ機構１１８７’は、例えば、治療部材
１１０５’に熱エネルギーを移すための貯溜槽１１８５と一緒に使用できる。吊下げ機構
１１８７’は、ベース１１８７Ａ’及びハンガー１１８９’を含んでいる。ベース１１８
７Ａ’は、上に説明するようなベース１１８７Ａの形状と機能に類似してもよい。図６３
を参照して、ハンガー１１８９’は、治療部材１１０５’のそれぞれ異なる一部に連結す
る２つの実質的に細長い部材を含み、そしてあるいは、形成することができる。この態様
では、吊下げ機構１１８７’は、図６０－６２を参照して、上に説明するように、吊下げ
機構１１８７と実質的に類似又は同じように機能することができる。
【０１４４】
　図６１－６２の吊下げ機構１１８７、及び、図６３の吊下げ機構１１８７’は、それぞ
れハンガー１１８９、１１８９’を含んでいるが、他の実施例では、吊下げ機構は、治療
部材がそれらに連結し、流体内に入れる場合、治療部材の連結機構が、実質的に、流体に
浸らないように任意の適当な形態で連結することができる。他の実施例では、治療部材は
、貯溜槽がある量の流体で満たされ、治療部材が実質的にそれに浸る場合、治療部材の連
結機構が、実質的に、流体に浸らないような態様で、貯溜槽の内表面に直接連結すること
もできる。
【０１４５】
　ここで説明する任意の治療デバイス、そしてあるいは、要素は、（例えば、輸送などの
間）使用に先立って任意の適当な包装類に入れることができる。例えば、図６４～６７は
、ある実施例にしたがって治療デバイス１２００を受け取るように構成された包装１２９
０を説明する。ある実施例では、包装１２９０は、例えば、輸送中、そしてあるいは、保
管中に、治療デバイス１２００を支え、そしてあるいは、損傷を防止するために使用する
ことができる。包装１２９０は、第一サイド１２９１及び第二サイド１２９５を含んでい
る。ある実施例では、包装１２９０は、外部の力が加わった場合、変形（例えば、曲げ、
バックリング、屈曲そのようなものとして、他の再構成）に抵抗できる相対的に固い部材
から形成することができる。第一サイド１２９１は、一組の係合部１２９３及び密封部材
１２９２を含んでいる。係合部１２９３は、図６５を参照して、治療デバイス（例えば、
上に説明するように、治療デバイス２００の第一絶縁部材部材２６０）中に含まれる絶縁
部材の凸部分と整列でき、例えば、実質的に、円錐形とすることもできる。さらに、係合
部１２９３は、凸構造又は第一サイド１２９１の外表面に相対する表面を形成する構造、
及び、凹構造又は第一サイド１２９１の内表面に相対する表面を形成する構造とすること
ができる。
【０１４６】
　包装１２９０の第二サイドは、実質的に平らであって、第一サイド１２９１の密封部材
１２９２に係合するような構成の密封部材１２９６を含むことができる。この態様では、
治療デバイス２００は、包装１２９５の第二サイド１２９５上に置くことができる。図６
６、６７を参照して、第一サイド１２９１は、それらの間に、治療デバイス１２００を、
実質的に、密封するために第二サイド１２９１に関連して動かすことができる。更に、第
一サイド１２９１は、係合部１２９３が、治療デバイス１２００の一部をそれぞれ受け取
るように動かすことができる。更に、拡張して、係合部１２９３の実質的円錐形は、（例
えば、治療デバイス２００を参照して、上に説明するように、絶縁部材の第一ローブ及び
第二ローブの凸部分）治療デバイス１２００の凸部分に一致、そしてあるいは、さもなけ
れば空間を提供する。この態様では、係合部１２９３は、（例えば、輸送、保管などの間
）凸部分の変形をもたらし得る外部の力から治療デバイス１２００の凸部分を、実質的に
、保護できる。
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【０１４７】
　ある実施例では、包装１２９０の第一サイド１２９１及び第二サイド１２９２が、それ
らの間に、治療デバイス１２００を、実質的に、密封するように互いの方に動かす場合、
押圧力が、内表面サイド１２９１と１２９２の間に治療デバイス１２００を挟むように治
療デバイス１２００の周辺領域に働くような構成とすることができる。対照的に、（例え
ば、上に説明するように、絶縁部材２０６及び絶縁部材２０５に類似又は同じ）絶縁部材
１２６０の中央ローブ及び治療部材１２０５を含む治療デバイス１２００の中央領域は、
絶縁部材１２６０の凸部分に跨ることができるようにする、上に説明された凸係合部材１
２９３による、少なくとも、部分的に、実質的な、押圧力は働いていない。したがって、
包装１２９０によって、治療デバイス１２００の周辺領域に圧力が加えられるので、上に
説明するように、治療部材１２０５（例えば、ゲル物質）の内容物部分は、絶縁部材１２
９０及び包装１２９３の両方の凸部分を基礎にしている領域を含めて、治療部材１２０５
の周辺領域から、及び、中央領域に向かって、置き換えられる。中央領域へのゲルの流れ
は、例えば、第一絶縁部材１２６０のローブの凸部分の下部に更なる構造的支えを提供で
きるので、それによって、保管中などの間、絶縁部材１２６０の凸部分の安定性と形状を
改善する。ある実施例では、包装１２９０のサイド１２９１及び１２９２は、開かれるま
まになっている。言い換えれば、包装１２９０が、包装１２９０の開封の前に成分（例え
ば、治療デバイス１２００）を実質的に、十分に保護するように示され、上に説明してい
るが、包装１２９０は、そのような十分に保護の無い構造とすることもできる。そのよう
な側壁に近い周辺の欠如は、例えば、製造コストを下げ、再使用性を改善し、そして、包
装１２９０が、他の材料中に密封する場合必要な全体のスペースを減らすことができる。
【０１４８】
　図６８－７０を参照して、任意のここで記載された実施例は、使用されていない間、ケ
ース１３９７に保管することができる。ケース１３９７は、任意の形状、サイズ、又は、
構造とすることができる。例えば、ある実施例では、ケース１３９７は、治療デバイスを
受け取り、保管するような構成で内容量１３９８を規定できる相対的に柔らかい袋などと
することができる。ある実施例では、ケース１３９７は、内容量１３９８にアクセスする
ように操作するファスナー閉鎖システムを含むことができる。ある実施例では、ケース１
３９７は、ベース面及び頂面を有してもよく、ベース面の幅は、頂面の幅よりも大きい。
幅の広いベースは、内容物の有無に関係なく保存する場合、ケース１３９７を安定して、
鉛直に保管することを可能にする。図９７を参照して、ある実施例では、ケース１３９７
は、その中に入れられた（図示しない）治療デバイスとともに、包装１２９０は内容量１
３９８に挿入できるように十分、大きくすることができる。したがって、ケース１３９７
は、非使用中、説明したように任意の治療デバイスを収納する、そしてあるいは、保護す
るような構成とすることができる。
【０１４９】
　ここで説明した任意の治療デバイスは、目のローブ上、背面方向への力を減らし、そし
てあるいは、実質的に、拡散するような構成することができる。例えば、フレーム２１０
は、治療部材２０５の一部がそれを通して延びることを可能にする一組の隙間２２５を規
定し、それによって、目に働く背面への力を弱めるようにできる。更に具体的には、フレ
ーム２１０の剛性を選択的に減らし、そしてあるいは、（眼窩縁Ｏの実質的に外側周辺の
ような）大きな周辺部を取り囲む（上に詳細に説明したような）隙間２２５を提供するこ
とによって、フレーム２１０によって影響する背面力Ｆは、（例えば、実質的に、眼窩縁
Ｏの外側の）眼の大きな領域の周りに分布し、続いて、例えば、図７１を参照して、目Ｅ
上の背面方向への圧力を弱める。したがって、フレーム２１０及び治療部材２０５は、（
例えば、より大きな剛性のフレーム、隙間の無いフレーム、より小さいフレームなどの）
眼窩縁を、実質的に、超えるか、又は外側に分布しない、例えば、フレーム及び治療部材
に、さもなければ、働く力よりも弱い力を目の上の後方に働くようにすることができる。
【０１５０】
　使用者の頭に連結する場合フレーム３１０の配置は、目の上の背面方向への圧力を同じ
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ように拡散、そしてあるいは、分布するようにすることができる。更に、具体的には、ロ
ーブが、幅広い凸形を有するか、そしてあるいは、形成するようにフレーム３１０を配置
することによって、凸形ローブの頂点は、それらの間に配置する治療部材３０５が、実質
的に、頂点と接触しないように眼球から十分な距離を前方に離して置き換えるようにする
ことができる。したがって、図７２を参照して、後方への力Ｆは、眼窩縁Ｏを超えて、又
は、その外側に、使用者の顔の部位で拡散するか、さもなければ、分布する。この態様で
は、フレーム３１０は、例えば、フレーム３１０の周辺部と眼窩縁の外側の顔の一部分と
の間の治療部材３０５の一部分を、挟む、締める、ピン留めする、保持する、若しくは、
さもなければ、維持することができる。
【０１５１】
　フレーム３１０のローブは、眼窩縁Ｏの外側領域上に後方への力Ｆを分布するように作
用し得る実質的に、凸形を形成するが、他の実施例では、フレームは、眼窩縁の外側の顔
の部位上に、フレームによって働く後方への力を、尚も分布する一方、任意の適当な形を
形成するローブ（又は、例えば、使用者の一つの目にそれぞれ関係する二つのローブ）を
有することができる。例えば、図７３を参照して、フレーム４１０は、実質的に平面前面
及び（例えば、実質的に台形の断面形状を有するローブ）から後方に延びる側部を備えて
ローブを有することができる。更に、フレーム１４１０は、ローブの側部が、眼窩縁Ｏの
外側である使用者の顔の一部と接触し、治療部材１４０５が、前面に実質的に接触しない
ように十分な距離を眼球Ｅから離して前面にスペースがあるように配置することができる
。したがって、後方への力Ｆは、眼窩縁Ｏを超えて、又は、その外側に、顔の部位で拡散
するか、さもなければ、分布する。
【０１５２】
　図７４を参照して、実施例に従って、フローチャートは、例えば、治療デバイスを使用
する方法を説明している。より具体的には、使用者の片目の部位に用いられる眼押圧シス
テム（例えば、治療デバイス）上でシート（例えば、第二絶縁部材）を用いる方法１０を
説明する。ある実施例では、眼押圧システムは、例えば、治療デバイス２００を含むこと
ができ、そしてあるいは、さもなければ、実質的に類似とすることができる。そのような
ものとして、眼押圧システムは、使用者の目の部位に熱エネルギーを移すような構成の（
例えば、治療部材２０５のような）治療部材に連結する、少なくとも、（例えば、フレー
ム２１０のような）フレーム含むことができる。
【０１５３】
　方法１０は、１１で、使用者にシートを提供することを含んでいる。ある実施例では、
シートは、例えば、第二絶縁部材２７０（図３１－４２）、５７０（図５２、５３）、６
７０（図５４）、そしてあるいは、図７７０（図５５）のような、ここで説明する任意の
第二絶縁部材とすることができる。一つの実施例では、シートは、上に説明したような第
二絶縁部材２７０と実質的に類似又は同じものとすることができる。この態様では、シー
トは、例えば、図２５の包装のような包装に入れて提供するか、そしてあるいは、その中
に入れて置くことができる。ある実施例では、シートは、実質的に折り畳み構造中の包装
の中に入れて置くことができる。ある実施例では、シートは、実質的に非折り畳み構造中
の包装の中に入れて置くことができる。
【０１５４】
　シートは、１２において、眼押圧システム上に置いてある。ある実施例では、シートは
、例えば、治療部材の一組の取付部分に、実質的に、対応し得る少なくとも、一つの折り
畳み領域を含んでいる。例えば、ある実施例では、治療部材２０５のような治療部材は、
フレーム２１０のようなフレームに治療部材を連結するような構成の一組のカプラーを含
むことができる。したがって、シートは、治療部材の上に置かれ、折り畳み領域が、実質
的に、カプラーをカバーするように置くことができる。この態様では、（例えば、図３３
を参照して、説明したような）折り畳み領域の厚さが増すことは、カプラーから、（例え
ば、物理的に、熱的に）使用者を、例えば、緩衝することによって、使用者の快適さを増
すことができる。
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　ある実施例では、シートは、１３において、選択肢として、流体をスプレーすることが
できる。例えば、ある実施例では、シートは、好ましい水分量を、そしてあるいは、シー
トのレベルを維持するような構成とすることができる。ある例では、使用者は、使用者の
目の部位と眼押圧システムとの間の熱エネルギーの移動を、例えば、強化するための構成
をとり得る流体をシートにスプレーすることによって、少なくとも、シートの一部の水分
量を増やすることができる。例えば、使用者は、彼・彼女の頭に眼押圧システムを連結す
る前に、シート上に流体をスプレーすることができる。ある実施例では、流体としては、
例えば、水性溶媒、顔用植物抽出配合物（例えば、アロエ、キューリ抽出物類）、１，３
－ジメチル－５，５－ジメチルヒダントイン（ＤＭＤＭヒダントイン）、ヨードプロピニ
ルブチルカルバメート、プロピレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコ
ール、及び任意のフレグランス、芳香剤が挙げられ、そしてあるいは、それらからなるも
のが挙げられる。この態様では、流体は、図３４を参照して、そしてあるいは、上に詳細
に説明するように、使用者の体に適用する水分量を増やすことによって、芳香剤そしてあ
るいは他の治療剤を提供することによって、使用者に、例えば、より大きな快適さを提供
できる。
【０１５６】
　好ましい水分量を有するシートを備えた、眼押圧システムが、１４で、使用者の瞼に、
実質的に、シートの折り畳み領域が適用するように、使用者の顔に適用する。ある実施例
では、使用者は、治療デバイス２００を参照して、上に説明するように、類似の態様で彼
・彼女の頭に眼押圧を連結することができる。更に、特に、ある実施例では、彼・彼女の
頭に眼押圧を当てる前に、例えば、治療部材の潜在的熱エネルギーを増すための眼押圧シ
ステムを操作することができる。他の例では、彼・彼女の頭に眼押圧を適用している間に
、治療部材を操作することによって、例えば、治療部材の潜在的熱エネルギーを増すため
の眼押圧システムを同じく操作することができる。実施例を目的として、使用者は、図３
６、３７を参照して、上に説明するのと類似の態様において、治療部材に熱エネルギーを
加えるためにマイクロウェーブ・オーブンに、少なくとも、治療部材を入れることができ
る。治療部材に移された好ましい熱エネルギー量でもって、使用者は、彼・彼女の顔にシ
ートを接触するように置いて、シートの非折り畳み領域が、実質的に、目と整列するよう
に彼・彼女の頭に眼押圧システムを連結するために、例えば、連結部などを操作すること
ができる。したがって、熱エネルギーは、治療デバイス２００を参照して、上に説明する
ような類似の態様で、使用者の目の部位に眼押圧システムから移動することができる。
【０１５７】
　いろいろな実施例を上に説明するが、単に例を目的として表わすものであって、これら
に制限するものではないと理解するべきである。上に説明する方法は、ある順序で起きる
出来事を示しているが、ある出来事の順序は変更することができる。更に、ある出来事は
、上に説明するように、連続的に実施するのと同様に、可能な場合、同時並行的に実施す
ることもできる。
【０１５８】
　上に説明する図式そしてあるいは実施例は、ある方向又は位置に配置されたある要素を
示しているが、要素の配置は変更することができる。同じように、上に説明した方法そし
てあるいは出来事は、ある順序で起きる出来事そしてあるいは手続きを示しているが、あ
る出来事そしてあるいは手続きの順序は変更することができる。実施例は、特に示されて
、説明されているが、形式及び詳細においていろいろな変化がなされてもよいと理解する
。
【０１５９】
　いろいろな実施例が、特別な特徴そしてあるいは要素の組み合わせを有すると説明する
が、他の実施例では、上に議論したように任意の実施例からの任意の特徴そしてあるいは
要素を有することができる。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月26日(2015.11.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人・使用者の目の部位上に配置できる変形可能なフレーム、前記変形可能なフレームが
後面及び前面を含み、及び、第二フレーム部分に中央の橋で繋がる第一フレーム部分、前
記後面が熱的調節可能な治療部材に連結できるように構成された取付点を含み；
　ストラップ組立部、前記ストラップ組立部が第一Ｖ字型部分組立部及び第二Ｖ字型部分
組立部を含み、前記第一Ｖ字型部分組立部が弾性を有する第一上部連結部材及び弾性を有
する第一下部部材を含み、前記第一上部連結部材が前記第一フレーム部分の上部側面部に
回転可能にして連結するように構成された内側末端部分を有し；及び、外側末端部、前記
第一下部部材が前記第一フレーム部分の下部側面部分に連結するように構成された内側末
端部及び第一位置に連結するように構成された外側末端部分を有し、前記第一位置が第一
上部連結部材上に配置され、前記第一上部連結部材及び前記第一下部部材が前記第一位置
に位置する第一頂点を形成し；前記第一下部部材の弾性は実質的に第一上部連結部材の弾
性よりも大きく、
　第二Ｖ字型部分組立部が弾性を有する第二上部連結部材及び弾性を有する第二下部部材
を含み、第二上部連結部材が第二フレーム部分の上部側面部と外側末端部分に回転可能に
して連結するように構成された内側末端部分を有し、及び、外側末端部分、第二下部部材
が、第二フレーム部分の下部側面部に連結するように構成された内側末端部分及び第二位
置に連結するように構成された外側末端を有し、第二位置が第二上部部材上に配置され、
前記第二上部連結部材及び前記第二下部部材が第二位置に位置する第二頂点を形成し、前
記第二下部部材の弾性は実質的に前記第二上部連結部材の弾性よりも大きく、
　更に、前記組立部が内側末端と外側末端を有する第一連結ストラップからなる連結スト
ラップ部分組立部と、前記第一上部連結部材の外側末端に繋がっている前記第一連結スト
ラップの内側末端、及び、内側末端と外側末端を有する第二連結ストラップと、前記第二
上部連結部材の外側末端に繋がっている第二弾性連結ストラップの内側末端からなり、第
一及び第二連結ストラップの外側末端が組立品の使用者の頭の後で互いに連結するよう構
成されていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記変形可能なフレームが使用者の目の部位上に配置され、前記連結ストラップが使用
者の頭の周りに巻かれる場合、前記第一位置及び前記第二位置がそれぞれ第一及び第二連
結ストラップの内側末端に位置することを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記第一フレーム部分が第一断面領域を有する上部側部領域及び第二断面領域を有する
下部側部領域を含み、さらに前記第二フレーム部分が、第三断面領域を有する上部側部領
域及び第四断面領域を有する下部側部領域を含み、前記第一断面領域が前記第二断面領域
の８０％未満、前記第三断面領域は前記第四断面領域の８０％未満であって、前記変形可
能なフレームの側部部分がさもなければ、前記上部側部材領域は実質的に上部側部領域よ
りも狭い断面積を有するように構成されない実施例の結果となるよりもより大きな外側又
は凸曲げを受けるであろうことを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記第一フレーム部分が第一剛性を有する上部側部領域及び第二剛性を有する下部側部
領域を含み、前記第二フレーム部分が第三剛性を有する上部側部領域及び第四剛性を有す
る下部側部領域を含み、前記第一剛性及び前記第三剛性が前記第二剛性及び前記第四剛性
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よりも実質的に大きいように構成される装置であることを特徴とする請求項１記載の装置
。
【請求項５】
　前記フレーム後面の前記取付け具がスナップ取付け具である装置であって、
　更に、前記変形可能なフレームの前記後面上の前記スナップ取付け具に可逆的に連結す
るような構成のスナップ取付け具を含む前記熱調節可能な治療部材、第一半径を有するキ
ャップ及び第二半径を有する雄又は雌取付部分を含む前記温度調節可能な前記治療部材の
前記スナップ取付け具を含み、前記第一半径と前記第二半径との比が１．２以上であるこ
とを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記変形可能なフレーム後面の前記取付け具がスナップ取付け具である装置であって、
　更に、前記熱調節可能な治療部材が前記変形可能なフレームの前記後面上の前記スナッ
プ取付け具に可逆的に連結するような構成のスナップ取付け具を含む前記熱調節可能な治
療部材であって、第一半径を有するキャップ及び第二半径を有する突起部材を含む前記温
度調節可能な前記治療部材の前記スナップ取付け具を含み、前記第一半径と前記第二半径
との比が５．４以上であることと特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項７】
　更に、第一ローブ及び第二ローブを有する絶縁部分含み、前記第一ローブが第一リーフ
レット及び第二リーフレットを分けるような構成のスリットを規定し、前記第一リーフレ
ット及び前記第二リーフレットがそれぞれ遠位末端を有し、前記第二ローブが前記第二ロ
ーブを第三リーフレット及び第四リーフレットを分けるような構成のスリットを規定し、
前記第三リーフレット及び前記第四リーフレットがそれぞれ遠位末端を有し、前記第一リ
ーフレット及び前記第二リーフレットの遠位末端が前記変形可能なフレームに連結される
場合に、前記第一ローブが凸テント形に変形するように構成され、前記第三リーフレット
及び前記第四リーフレットの遠位末端が前記変形可能なフレームに連結される場合に、前
記第二ローブが凸テント形に変形するように構成されていることを特徴とする請求項１記
載の装置。
【請求項８】
　更に、前記変形可能なフレームに取り付けられていない場合に第一構造を有し、変形可
能なフレームに取り付けられた場合に第二構造を有する絶縁部を含み、実質的に並行及び
二次元である前面及び後面であるような前記第一構造である場合、前記絶縁部は実質的に
平ら又は平面であって、第二構造である場合前記絶縁部は二つの凸部を形成し、装置が使
用者の目の部位に当てられる場合、実質的に使用者の目の前面に位置するように各凸部が
構成されていることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項９】
　前記変形可能なフレームが前記第一フレーム部分の上部側面部分に前記第一上部連結部
材を取り付けるような構成の第一取付点、及び使用者の目の部位上に前記変形可能なフレ
ームが配置されていない場合、第二フレーム部分の上部側面部分に第二上部連結部材を取
り付けるような構成の第二取付点を含み、第一構造を有する装置であって、前記第一取付
点と前記第二取付点を通過する第一参照軸が第一上部連結部材を縦に二つに切断する第二
参照軸とで第一連結部材角度を規定し、更にそのような構成の前記装置であって、前記装
置が目の部位に当てられた場合に第二連結部材角度を有する第二構造を有し、前記第二連
結部材角度が前記第一連結部材角度よりも大きいことを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項１０】
　前記装置が第一構造である場合、前記第一及び前記第二連結ストラップが実質的に前記
装置が前記第二構造にある場合よりもより前方位置にあることを特徴とする請求項９記載
の装置。
【請求項１１】
　前記変形可能なフレームが、前記変形可能なフレームの側部部分によって形成され、前
記変形可能なフレームの後面に沿って測定される凸屈曲の角度を含み、前記装置が使用者
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の目の部位に当てられる場合に、前記フレームが第一構造から第二構造に変化する構成で
あって、前記装置が前記第二構造である場合の前記凸屈曲の角度は前記装置が前記第一構
造である場合の前記凸屈曲の角度より小さく、前記変形可能なフレームが使用者の目の部
位上に置かれる場合、前記装置が前記第二構造である場合に前記凸屈曲の角度が１６０度
未満であることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項１２】
　前記装置が使用者の目の部位に当てられる場合及び前記第一及び第二連結ストラップが
使用者の頭部の後に巻かれる場合、前記第一上部連結部材が前記第一フレームの上側部分
に支点を有するレバーとして働き、上部後方方向に前記第一下部部材上に力を働かせ、前
記第二上部連結部材が前記第二フレームの上側部分に支点を有するレバーとして働き、上
部後方方向に前記第一下部部材上に力を働かせることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項１３】
　前記第一及び第二連結ストラップが実質的に弾力性があり、前記第一連結ストラップが
第一連結部及び第一末端部を有し、前記第一連結部は第一上部連結部材の外側末端に連結
するような構成であり、前記第一連結部が第一幅を有し、前記第一末端部が第二幅を有し
、前記第二連結ストラップが第二連結部及び第二末端部を有し、前記第二連結部が第二上
部連結部材の外側末端に連結するような構成であり、前記第二連結部が第三幅を有し、前
記第二末端部が第四幅を有し、前記第二幅が前記第一幅よりも少なくとも３０％以上大き
く、前記第四幅が前記第三幅よりも少なくとも３０％大きく、前記変形可能なフレームが
使用者の目の部位に当てられた場合、前記第一上部連結部材の外側末端部が使用者の第一
耳の中間点の前方に位置し、前記第二上部連結部材の外側末端部が使用者の第二耳の中間
点の前方に位置していることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項１４】
　前記連結ストラップ部分組立部が突起部を有する第一密封部材及び突起部を有する第二
密封部材を含み、前記第一連結ストラップと前記第二連結ストラップが互いに一組の開口
部を規定し、前記第一連結ストラップが前記第一上部連結部材によって規定されたスロッ
トを通るような構成及び前記第一上部連結部材の一部の周りに折り畳まれるような構成で
あり、第一連結ストラップの一組の開口部から第一開口部及び第二開口部が実質的に共軸
的に整列され、前記第一密封部材の突起から突起を受け取るような構成であり、前記第二
連結ストラップが前記第二上部連結部材によって規定されるスロットを通るような構成及
び前記第二上部連結部材の一部の周りに折り畳まれるような構成であり、前記第二連結ス
トラップの一組の開口部から第一開口部及び第二開口部が実質的に共軸的に整列され、第
二密封部材の突起から突起を受け取るような構成であることを特徴とする請求項１記載の
装置。
【請求項１５】
　水分を含む複数の使い捨て不織布シートと、前記シートの全長に沿って延びる上部折り
畳み領域を規定する上部折り畳み、前記シートの全長に沿って延びる下部折り畳み領域を
規定する下部折り畳み、及び前記上部折り畳み領域と前記下部折り畳み領域との間の領域
を有する各シートと、熱押圧組立部を有する治療部材上に使用するための構成であり、前
記シートが少なくとも１０ｃｍの高さと少なくとも１８ｃｍの幅を有する周辺を規定し、
前記上部折り畳み領域と前記下部折り畳み領域との間の領域が単層のシート材料を含有し
、前記上部折り畳み領域と前記下部折り畳み領域との間の領域の高さが周辺の高さの少な
くとも２０％であり、開口部を規定する表面を有する包装中の積み重ね連結内の任意の一
シートの二つの折り畳み領域の何れもが積み重ね内の任意の他のシートのいずれかの折り
畳み領域のどれとも互いに連結しないような構成の積み重ね中の複数の水分を含む使い捨
て不織布シートを入れる段階において、開口部が上部折り畳み領域又は積み重ね中の最も
上のシートの下部折り畳み領域の端を露呈するように構成するように製造する段階からな
る方法。
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