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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁放射源によって発生させた電磁放射を皮膚の目標領域内の少なくとも１つの照射領
域に指向するように構成された第１の設備であって、前記照射領域が前記第１の設備に対
応する位置に位置決めされ、かつ電磁放射が、表皮組織の全深さを通して皮膚の表面から
真皮組織内の少なくとも特定の深さへと、照射領域の表皮組織と真皮組織に熱的損傷およ
び／または組織アブレーションの少なくとも１つを引き起こすよう適合される第１の設備
と、
　前記第１の設備が所定領域の空間的に隔てられた複数の個々の照射領域を狙うように、
前記第１の設備を制御するよう適合された第２の設備であって、特に、全体的な目標領域
の処置の完了の際に、損傷されない、アブレーションされない、および／または照射され
ない、のうち少なくとも１つである、少なくとも１つのさらなる皮膚部分によって、少な
くとも２つのすぐ隣接する照射領域がお互いに分離されるよう、さらに適合された第２の
設備と
　を有することを特徴とする皮膚の目標領域に電磁放射を供給するための装置。
【請求項２】
　前記電磁放射源がアブレーション型レーザである請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記電磁放射源がダイオードレーザ、ファイバレーザ、固体レーザ、および／またはガ
スレーザーのうち少なくとも１つである請求項１に記載の装置。
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【請求項４】
　筐体設備であって、前記筐体設備の側壁に形成された開口を備えた筐体設備をさらに有
し、前記筐体設備が電磁放射源、送出モジュール、及び移動手段を含む請求項１に記載の
装置。
【請求項５】
　前記開口に位置決めされた透明板をさらに有し、前記透明板が前記筐体設備を密閉する
請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記電磁放射が特定の波長を有する請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記透明板が特定の波長における所定量の電磁放射を吸収する請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記透明板が皮膚の目標領域に美学的な影響を与えるために冷却される請求項５に記載
の装置。
【請求項９】
　前記透明板が、最小で３７℃、最大でマイナス２０℃まで冷却されるよう適合される請
求項５に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１の設備がビームコリメータを含む請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１の設備が光学部品を含む請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　空間的に隔てられた複数の個々の照射領域の皮膚の真皮組織が、その所定の深さまで熱
的に損傷される、および／またはアブレーションされる、のうち少なくとも１つである請
求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　空間的に隔てられた複数の個々の照射領域が、最小で目標領域の５パーセント、最大で
目標領域の６０パーセントにわたる請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　空間的に隔てられた複数の個々の照射領域のそれぞれの間の平均距離は最小で１０μｍ
、最大で２０００μｍである請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　空間的に隔てられた複数の個々の照射領域のそれぞれが約０．１ｍｍの直径を有する請
求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　空間的に隔てられた複数の個々の照射領域のそれぞれが最小で１μｍ、最大で５００μ
ｍの最小寸法の横方向直径を有する請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１の設備と皮膚の目標領域との間に配置された光学的に透明なプレートをさらに
有する請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記光学的に透明なプレートが冷却される請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記光学的に透明なプレートが最小で３７℃、最大でマイナス２０℃まで冷却される請
求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　空間的に隔てられた複数の個々の照射領域の第１のものが、空間的に隔てられた複数の
個々の照射領域の第２のものと隔てられる請求項１に記載の装置。
【請求項２１】
　空間的に隔てられた複数の個々の照射領域の第１のものが、第１セットのパラメータに
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関連する電磁放射にさらされ、空間的に隔てられた複数の個々の照射領域の第２のものが
、第２セットのパラメータに関連する電磁放射にさらされる請求項１に記載の装置。
【請求項２２】
　２つの隣接する個々の照射領域の間の少なくとも１つのさらなる皮膚部分の幅が、最小
で約１２５μｍの間にある請求項１に記載の装置。
【請求項２３】
　２つの隣接する個々の照射領域の間の少なくとも１つのさらなる皮膚部分の幅が、最大
で約５００μｍの間にある請求項１に記載の装置。
【請求項２４】
　１平方センチメートルの目標面積中における少なくとも１００の個々の照射領域の少な
くとも１つのものが、少なくとも１００の個々の照射領域の少なくとも１つの他のものと
、少なくとも１つのさらなる皮膚部分によって隔てられる請求項１に記載の装置。
【請求項２５】
　１平方センチメートルの目標面積中における少なくとも１０００の個々の照射領域の少
なくとも１つのものが、少なくとも１０００の個々の照射領域の少なくとも１つの他のも
のと、少なくとも１つのさらなる皮膚部分によって隔てられる請求項１に記載の装置。
【請求項２６】
　前記電磁放射源がパルスレーザである請求項１に記載の装置。
【請求項２７】
　１平方センチメートルの目標面積中における少なくとも１００の個々の照射領域の各々
のものが、少なくとも１００の個々の照射領域の各々のものと、少なくとも１つのさらな
る皮膚部分によって隔てられる請求項１に記載の装置。
【請求項２８】
　空間的に隔てられた複数の個々の照射領域が、最小で目標領域の５パーセント、最大で
目標領域の６０パーセントにわたる請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚科的処置のために電磁放射を使用する方法と装置に関わり、さらに詳細
には、皮膚科的処置のための皮膚表面の目標領域であって、その皮膚表面が要求される処
置の目的の作用または副作用として表皮及び真皮の部分を含むような領域を消耗させ、ま
たは損傷を与えるために光放射を使用する方法及び装置に関する。本願は、２００３年３
月２７日に出願された米国仮特許出願第６０／４５８，７７０号の優先権を主張し、その
開示内容がことごとく参考としてここに取り入れられている。
【背景技術】
【０００２】
　老化、太陽光による日焼け、皮膚病、外傷性影響、および同種のことにより発生されう
る皮膚の問題に対する修復あるいは改善に対する需要が増えてきている。皮膚の熱損傷を
誘発することにより皮膚の問題を改善するのに、電磁放射を使用する多くの処置が使用さ
れてきた。その処置は皮膚の複雑な創傷治癒応答をもたらす。これは傷ついた皮膚の生物
学的修復に通じる。
【０００３】
　近年、この目的を与える様々な技法が導入されてきた。一般に、異なった技法が２つの
グループの処置様式として分類される。即ち、アブレーション（消耗）型レーザ皮膚表面
再形成（「ＬＳＲ」）と、非アブレーション（非消耗）型コラーゲン改造（「ＮＣＲ」）
である。第１のグループの処置様式、即ちＬＳＲは表皮及び／または真皮に熱的損傷を引
き起こす段階を含み、一方、第２のグループ、即ちＮＣＲは表皮の熱的損傷を与えないよ
うに設計されている。
【０００４】
　パルス化されたＣＯ２またはＥｒ：ＹＡＧレーザを有するＬＳＲは、この技術において
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レーザ表面再形成またはアブレーション表面再形成として言及されるが、光による老化し
た皮膚、慢性的に老化した皮膚、瘢痕、表層着色病変、皮膚線条、及び表層皮膚病変の兆
候に対する効果的な処置オプションになるものと考えられる。しかしながら、患者はそれ
ぞれのＬＳＲ処置の後に、処置後最初の十四（１４）日の間に浮腫、滲出、及びヒリヒリ
する不快感を含んだ際立った障害を経験しうる。これらの際立った障害は、多くの患者に
とって容認し難い場合がある。ＬＳＲ手順に関するさらなる問題は、その手順が比較的痛
みを伴い、従って、一般的に、かなりの量の鎮痛剤の投与が必要であるということである
。麻酔薬の注射による局部麻酔の下に比較的小さな領域のＬＳＲを実行できる一方で、比
較的大きな領域のＬＳＲは、全身麻酔、または複数の麻酔薬注射による神経ブロックの後
に実行されることが多い。
【０００５】
　いかなるＬＳＲ処置も、表皮及び／または真皮を含んだ皮膚表面の処置領域への熱的皮
膚損傷を引き起こす。パルス化ＣＯ２レーザを有するＬＳＲ処置は特に攻撃的であり、表
皮及び少なくとも表層の真皮への熱的皮膚損傷を引き起こす。ＣＯ２レーザを使用するＬ
ＳＲ処置に続いて、持続する紅斑、色素沈着過度、低色素沈着、瘢痕、及び感染（例えば
単純疱疹ウイルスへの感染）を含む合併症が高発生率で起こる可能性がある。Ｅｒ：ＹＡ
Ｇレーザを有するＬＳＲ処置は、パルス化Ｅｒ：ＹＡＧレーザのより少ない透過深度のた
めに、ＣＯ２レーザに比してより緩慢な代替手段として導入されてきた。Ｅｒ：ＹＡＧレ
ーザの使用は、皮膚の目標領域の残りの組織中により薄い区域の熱的損傷を引き起こす。
しかしながら、Ｅｒ：ＹＡＧレーザを使ったＬＳＲは、処置後の初期の数日中に、ＣＯ２

レーザを使ったＬＳＲによるものと同様の副作用を発生させる。
【０００６】
　ＣＯ２レーザまたはＥｒ：ＹＡＧレーザを使用するＬＳＲの限界は、アブレーション型
レーザの表面再形成が、一般に、色黒の肌の色をもった患者に実行できないということで
ある。着色した表皮組織の除去は、色黒の肌の色をもつ患者に対し美容的に深刻な醜態を
もたらす場合があり、それは、数週間から数年間も持続する可能性があり、このことは、
ほとんどの患者及び医師に容認できないと考えられる。ＬＳＲの他の限界は、顔面表面以
外の領域でのアブレーション型表面再形成が、一般的に、より高い瘢痕発生の危険性を有
するということである。顔面以外の領域中における皮膚損傷からの回復はあまり効果的で
はないので、顔面以外の領域におけるＬＳＲ手順は、容認できない瘢痕形成の増加させる
ことになる。
【０００７】
　ＬＳＲ手順に関連する問題を克服しようとする中で、ＮＣＲ技法のグループが現出した
。これらの技法は、非アブレーション型表面再形成、非アブレーション型部分的表面仕上
、または非アブレーション型皮膚改造と、当技術分野で様々に呼ばれている。一般的に、
ＮＣＲ技法は真皮組織を損傷するのに非アブレーション型レーザ、フラッシュランプ、ま
たは無線周波数電流を利用し、一方で表皮組織に対する損傷を与えないようにする。ＮＣ
Ｒの技法の背景にある概念は、真皮組織だけの熱的損傷が生物学的修復及び新しい真皮の
コラーゲン生成をもたらすような創傷の治癒を引き起こすものと考えられるということで
ある。このタイプの創傷の治癒は、構造破壊に関係する光老化の減少をもたらすことがで
きる。ＮＣＲ技法において表皮の損傷を回避することは、副作用に関わる処置の厳格さ及
び処置期間を減少させる。特に、その手順の後に来る滲出、角質化、色素変化、及び表皮
障壁機能の長引く損失による感染の発生は、ＮＣＲ技法を使用することによって通常は避
けることができる。
【０００８】
　現在、表皮に損傷を与えずに、真皮に損傷を与えるための非アブレーション型レーザを
使用するのに、様々な戦略が適用されている。ＮＣＲ手順で使用される非アブレーション
型レーザは、ＬＳＲ手順で使用されるアブレーション型レーザと比べて、より深い真皮へ
の透過深度を有する。近赤外スペクトルの波長が使用できる。これらの波長は、表面に非
常によく吸収されるアブレーション型Ｅｒ：ＹＡＧレーザ及びＣＯ２レーザよりも深い透
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過深度を、非アブレーション型レーザにもたせる。真皮の損傷は、適切な波長と表層の皮
膚の冷却を組み合わせることによって、あるいは、表層の皮膚の冷却と組み合わせた高開
口数の光学部品を用いて真皮にレーザ焦点を合わせることによって、達成される。これら
の技法により表皮損傷の回避を助けることができることが示されたが、これらの技法の顕
著な障害の１つはその限られた効力である。ＮＣＲ技法を用いた処置の後における光老化
した皮膚または損傷の改善は、ＬＳＲアブレーション型の技法を用いた時に見られる改善
よりもかなり小さい。複数の処置の後にさえ、臨床的改善が、患者の期待には遥かに及ば
ないことがしばしばである。さらに、臨床的改善は、通常は、一連の処置手順の後、数カ
月遅れる。
【０００９】
　ＮＣＲ手順の他の限界は、安全で有効な皮膚科的異状の処置のための許容できる処置パ
ラメータの幅に関連する。一般に、ＮＣＲ手順はレーザエネルギーと冷却パラメータの最
適な組み合わせに依存し、それらは、比較的大きな量の組織の過熱に起因する治療学的な
効果、あるいは瘢痕形成のいずれかにつながる皮膚内の望まれない温度分布をもたらす可
能性がある。
【００１０】
　非アブレーション型手順のさらに他の問題は表皮に損傷を与えないことに関連する。表
皮に損傷を与えないことは、表皮の完全な除去に関わる副作用を低減するために有利であ
るが、ＮＣＲ手順のいくつかの適用は表皮構造の少なくとも部分的な除去の利益を得るこ
とができる。例えば、光に誘起される皮膚老化は、真皮の交代によってのみならず、表皮
の交代によっても明白となる。
【００１１】
　アブレーション型及び非アブレーション型の双方の表面再形成におけるさらなる問題は
、創傷治癒応答における角質細胞の役割が充分に利用されないということである。角質細
胞が損傷された時、角質細胞はサイトカインの放出によって創傷治癒応答における活発な
役割を果たす。伝統的なアブレーション型表面再形成手順では、表皮とともに皮膚から角
質細胞が除去され、そして治癒過程からそれらが完全に除去される。これに対し、伝統的
な非アブレーション型手順では、表皮に位置している角質細胞は損傷されておらず、従っ
て、それらは治癒過程を助長するサイトカインを放出しない。
【００１２】
　現在使用される全てのＬＳＲ技法及びＮＣＲ技法に関わる他の重要な問題は、処置した
部位に対応する炎症(inflammation)、色素沈着(pigmentation)、または肉質変化(texture
 change)に起因して、処置の後の目に見えるスポット及び／またはエッジが現出すること
である。ＬＳＲ及びＮＣＲのための装置は、巨視的な（容易に見ることができる）照射領
域を作る。例えば、通常は、レーザ照射スポット径は約１から１０ｍｍで変化し、ＮＣＲ
照射スポット径は約３から５０ｍｍで変化する。入射パルス光源装置などのいくつかの装
置は、皮膚上に長方形の出力パターンによる「箱形」の皮膚応答を残す。処置後に何日間
かあるいは何年も残るもので、ミリメートルサイズからセンチメートルサイズの程度にま
で及ぶ赤や茶色や白の領域として容易にわかるような、そんなスポットや箱形のパターン
を、患者は嫌がる。
【００１３】
　従って、皮膚科的異状に対する安全で効果的な処置と、内部手続き上の不快、手順の後
に起こる不快で長期にわたる治癒時間、及び手順の後に起こる感染などの副作用を最小化
することと、を組み合わせる手順及び装置を提供することが必要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、本発明の一つの目的は、皮膚科的異状の改善のための安全で効果的な処置と、
副作用を最小にすることとを組み合わせる装置及び方法を提供することである。本発明の
他の目的は、皮膚の目標領域の小部分のみへの熱的皮膚損傷を起こす装置及び方法を提供



(6) JP 4769580 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　これら及び他の目的は、照射にさらされる目標領域の部分を覆う本発明による装置及び
方法の模範的な実施形態によって達成できる。模範的な装置は、電磁放射から皮膚の目標
領域の少なくとも一部分を覆うよう構成される少なくとも１つのシールド部材を含むこと
ができ、その状況で、シールド部材は、電磁放射の最小量が電磁放射源に向かって反射さ
れるように形成される。
【００１６】
　本発明の他の好都合な実施形態では、電磁放射は、電磁放射源によって発生でき、従っ
て、電磁放射が皮膚の目標領域に適用されることとなる。そして皮膚の目標領域の少なく
とも一部分が、マスクを使用して電磁放射から覆われる。
【００１７】
　本発明のさらに他の好都合な実施形態では、皮膚科的状況を処置するための装置及び方
法が提供される。具体的には、送出及び移動モジュールが利用される。送出モジュールは
、電磁放射源によって皮膚の目標領域内の所定領域に発生する電磁放射を指向するように
構成され、その状況で、所定領域が送出モジュールに対応する位置に位置付けられ、また
、電磁放射が、皮膚の目標領域内の所定領域の表皮組織及び真皮組織に熱的損傷を引き起
こすよう適合される。移動手段は、送出モジュールが所定領域の空間的に隔てられた複数
の個々の照射領域を狙うように、送出モジュールを動かすことができる。
【００１８】
　本発明のさらに他の好都合な実施形態では、皮膚の目標領域の第１の個々の照射領域に
電磁放射を適用できる。そして、皮膚の目標領域の第２の個々の照射領域、即ち皮膚の非
照射部分によって第１の個々の照射領域から分離される領域に、電磁放射を適用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明及びその利点をさらに完全に理解するために、ここでは［図面の簡単な説明］が
参照され、同説明が添付図面に関連して取りこまれる。図面中では、同じ参照番号及び文
字は、特に別途記述しなければ、示された実施形態の特徴、要素、部材、または部分とし
て表すのに用いられる。さらに、本発明では図面に関してこの明細書で詳細に説明するが
、例示された実施形態に関してもそのようにされる。
【００２０】
　図１Ａ～図９は皮膚の目標領域の部分的な表面再形成のための方法及び装置の、様々な
実施形態を示す。一般に、模範的方法及び装置は、様々なパターンによって定義された患
者の皮膚に電磁放射を送出し、そして、そのようなパターンに対応した皮膚表面の熱損傷
や、狙っている皮膚の表面領域の小部分のみを含んだ皮膚表面の熱損傷を引き起こす。こ
のような技法は、アブレーション型表面再形成手順の効力と、非アブレーション型手順の
最小の副作用とを結合する。所定のパターンでの皮膚への電磁放射送出は、皮膚表面の覆
われた部分を電磁放射から保護するために皮膚表面の目標領域の部分を覆うことによるか
、または、表層の熱的皮膚損傷に影響する特定パターンを生成するために皮膚表面に亘っ
て様々な手段で走査される比較的小さい直径の光ビームを利用することにより、達成され
る。
【００２１】
　部分的な表面再形成は、皮膚を改善する処置として実行され、保護された皮膚組織の領
域が介在した皮膚組織の複数の小さな（一般に１ｍｍ未満の）個々の照射領域における、
制御された消耗、除去、破壊、損傷または刺激として定義される。個々の照射領域は、楕
円形、円形、弧状及び／または直線状の形状が可能である。部分的な表面再形成の空間的
スケールは、巨視的スケールにおける様々なスポットまたは箱形の外観を避けるために選
択されるが、複数の狭い領域は最小の刺激より大きく露出できるので、依然効果的な処置
を提供する。例えば、０．２ｍｍの非影響部分を残し、皮膚に０．５ｍｍ深さまで広がる
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ような、何千もの０．１ｍｍ直径の個々の照射領域の除去または光熱破壊は、よく受け入
れられており、見かけのスポットがなく、速やかな治癒を伴って光老化の有効な改善を実
現する。個々の照射領域間の影響のない皮膚は急速に創傷治癒応答を開始し、それは従来
のＬＳＲより一層受け入れられる。
【００２２】
　本発明の模範的な部分的表面再形成手順の際、目標領域のある部分は無傷のままで残っ
ており、その結果角質細胞とメラノサイトが維持され、それらが無傷の細胞の蓄積として
機能し、上皮再形成を促進する。この手順は、伝統的な表面再形成手順とは異なっている
ので、目標領域の全体が損傷される。一般に、伝統的な表面再形成手順においては、上皮
再形成(reepithelialization)は無傷の濾胞上皮(follicular epithelium)の深さから開始
される。伝統的な手順は上皮全体を取り除くので、上皮再形成の時間に対する重要な因子
は濾胞(follicle)の密度である。被験者の顔のうぶ毛密度（４３９本の毛／平方センチメ
ートル）は、被験者の背中のそれ（８５本の毛／平方センチメートル）よりかなり高い。
従って、一般に、被験者の顔は、低い毛の密度を有する他の身体領域と比較して、より多
く、そしてより速く上皮再形成を経験することになる。
【００２３】
　現在では、黒色着色した皮膚の表面再形成は、長引く再色素沈着過程のためにあまり頻
繁に実行されない。部分的な表面再形成の技法は再色素沈着過程を改善するが、メラノサ
イトはあまり移動しない。皮膚の目標領域のある部分を保護することによって、メラノサ
イトの移動距離は減少でき、その結果、再色素沈着時間を短縮し、全ての皮膚の表面再形
成を起こさせることが可能になる。
【００２４】
　図１Ａ～図１Ｃは、電磁放射（「ＥＭＲ」）を使用して様々な皮膚科的処置を実行し、
また本発明によるマスクを使用することによって目標領域の皮膚損傷の表層パターンを生
じさせる、部分的な表面再形成システム１００の第１の模範的な実施形態の段階的な使用
状況を示す。システム１００は、コラーゲン改造、望まれない色素または入れ墨の除去、
及び／または、他の皮膚科的適用に使用できる。図１Ａ～図１Ｃに示すように、システム
１００はケース１０１、コントロールモジュール１０２、ＥＭＲ源１０４、送出光学系１
０６、及びマスク１０８を含んでいる。ケース１０１は、コントロールモジュール１０２
、ＥＭＲ源１０４、及び送出光学系１０６を含んでいる。ケース１０１の側壁を介して開
口部が提供される。マスク１０８は、ケース１０１の側壁を介して形成された開口部に位
置決めされている。ケース１０１の開口部にマスク１０８を位置決めすることによって、
送出光学系１０６から放たれたＥＭＲの焦点距離は固定され、マスク１０８の側面に影響
を与えて、部分的アブレーションシステム１００の操作者を傷つけることのないように構
成できる。コントロールモジュール１０２はＥＭＲ源１０４と連結され、次いで送出光学
系１０６に作動するよう連結される。
【００２５】
　本発明の一つの模範的変形では、コントロールモジュール１０２はＥＭＲ源１０４と無
線通信させることができる。他の変形では、コントロールモジュール１０２はＥＭＲ源１
０４と有線通信させることができる。本発明の他の模範的変形では、コントロールモジュ
ール１０２はケース１０１の外に配置できる。他の変形では、ＥＭＲ源１０４はケース１
０１の外に配置できる。さらに他の変形では、コントロールモジュール１０２とＥＭＲ源
１０４はケース１０１の外に配置できる。また、マスク１０８がケース１０１に接触しな
いようにすることも可能である。
【００２６】
　コントロールモジュール１０２はＥＭＲ源１０４に用途特定の設定を提供する。ＥＭＲ
源１０４は、これらの設定を受け取り、これらの設定に基づくＥＭＲを発生させる。ＥＭ
Ｒの波長、皮膚に送出されるエネルギー、皮膚に送出される出力、各ＥＭＲパルスのパル
ス持続時間、皮膚に送出されるＥＭＲのフルエンス(fluence)、ＥＭＲパルスの数、個々
のＥＭＲパルス間の遅延、ＥＭＲのビームプロファイル、及びＥＭＲにさらされるマスク
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の領域サイズを、この設定によって制御できる。ＥＭＲ源１０４により供給されるエネル
ギーは、送出光学系１０６によってマスク１０８に集束され、平行化され、及び／または
、指向されるような光放射でありうる。マスク１０８は、患者の皮膚の目標領域に配置す
ることができて、皮膚の目標領域に損傷パターンを、０．１％から９０％の充填率の範囲
で提供できる。この充填率は、ＥＭＲ源１０６から放たれたＥＭＲにさらされる目標領域
の比率である。
【００２７】
　一つの模範的な実施形態にでは、ＥＭＲ源１０６は、レーザ、フラッシュランプ、タン
グステン電球、ダイオード、ダイオードアレイ、及びそれらと同様のものの１つである。
他の模範的な実施形態では、ＥＭＲ源１０６はＣＯ２レーザ、及びＥｒ：ＹＡＧレーザの
一つである。
【００２８】
　皮膚科的処置での使用に先立って、図１Ａに示されるシステム１００はユーザによって
構成できる。例えば、ユーザは、特定の手順に対して使用可能な特定の設定を指定するた
めにコントロールモジュール１０２と連係できる。ＥＭＲの波長、皮膚に送出されるエネ
ルギー、皮膚に送出される出力、各ＥＭＲパルスのパルス持続時間、皮膚に送出されるＥ
ＭＲのフルエンス(fluence)、ＥＭＲパルスの数、個々のＥＭＲパルス間の遅延、ＥＭＲ
のビームプロファイル、及びＥＭＲにさらされるマスクの領域サイズを、ユーザによって
指定できる。ＥＭＲ源１０４は、平行化され、４００から１１０００ｎｍまでの範囲の波
長を有するパルス状ＥＭＲ放射を発生するように設定でき、望ましくは、Ｅｒ：ＹＡＧレ
ーザをＥＭＲ源として使用する際には約３．０μｍ、ＣＯ２レーザをＥＭＲ源として使用
する際には約１０．６μｍに設定できる。平行化されたパルス状ＥＭＲ放射は、１μｓか
ら１０ｓの範囲、望ましくは１００μｓから１００ｍｓの範囲、さらに望ましくは０．１
ｍｓから１０ｍｓの範囲のパルス持続時間を有するように適用可能で、０．０１から１０
０Ｊ／ｃｍ２までの範囲、望ましくは１から１０Ｊ／ｃｍ２までの範囲のフルエンスを有
するように適用できる。適用されるＥＭＲは、表皮１１０及び／または真皮１１２に熱的
損傷を引き起こすのに十分な皮膚の照射部に、少なくとも温度上昇を成しうるべきもので
ある。照射される組織に熱的損傷を引き起こすのに十分なピーク温度は時間に依存し、ま
た少なくとも４５℃から１００℃の範囲にある。０．１ｍｓから１０ｍｓまでの時間範囲
に対し、熱的損傷を引き起こすのに要求される最小の温度上昇は、約６０℃から１００℃
の範囲にある。熱的損傷の深さは、波長、１パルス当たりのフルエンス、及びパルスの数
の適切な選択によって調整できる。
【００２９】
　皮膚科的処置の間、図１Ｂに示されるように、システム１００は皮膚１１４の目標領域
に指向されるＥＭＲ１２０を発生する。適切な影響と照射を作り出すために、ＥＭＲ１２
０は、皮膚１１４の目標領域において複数回のパルスを送ることができる。
【００３０】
　皮膚科的処置が完了した後、皮膚１１４の目標領域は特定の位置で損傷すると思われる
。ＥＭＲ１２０の適用は、表皮組織１１０及び真皮組織１１２における所定の熱的皮膚損
傷１３０を作り出す。熱的皮膚損傷１３０が、表皮組織１１０を通して真皮組織１１２中
に所定深さだけ延びることに注目すべきである。マスク１０８は、熱的皮膚損傷１３０が
作り出される位置において制御される。一般に、熱的皮膚損傷１３０は目標領域の皮膚表
面積の０．１％から９０％の範囲のみを占める。充填率は、皮膚の目標領域の表面積に対
する、ＥＭＲによって熱的に損傷された皮膚の目標領域の表面積の比、と定義される。
【００３１】
　本発明の模範的な実施形態では、熱的皮膚損傷１３０は表皮組織１１０を介して、また
真皮組織１１２全体を介して延びることができる。本発明の他の模範的な実施形態では、
熱的皮膚損傷１３０は主に真皮組織１１２で起こり、そしてわずかな皮膚損傷が表皮組織
１１０で起こりうる。熱的皮膚損傷１３０の微細領域の各々の侵入深さがお互いに異なっ
ているか、あるいはお互いに同一であることが可能である、ということに注目すべきであ
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る。これは、深部の損傷または表層の損傷のいずれか、例えば真皮改造及び色素調整のそ
れぞれのための微細損傷領域の密度を変化させることによって、色素除去または真皮除去
が選択的に調整できるからである。
【００３２】
　図２は本発明によるマスク１０８の第１の模範的な実施形態の平面図を示す。マスク１
０８はシールド構造体を含む。望ましくは、マスク１０８の直径は目標領域の直径より大
きく適合されるべきである。目標領域は、ＥＭＲ源１０４から放たれ平行化されたＥＭＲ
によって狙われた領域として定義され、１～１００ｍｍの範囲の直径、望ましくは５から
２０ｍｍの範囲内とすることができる。現在市販のＣＯ２システム及びＥｒ：ＹＡＧレー
ザシステムの大部分の該直径が、照射領域の直径に適合できる。マスク１０８内のシール
ド構造体２０２の幅は５０～３００μｍの範囲にあるべきである。シールド構造体によっ
て形成されるマスク１０８の開口部の幅は、１０～１０００μｍの範囲にあるべきであり
、また望ましくは５０から３００μｍの範囲にあるべきである。開口部によって露出され
た表面積に対する、シールド構造体２０２によって覆われる面積の、シールド－露出比は
、臨床的効力に作用し、皮膚科的処置の副作用を与える。また、これは皮膚の熱的損傷の
充填率とパターンを決定する。熱的損傷の深さはパルス数、ＥＭＲのフルエンス、及びＥ
ＭＲの波長によって決定される。マスク１０８のシールド－露出比は、異なった皮膚科的
処置、特定の患者のニーズ、特定の患者の指示、皮膚タイプ、及び身体領域に対して変更
する。
【００３３】
　マスク１０８は、マスク１０８のエッジに大きいシールド－露出比を有することができ
、表面再形成された領域のエッジにおける遷移ゾーンを発生させる。この技法は「フェザ
リング(feathering)」と呼ばれる。これは、処置領域と未処置領域の間の巨視的にシャー
プに見える境界区分を回避する。他の好適な実施形態では、従来的に表面再形成された領
域のエッジに大きなシールド－露出比を有し、遷移ゾーンを発生させるようなマスクが、
使用できる。
【００３４】
　望ましくは、マスク１０８の表面は、特定の皮膚科的過程のためにＥＭＲ源１０４によ
り発生する波長において最小量の吸収を有する。そのような吸収はマスク１０８の望まし
くない加熱を減少させることができる。最小量のＥＭＲを吸収させるようにするため、マ
スク１０８に金属材料をコーティングできる。マスク１０８のシールド構造体の設計は、
図３に示すＡ－Ａ断面に示すように、ＥＭＲによって起こされる事故を避けるため、一般
的に、後方反射ＥＭＲを盛り込んだ安全な形状を考慮に入れる。シールド構造体２０２は
、後方反射したＥＭＲの量を最小にするために先の尖がった形状にされる。また、ケース
１０１に接続されるマスク１０８により、送出光学系１０６とマスク１０８の間の距離も
固定されて、その結果、ＥＭＲがマスク１０８のエッジに当たることによってユーザの方
に向かって反射されるかも知れないという可能性を最小にする。さらに、マスク１０８の
微細組織は、望ましくは、送出光学系１０６から放出されるＥＭＲの波長範囲において周
期性を有することができる。この構成は、送出光学系１０６から放出され平行化されたＥ
ＭＲを、高度に散らされたビームに散乱させて、ＥＭＲ関連の事故の危険性を減少させる
ことができる。
【００３５】
　一つの模範的な実施形態では、金、銀、銅材料、またはそれと同様のものによってマス
ク１０８の金属被膜を構成できる。他の模範的な実施形態では、マスク１０８表面の微細
組織は、送出光学系１０６から放出されるＥＭＲの波長範囲において周期性を有すること
ができる。
【００３６】
　マスク１０８は、ＥＭＲ放射によるその照射の間に有効な皮膚の冷却を付与するための
構成を有することができる。皮膚冷却はかなりの麻酔的効果を供給し、ＥＭＲ放射によっ
て導入されるパターンに関連する他の利点を有する。皮膚科的手順の開始に先立って、連
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続したＥＭＲパルスの間に揮発性の薬剤あるいは予め冷却された液体をマスク１０８にス
プレーすることによる手順の間、または、マスク１０８を貫くマイクロチャンネル３０２
（図３に示す）に冷たい液体を導入することによる手順の間に、マスク１０８を冷却する
ことができる。温度上昇に従って金属によるＥＭＲ吸収速度が増加するのに伴い、マスク
１０８を冷却することがマスク１０８によるＥＭＲ吸収速度を減少させるので、そのよう
なマスク１０８の冷却は二次的な利点を有する。
【００３７】
　上述のように皮膚冷却を与えるために、マスク１０８の温度は、３７℃から－２０℃ま
での範囲、また望ましくは１０℃から－４℃の範囲とされるべきである。マスク１０８は
、ＥＭＲ源１０４から放射されたＥＭＲにさらされない皮膚表面の部分の保護と、冷却の
両方を行うことができる。皮膚表面の部分を冷却し保護することに加えて、マスク１０８
により、アブレーション型の手順の間に排出された残骸を除去することが可能となり、そ
の結果、連続したパルスのビーム送出を妨げない。例えば、レーザに照射されない領域、
即ち影響を受ける領域と影響を受ける領域との間に規定される領域は、マスク１０８によ
って冷却される。他の模範的な実施形態では、全領域（即ち、影響される領域と非影響領
域と）は、冷却されて麻酔効果が施され、損傷領域の表層レベルを損傷し過ぎることが低
減される。
【００３８】
　図３は図２のマスク１０８のＡ－Ａ断面を示し、Ａ－Ａ断面は少なくともマスク１０８
のシールド構造体２０２を貫くマイクロチャンネル３０２を示す。冷却剤、例えば液体ま
たは気体のいずれかは、皮膚科的手順の際、これらのマイクロチャンネル３０２を通して
循環でき、その結果、保護された皮膚及びマスク１０８自体から熱を取り除く。
【００３９】
　図４は本発明によるマスク４００の第２の実施形態の平面図を示す。マスク４００はシ
ールド構造体４０２の配置及び設計においてのみマスク１０８と異なっており、マスク４
００の詳細は、他のすべての点において実質的にマスク１０８のものと同様である。シー
ルド構造体４０２は、図５及び図６にそれぞれ示された切断断面Ｂ－Ｂ及びＣ－Ｃに指し
示されるように、筒状形状である。マスク４００のシールド構造体４０２はマイクロチャ
ンネル５０２及び６０２を含んでおり、それらマイクロチャンネルは、マスク４００と皮
膚の目標領域のマスクで覆われた部分を冷却するために冷却液体または冷却気体を運搬す
ることができる。マイクロチャンネル５０２、６０２はシールド構造体４０２の交点で交
差している。
【００４０】
　本発明の模範的な実施形態では、微細構造５０２、６０２はシールド構造体４０２の交
点で交差する必要は必ずしもない。
【００４１】
　本発明の模範的な実施形態では、マスク１０８はアブレーション型マスクである。アブ
レーション型マスクは様々な厚みを有する複数のセクションを含んでいる。手順に先立っ
て、アブレーション型マスクは粘着剤で皮膚に取り付けられる。複数のＥＭＲパルスを有
する手順の間、アブレーション型マスクは消耗され、複数のセクションそれぞれの厚みが
減少され、皮膚の異なった領域が徐々にＥＭＲパルスにさらされる可能性を秘めている。
アブレーション型マスクはポリマー材を含む様々な材料で構成できる。アブレーション型
マスクは、内側にパターンを刻印することによって、容易に作り出すことができる。
【００４２】
　特殊な皮膚科的処置である入れ墨の除去は、さらに詳細に説明されるべきである。入れ
墨の除去はアブレーション型ＥＭＲとマスク１０８との組み合わせで実行できる。特にＣ
Ｏ２レーザ及び／またはＥｒ：ＹＡＧレーザを利用することは、この用途に適切であろう
。この皮膚科的手順の間、目標領域で１０から９０％の範囲、また望ましくは２５から７
０％の範囲の充填率を与えるマスク１０８を用いたアブレーション型ＥＭＲ放射に、入れ
墨をさらすことができる。望ましくは、マスク１０８は圧力下で皮膚に当てられ、その圧
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力は、この手順の間、血流を最小にする。この手順の間に血流を制限することは、血液が
可能性としてＥＭＲ放射を妨げるよりも前に、皮膚表面のより深いところの消耗を可能に
し、その結果、消耗深さを制限する。複数パルスのアブレーション型ＥＭＲ放射は、必要
な消耗深さに達するまで、入れ墨の個々の領域に適用できる。必要な消耗深さは１００μ
ｍから５ｍｍの範囲にできる。この模範的な手順により、マスク１０８によって制御され
る入れ墨の特定の部分を直ちに消耗させることができる。表面の部分だけが消耗されるの
で、傷の回復を高めることができる。
【００４３】
　部分的な表面再形成を利用する入れ墨の除去は、部分的な表面再形成の適用の前後いず
れかに入れ墨の粒子によって優先的に吸収される短パルス化ＥＭＲを使用して増大できる
。短パルス化レーザの適用においては、短時間周期、望ましくは１μｓの持続時間にレー
ザをパルス化できる。このタイプの手順で使用されるＥＭＲ源は、望ましくは、Q－スイ
ッチ・ルビーレーザ、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ、ＫＴＰレーザ、及び／またはアレキサンドラ
イトレーザとすることができる。この手順の目的は、部分的な表面再形成のための消耗に
さらされていない領域内の色素を放出することである。放出された色素粒子は、消耗チャ
ンネル内に排出でき、目標領域に残留する血液、及び／または外部の洗浄薬剤、例えば生
理食塩水によって、この手順後にその領域から洗い流すことができる。必要とされる入れ
墨の撤去が起こるまで、数回のこのような手順が利用できる。
【００４４】
　マスクを使用する部分的な表面再形成に他の手段として、図７Ａ～図７Ｂにその発展的
な使用として示すような、第２の実施形態による部分的な表面再形成システム７００が使
用できる。システム７００は、ケース７０１、コントロールモジュール７０２、電磁放射
（「ＥＭＲ」）源７０４、送出光学系７０６、ｘ－ｙトランスレータ（移動手段）７０８
、及び光学的に透明なプレート７０９を含むことができる。ケース７０１は、コントロー
ルモジュール７０２、ＥＭＲ源７０４、送出光学系７０６、及びトランスレータ７０８を
含むことができる。システム１００でのように、ケース７０１の側壁を介して開口部を形
成できる。光学的に透明なプレート７０９は、ケース７０１の側壁を介して形成される開
口部に位置決めすることができる。ケース７０１の側壁を介して形成された開口部にプレ
ート７０９を位置決めすることは、精巧な移動機構、例えば送出光学系７０６及びトラン
スレータ７０８を含むシステム７００をシールすることになる。コントロールモジュール
７０２は、トランスレータ７０８及びＥＭＲ源７０４と連結され、そしてＥＭＲ源７０４
は送出光学系７０６に作動的に接続される。
【００４５】
　本発明の一つの模範的変形では、コントロールモジュール７０２はケース７０１の外に
配置できる。他の模範的変形では、ＥＭＲ源７０４はケース７０１の外に配置できる。さ
らに他の変形では、コントロールモジュール７０２とＥＭＲ源７０４はケース７０１の外
に配置できる。
【００４６】
　コントロールモジュール７０２はＥＭＲ源７０４に用途特定の設定を提供し、ｘ－ｙト
ランスレータ７０８を制御する。ＥＭＲ源７０４は、これらの設定を受け取り、これらの
設定に基づくＥＭＲを発生させる。発生エネルギーの波長、発生エネルギーの強度、発生
エネルギーのフルエンス(fluence)、皮膚化的手順の持続時間、その手順の間に管理され
るそれぞれのＥＭＲパルスのパルス長、個々の照射領域７１６（図８に示す）の間の空間
的距離、個々の照射領域７１６の形状、個々の照射領域７１６によって定義されたパター
ン、及び目標領域の充填率を、この設定によって制御できる。個々の照射領域７１６に引
き起こされた熱的皮膚損傷が、表皮組織７１０を通して真皮組織７１２中に所定深さだけ
延びることに注目すべきである。ＥＭＲ源７０４はレーザあるいは他の光源とすることが
可能である。ＥＭＲ源７０４によって発生したＥＭＲは、そのＥＭＲ源が送出光学系７０
６の外に配置されているならば、ファイバー、導波管、またはミラーを通して送出するこ
とができる。あるいは、ＥＭＲ源７０４が皮膚７１４の近傍に配置されているならば、Ｅ
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ＭＲ源７０４は送出光学系７０６にＥＭＲを直接供給する。ＥＭＲ源７０４によって発生
したエネルギーは、送出光学系で７０６における合焦点光学系により、図８に示すような
個々の照射領域７１６の一つに対して集束されることができ、及び／または、指向される
ことができる。個々の照射領域７１６のそれぞれは、皮膚７１４の目標領域内に配置され
、皮膚７１４の目標領域と比べて比較的小さい。一般に、皮膚７１４の目標領域は、サイ
ズが１ｃｍ２とすることができ、また個々の照射領域７１６のそれぞれは直径１００μｍ
とすることができる。
【００４７】
　本発明の模範的な実施形態では、送出光学系７０６の光学部品はビームコリメータある
いは集光光学部品を含むことができる。本発明の他の模範的な実施形態では、個々の照射
領域７１６に引き起こされた熱的皮膚損傷が、表皮組織７１０を通して真皮組織７１２の
全体に延びることができる。本発明の他の模範的な実施形態では、個々の照射領域７１６
に引き起こされた熱的皮膚損傷は主に真皮組織７１２で起こり、そして表皮組織７１０で
は、ほんのわずかな熱的損傷しか起こりえない。個々の照射領域７１６に引き起こされた
熱的皮膚損傷の微細領域それぞれの侵入深さがお互いと異なっているか、あるいはお互い
と同一であることが可能である、ということに注目すべきである。これは、深部の損傷ま
たは表層の損傷のいずれか、例えば真皮改造及び色素調整のそれぞれのための微細損傷領
域の密度を変化させることによって、色素除去または真皮除去が選択的に調整できるから
である。本発明のさらに模範的な実施形態では、個々の照射領域７１６に引き起こされた
熱的皮膚損傷の所定深さは約３００μｍである。
【００４８】
　皮膚科的処置を使用し、システム１００を同様に使用するに先立って、システム７００
は、図７Ａに示すようにユーザによって構成することができる。具体的には、ユーザは、
特定の手順に使用されるよう特定の設定を指定するためにコントロールモジュール７０２
と連係する。ユーザは必要な損傷パターン、ＥＭＲ源７０４により発生したエネルギーの
波長、発生したエネルギーの強度、発生したエネルギーのフルエンス(fluence)、処置に
かかる時間の長さ、及びＥＭＲ源７０４のパルス持続時間、を指定できる。処置の間、目
標領域全体を処置するために、トランスレータ７０８は皮膚７１４の目標領域の一連の部
分に亘って送出光学系７０６を移動させる。システム７００が目標領域の個々の照射領域
７１６にＥＭＲを送出する時、目標領域は処置される。個々の照射領域７１６は直列的、
及び／または並列的に狙われる。目標領域の１つの部分が完全に処置されると、システム
７００は目標領域の次の部分に移動される。例えば、システム７００は目標領域の各部分
の照射完了時に移動され、必要な皮膚表面損傷パターンが領域全体に達成されるまで、こ
れが行われる。システム７００は、１つの連続した部分から次の部分まで離散的な動き、
即ちスタンピングモードを用いて移動されることができ、あるいは皮膚表面に亘って継続
的な動き、即ち連続走査モードを用いて移動されることができる。いずれの場合でも、送
出光学系７０６の運動は、トランスレータ７０８によって駆動され、コントロールユニッ
ト７０２によって制御されて、必要な表面損傷パターンを皮膚７１４の目標領域に与える
ようにオペレータ（またはユーザ）によるシステム７００の動きにほぼ一致させられる。
【００４９】
　本発明の模範的な実施形態では、システム７００は、連続走査モードで動作している間
に、特定の個々の照射領域７１６にＥＭＲを送出して、そしてそのような領域７１６への
照射後、目標領域の皮膚に沿って移動し、その後、以前の特定の個々の照射領域７１６か
ら非照射領域によって隔てられた他の個々の照射領域７１６に、さらなるＥＭＲを送出す
ることができる。本発明の他の模範的な実施形態では、システム７００は、連続走査モー
ドで動作している間に、個々の照射領域７１６の特定のグループ、例えば個々の照射領域
７１６（図８に示す）の最前列にＥＭＲを送出して、そしてそのような領域７１６への照
射後、目標領域の皮膚に沿って移動し、個々の照射領域７１６の他のグループ、例えば個
々の照射領域７１６の特定のグループから非照射領域によって隔てられた個々の照射領域
７１６（図８に示す）の第２列に、さらなるＥＭＲを送出することができる。
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【００５０】
　本発明の模範的な実施形態では、システム７００は位置センサを含み、それはコントロ
ールモジュール７０２と連結されている。位置センサは皮膚１１４とケース７０１の間の
相対速度を検出することができる。位置センサとしては、光学マウス、ホイール、トラッ
クボール、従来型マウスなどが可能である。
【００５１】
　本発明の他の模範的な実施形態では、システム７００は個々の照射領域７１６を一つず
つ狙う。個々の照射領域７１６の一つずつにＥＭＲを施すことは、被験者によって経験さ
れる痛みの量を減少させる。個々の照射領域７１６それぞれへのＥＭＲの各適用の間に５
０ミリ秒の期間を提供できる。その結果、被験者によって経験される痛みの量を制御して
、システム７００に狙われる組織の大量の加熱を避けられる。本発明のさらに他の模範的
な実施形態では、システム７００は所定数の個々の照射領域７１６を一度に狙う。一度に
狙われる所定の目標領域７１６の数を制限することは、患者によって経験される痛みの量
を制限する。一度に多くの個々の照射領域７１６を狙うには、皮膚の広い領域を集団的に
狙うことが要求され、このことが同時に多くの神経終末を興奮させ、これにより比例的に
多量の痛みを被験者にもたらす。より少ない個々の照射領域７１６を狙うことにより、被
験者にはより少ない痛みをもたらすが、より長い時間がその手順にかかることになる。
【００５２】
　本発明のさらなる模範的な実施形態では、システム７００は、個々の照射領域７１６そ
れぞれの間の分離距離として、最小約１２５μｍで最大約５００μｍの分離距離、望まし
くは最小で２５０μｍの分離距離を有する個々の照射領域７１６を生成する。
【００５３】
　皮膚科的手順の開始の前に、光学的に透明なプレート７０９を、目標領域をカバーしな
がら皮膚表面に直接接触するように導入することができる。光学的に透明なプレート７０
９は、良好な熱伝導率を有し、可視スペクトル及び近赤外スペクトルの広範囲に亘って透
明な、何らかの材料から構成できる。プレート７０９は、精巧な移動機構を含むシステム
７００をシールし、皮膚７１４の目標領域に冷却を施す。プレート７０９は２つの方法で
皮膚７１４の目標領域に冷却を施すことができる。即ち、熱伝導と熱対流である。熱伝導
は光学的に透明なプレート７０９を介してケース７０１に熱を伝え、システム７００のケ
ース７０１を介して冷却剤を循環させることによって冷却を施す。皮膚７１４の目標領域
に適用される前にも、光学的に透明なプレート７０９全体を冷却することができる。ある
いは、この手順のために熱対流を利用できる。光学的な窓またはその窓に良好に熱接触す
る仕切りにスプレーされた揮発性薬剤を利用できる。揮発性薬剤の供給は、ＥＭＲパルス
の間の手順の際に、弁を通して管理でき、この弁は光学プレート上に温度センサを備えた
サーモスタットにより制御できる。
【００５４】
　本発明の一つの実施形態では、光学的に透明なプレート７０９はサファイアまたは石英
で構成できる。本発明の他の実施形態では、システム７００は、必要な充填率が達成され
るまで、皮膚７１４の同一部位上に複数回移動させることができる。さらに他の実施形態
では、要求される効果を発揮するために複数の手順を実行できる。
【００５５】
　皮膚科的手順の間、ＥＭＲ源７０４は４００～１２０００ｎｍの範囲の波長を有するＥ
ＭＲを放射する。望ましくは、ＥＭＲは以下の範囲のうち１つの波長を有する。即ち、１
３００から１６００ｎｍ、１８５０から２１００ｎｍ、２３００から３１００ｎｍ、及び
１０６４０ｎｍ付近、である。用途によって、単一の波長または異なる波長の組み合わせ
を利用できる。ＥＭＲ源７０４は、ダイオードレーザ、ファイバレーザ、固体レーザ、ガ
スレーザーなどとすることができる。パルス持続時間は１００μｓから１００ｍｓの範囲
にすることが可能で、望ましくは５００μｓから１５ｍｓ、さらに望ましくは１．５ｍｓ
から５ｍｓの範囲にすることが可能である。個々の照射領域７１６内のパルスあたりのエ
ネルギー密度は０．１から１００Ｊ／ｃｍ２の範囲、望ましくは１から３２のＪ／ｃｍ２
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の範囲、さらに望ましくは１．５から３Ｊ／ｃｍ２の範囲とすることができる。個々の照
射領域７１６内のパルスあたりのエネルギーは１ｍＪから１０ｍＪの範囲、望ましくは５
ｍＪとすることができる。
【００５６】
　本発明の模範的な実施形態では、ＥＭＲ源７０４は１．５μｍレーザシステムであり、
望ましくはカリフォルニア州のパロアルトにあるリライアント・テクノロジーズ(Reliant
 Technologies)によって製造されたリライアントＦＳＲプロトタイプ(Reliant FSR proto
type)が使用される。
【００５７】
　皮膚科的処置が終了した後、皮膚７１４の目標領域は特定パターンに損傷する。ＥＭＲ
の適用は皮膚７１４の表皮７１０と真皮７１２に熱的皮膚損傷を生じさせる。ＥＭＲ源７
０４によって供給された放射は、送出光学系７０６を介して、図７Ｂに示す複数の個々の
小照射領域７１６内の皮膚７１４に送出される。送出光学系７０６は皮膚表面の目標領域
に亘って複数の個々のビームを送出することができる。
【００５８】
　図８は表皮における個々の小照射領域７１６の平面図を示す。個々の照射領域７１６の
形状は、１～５００μｍの範囲における最小寸法の横方向直径を有する円形（図８に示す
）、楕円形、長方形、直線形、または不規則な形とすることができる。目標領域の充填率
は約２０～４０％にできる。
【００５９】
　システム７００は加熱、消耗、除去、光熱凝固、熱による壊死、及び／または、刺激を
通して複数の個々の照射領域７１６を生成できる。複数の領域は連続的または同時的に照
射可能である。連続的照射は、パルス化されるか、遮断されるか、または連続化されうる
エネルギー源を走査あるいは移動することによって、達成できる。同時的照射は、例えば
放射源アレイまたはレンズのマルチアレイによって達成できる。放射源アレイは、単一次
元アレイ、２次元アレイなどとすることができる。アレイは皮膚に対して動かすことがで
き、そして目標領域において１回または複数回通過する処置を実行できる。
【００６０】
　図９は本発明によるモニタリングシステム９００の模範的な実施形態を示す。モニタリ
ングシステム９００はシステム７００の移動を追跡し、その位置情報をコントロールモジ
ュール７０２に提供する。コントロールモジュール７０２は適切にトランスレータ７０８
に指示するためにこの情報を利用して送出光学系７０６を位置合わせし、適切な損傷パタ
ーンが皮膚７１４の目標領域に亘って達成されるようにする。モニタリングシステム９０
０は、コンピュータ９０２、マウス９０４、及び電荷結合素子（「ＣＣＤ」）カメラ９０
６を使用できる。具体的には、コンピュータ９０２はＣＣＤカメラ９０６からシステム７
００についての位置情報を受け取る。そして、コンピュータはその位置情報に基づくコン
トロールモジュール７０２をシステム７００の現在位置に応じて更新する。コントロール
モジュール７０２はこの情報を利用し、システム７００によって、目標領域内の適切な損
傷パターンを皮膚７１４に生じさせる。さらに、モニタリングシステムは、ホイールまた
は他の何らかの移動センサを含む追加の移動検出装置をも利用できる。
【００６１】
　個々の照射領域７１６の形状、及び個々の照射領域７１６の全てによって表される関連
するパターンは、変更できる。個々の照射領域７１６は、円形、楕円形、長方形、直線形
、または不規則な形を有することができる。皮膚表面の個々の非照射領域間の平均距離は
、１０から２０００μｍの範囲、望ましくは１００から５００μｍの範囲にすることがで
きる。個々の照射領域７１６の巨視的なパターンは、目標領域中に一定の間隔をおいて一
様に分布する個々の照射領域７１６、目標領域内に不規則に分布した個々の照射領域７１
６、及び／または、不規則にシフトする位置で一定の平均間隔を伴って規則的に分布した
個々の照射領域７１６、といった領域とすることができる。具体的には、不規則に変化す
る位置で一定の平均間隔を伴って規則的に分布した個々の照射領域７１６をもつことは、
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複数の処置の間に起こりうる望ましくない効果を最小にするのに役立たせることができる
。そのような複数の処置は、複数の処置が進行する間、個々の照射領域７１６によって領
域全体をできるだけ均等にカバーするために利用される。しかしながら、目標領域中に一
定の間隔をおいて一様に分布する個々の照射領域７１６は、モアレ（波紋状）パターンと
同様の望ましくない空間的分布を作り出す可能性があり、大きな空間的周期を有する照射
領域間に、ある距離をもって作られた空間的干渉性の巨視的パターンをもたらす。モアレ
パターンの発生を最小にするために、単一走査の際に、個々の照射領域７１６間の平均距
離の１０から５０％の範囲内の不規則化されたシフトを利用できる。
【００６２】
　特定の表面損傷パターンで皮膚表面をカバーする単一の処置によるか、あるいは同一診
察時または異なる処置診察の際のいずれかで実行される複数の処置により、処置を実行で
きる。特定の個々の照射領域７１６に適切な熱的損傷を達成するために、個々のまたは複
数の照射を使用できる。
【００６３】
　部分的な表面再形成は、表皮の一部を熱的に損傷させるか消耗させることができ、その
結果、表皮のバリア機能の効力を減少させて、特に角質層を減少させる。これにより、真
皮及び表皮に、処置の効果を高めたり、表皮及び／または真皮の部分的な損傷により引き
起こされる副作用を低減できる薬剤や特定の物質を投与することが容易になる。皮膚改造
の効力を高めることができる薬剤及び物質のグループは、成長因子、コラーゲン副産物、
コラーゲン先駆体、ヒアルロン酸、ビタミン、酸化防止剤、アミノ酸、及び特に追加の無
機物質を含む。副作用を低減できる薬剤と物質のグループは、ステロイド系抗炎症剤、非
ステロイド系抗炎症剤、酸化防止剤、抗生物質、抗ウイルス剤、抗イースト剤、及び抗真
菌剤とすることが可能である。
【００６４】
　本発明の模範的な実施形態では、使用されるビタミンはビタミンＣ及び／またはビタミ
ンＥとすることができる。使用される追加の無機物質は銅と亜鉛である。酸化防止剤はビ
タミンＣ及び／またはビタミンＥとすることができる。
【００６５】
　臨床的観察では、従来の表面再形成と比べて、部分的な表面再形成に対し損傷回復の向
上が見られた。白人男性の前腕皮膚が、約３ｍｍのビーム径のコヒーレント・ウルトラ・
パルス・レーザ(Coherent Ultra Pulse Laser)で、ＣＰＧハンドピースを使用して、約３
００ｍＪ／パルスもった照明レーザビームと同一設定のパルス化ＣＯ２レーザ放射にさら
された。１つの領域はマスクの助けなしでレーザビームにさらされ、一方、他の領域は冷
却マスクによって部分的にシールドされた。従来的に表面再形成されたテスト位置では、
部分的に表面再形成されたテストと比べて、顕著な紅斑が現れた。
【００６６】
　目標領域の充填率は処置の際か処置の後に、目標領域内の皮膚上の位置から目標領域外
の皮膚上の遠い位置までの皮膚の電気抵抗を検出することによって、モニターできる。角
質層（例えばトリパン・グルー(trypan glue)）の欠陥や経皮的な水分不足を染色できる
指示薬が、目標領域の充填率の有効な指示薬となる。
【００６７】
　上記内容は単に発明の原理を示すものであり、説明された実施形態に様々な修正及び変
更を加えることは、ここでの教示を考慮すれば、この技術分野における当業者にとって明
白であろう。従って、ここでは明らかに説明されてはいないが、本発明の原理を具体化し
、それによって本発明の精神と範囲の中に存在する多数の技法を、この技術分野における
当業者により工夫できる、ということが理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１Ａ】本発明により利用される様々な局面での様々な皮膚科的処置を実施するための
、部分的な表面再形成システムの第１の模範的な実施形態を段階的に示す図である。
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【図１Ｂ】本発明により利用される様々な局面での様々な皮膚科的処置を実施するための
、部分的な表面再形成システムの第１の模範的な実施形態を段階的に示す図である。
【図１Ｃ】本発明により利用される様々な局面での様々な皮膚科的処置を実施するための
、部分的な表面再形成システムの第１の模範的な実施形態を段階的に示す図である。
【図２】本発明によるマスクの第１の模範的な実施形態の平面図を示す。
【図３】図２のマスクの断面図を示す。
【図４】本発明によるマスクの第２の模範的な実施形態の平面図を示す。
【図５】図４のマスクの断面図を示す。
【図６】図４のマスクの他の変形例の断面図を示す。
【図７Ａ】本発明により利用される様々な局面での様々な皮膚科的処置を実施するための
、部分的な表面再形成システムの第２の模範的な実施形態を段階的に示す図である。
【図７Ｂ】本発明により利用される様々な局面での様々な皮膚科的処置を実施するための
、部分的な表面再形成システムの第２の模範的な実施形態を段階的に示す図である。
【図８】図７Ａ及び図７Ｂの部分的な表面再形成システムによって作られた個々の小照射
領域の上面図である。
【図９】図７Ａ及び図７Ｂの部分的な表面再形成システムの位置をモニターするシステム
の模範的な実施形態を示す。
【符号の説明】
【００６９】
　１００　表面再形成システム
　１０１　ケース
　１０２　コントロールモジュール
　１０４　ＥＭＲ源
　１０６　送出光学系
　１０８　マスク
　１１０　表皮組織
　１１２　真皮組織
　１１４　皮膚
　１２０　ＥＭＲ
　１３０　熱的皮膚損傷
　２０２　シールド構造体
　３０２　マイクロチャンネル
　４００　マスク
　４０２　シールド構造体
　５０２　マイクロチャンネル
　７００　表面再形成システム
　７０１　ケース
　７０２　コントロールモジュール
　７０２　コントロールユニット
　７０４　ＥＭＲ源
　７０６　送出光学系
　７０８　トランスレータ（移動手段）
　７０９　プレート
　７１０　表皮組織
　７１２　真皮組織
　７１４　皮膚
　７１６　小照射領域
　９００　モニタリングシステム
　９０２　コンピュータ
　９０４　マウス
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【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】
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