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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源から放射される紫外線を外部に照射する光照射部が設けられた挿入部を有する光供
給手段を備えており、
前記光照射部は、
中心波長が３１０ｎｍ±２ｎｍに調整された紫外線を外部に照射するものであり、
前記挿入部は、
その先端部に光検出器を備えており、
前記光照射部は、
鼻孔内に挿入されている状態よりも強い強度の光を前記光検出器が検出すると、外部への
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紫外線の照射を停止するように制御されている
ことを特徴とする鼻炎の予防治療装置。
【請求項２】
光源から放射される紫外線を外部に照射する光照射部が設けられた挿入部を有する光供
給手段を備えており、
前記光照射部は、
中心波長が３１０ｎｍ±２ｎｍに調整された紫外線を外部に照射するものであり、
前記光照射部は、
該光照射部から３５ｍｍの位置における紫外線の強度が、１００〜３００ｍＪ／ｃｍ２／
ｈである紫外線を外部に照射するものであり、
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前記光照射部から鼻腔内の前側に位置する粘膜に照射される紫外線の一日の総照射量が、
１００ｍＪ／ｃｍ２より大きく８００ｍＪ／ｃｍ２以下となるように制御されている
ことを特徴とする鼻炎の予防治療装置。
【請求項３】
前記光照射部は、
外部に照射する紫外線の照射角度が６０度±５度となるように調整されている
ことを特徴とする請求項１または２記載の鼻炎の予防治療装置。
【請求項４】
前記挿入部は、
該挿入部を鼻孔内に挿入する長さが１０ｍｍ以下となるように規制する規制部を備えてい
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る
ことを特徴とする請求項１、２または３記載のいずれかに記載の鼻炎の予防治療装置。
【請求項５】
前記光源が、ＬＥＤである
ことを特徴とする請求項１、２、３または４記載の鼻炎の予防治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、鼻炎の予防治療装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
乾癬、白班、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患の治療おいて、狭帯域紫外線を使用した
光線療法が行われている。狭帯域紫外線とは、308‑313nmの非常に狭い波長域を持つ紫外
線（狭帯域中波紫外線）であり、抗アレルギー作用を有しているので、上記のごとき皮膚
疾患に使用されている（特許文献１、２参照）。
【０００３】
一方、花粉症として知られる季節性アレルギー性鼻炎や、通年性アレルギー性鼻炎など
の鼻炎の患者が増えており、これらの鼻炎の予防や症状の軽減のための治療が行われてい
る。例えば、坑ヒスタミン剤、抗ロイコトリエン薬、抗アレルギー薬のような薬剤の系統
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的使用や、ステロイドスプレー、Ｄ.Ｓ.Ｃ.Ｇ.、局所うっ血除去薬による局所療法などが
行われている。
【０００４】
近年、アレルギー性鼻炎等の予防や症状軽減のための治療として、光線療法が試みられ
ている。
例えば、特許文献３、４には、赤色光を発光する発光体を鼻腔に挿入して赤色光を鼻腔
内に照射する器具が開示されており、赤色光によって鼻炎を治療することができる旨が記
載されている。
また、特許文献５には、ペンシル状のケース体に、紫外線光を発する発光ダイオードを
設けた花粉症治療器が開示されており、その紫外光を患部に照射することによって、紫外
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光の滅菌作用により症状が改善される旨の記載がある。
さらに、非特許文献１〜３には、リノライト（Rhinolight）をアレルギー性鼻炎の治療
に使用した例が開示されている。リノライトは、可視光線７５％、長波紫外線（UVA）２
５％、中波紫外線（UVＢ）５％、を含む光を照射することができる器具である。そして、
非特許文献１〜３には、リノライトが放出する光を鼻粘膜に照射することによって、アレ
ルギー性鼻炎を改善できる旨の記載もある。
【０００５】
しかるに、特許文献３〜５には、赤色光や紫外光を患部に照射することにより鼻炎を治
療することができる旨の記載はあるものの、かかる効果を実証する実験例は全く開示され
ておらず、赤色光やの紫外光を照射することによる鼻炎の治療効果は不明である。
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【０００６】
一方、非特許文献１〜３では、リノライトの照射によるアレルギー性鼻炎の治療効果を
示した実験データは開示されているものの、リノライトでは、可視光線、長波紫外線、中
波紫外線、を含む光を照射しているため、どの波長の光が作用しているかは明確ではない
。とくに、リノライトには中波紫外線は５％しか含まれていないため、非特許文献１〜３
の実験結果から、中波紫外線や中波紫外線に含まれる狭帯域中波紫外線がアレルギー性鼻
炎の治療効果に与える影響を把握することは困難である。
【０００７】
一方、特許文献６には、紫外線ビームを放射する紫外線源を備えた光線療法装置が開示
されている。この特許文献６には、実験例として、ｒａｑｗｅｅｄによる枯草熱にかかっ
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ている患者の鼻腔内粘膜に塩化キセノン・レーザから供給される、３０８ｎｍ波長の紫外
線ビーム（例１、２、４）または３１０〜３１５ｎｍの波長を含む紫外線ビーム（例３）
、を照射した例が開示されている。そして、かかる紫外線ビームを照射することによって
患者の症状が改善された旨の記載がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４−３５０９４６号公報
【特許文献２】特開２００８−７３１４８号公報
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【特許文献３】実用新案登録第３１３８５１３号公報
【特許文献４】特開平７−２３６７００号公報
【特許文献５】実用新案登録第３１１０７２８号公報
【特許文献６】特許第４２４５４７６号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Brehmer D，
ment of allergic rhinitis

Endonasal phototherapy withRhinolight for the treat
Expert Review of MedicalDevices. 2010 Jan.7, Volume

7, Number 1.
【非特許文献２】

Histopathologicalevaluation of the effect of intranasal photo

therapy on nasal mucosa in rabbits

,Journal ofphotochemistry and Photobiology B
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: Biology 105(2011) 94‑97
【非特許文献３】

Effects of intranasalphototherapy on nasal mucosa in patients

with allergic rhinitis

,Journal ofphotochemistry and Photobiology B: Biology 8

9 (2007)163‑169
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
しかるに、特許文献６において、３０８ｎｍ波長または３１０〜３１５ｎｍの波長を含
む紫外線ビームを照射することによって患者の症状が改善された旨が記載されているもの
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の、紫外線の波長と症状改善との関係は何ら示されていない。
２

そして、特許文献６では、非常に短時間で高エネルギー（２０mＪ／ｃｍ

／ｓ以上）

の紫外線を照射しており、かかる高エネルギーの紫外線を発生させるために、塩化キセノ
ン・レーザを光源としている。このため、装置が大掛かりになりしかも紫外線のエネルギ
ーが大きく危険を伴うため、病院での治療には使用できるものの、一般的家庭などにおい
て、患者自身が予防的に使用することは不可能である。
【００１１】
本発明はかかる事情に鑑み、花粉症やアレルギー性鼻炎などの症状を引き起こす物質の
発生を抑制することができ、しかも、一般的家庭などにおいて予防的に使用することがで
きる鼻炎の予防治療装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
第１発明の鼻炎の予防治療装置は、鼻孔内に挿入される挿入部と、該挿入部に設けられ
た光源から放射される紫外線を外部に照射する光照射部と、を有する光供給手段を備えて
おり、前記光照射部は、中心波長が３１０ｎｍ±２ｎｍに調整された紫外線を外部に照射
するものであり、前記挿入部は、その先端部に光検出器を備えており、前記光照射部は、
鼻孔内に挿入されている状態よりも強い強度の光を前記光検出器が検出すると、外部への
紫外線の照射を停止するように制御されていることを特徴とする。
第２発明の鼻炎の予防治療装置は、光源から放射される紫外線を外部に照射する光照射
部が設けられた、鼻孔内に挿入される挿入部を有する光供給手段を備えており、前記光照
射部は、中心波長が３１０ｎｍ±２ｎｍに調整された紫外線を外部に照射するものであり
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、前記光照射部は、該光照射部から３５ｍｍの位置における紫外線の強度が、１００〜３
００ｍＪ／ｃｍ２／ｈである紫外線を外部に照射するものであり、前記光照射部から鼻腔
内の前側に位置する粘膜に照射される紫外線の一日の総照射量が、１００ｍＪ／ｃｍ２よ
り大きく８００ｍＪ／ｃｍ２以下となるように制御されていることを特徴とする。
第３発明の鼻炎の予防治療装置は、第１または第２発明において、前記光照射部は、外
部に照射する紫外線の照射角度が６０度±５度となるように調整されていることを特徴と
する。
第４発明の鼻炎の予防治療装置は、第１、第２または第３発明において、前記挿入部は
、該挿入部を鼻孔内に挿入する長さが１０ｍｍ以下となるように規制する規制部を備えて
いることを特徴とする。
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第５発明の鼻炎の予防治療装置は、第１、第２、第３または第４発明において、前記光
源が、ＬＥＤであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
第１発明によれば、鼻孔内に挿入部を挿入すれば、中心波長が３１０ｎｍ±２ｎｍに調
整された紫外線を光照射部から鼻腔内に照射することができる。すると、照射される紫外
線の波長が上記範囲であるから、紫外線の強度が弱くても、花粉症などのアレルギー性鼻
炎の症状を抑制することができる。挿入部が鼻孔内に入っている状態以外では、紫外線の
照射が停止されるので、誤って鼻孔内以外の部分に紫外線が照射される可能性を低くする
ことができる。
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第２発明によれば、鼻孔内に挿入部を挿入すれば、中心波長が３１０ｎｍ±２ｎｍに調
整された紫外線を光照射部から鼻腔内に照射することができる。しかも、上記範囲の波長
の弱い強度の紫外線を、所定の量だけ鼻腔内の粘膜に照射するので、花粉症などのアレル
ギー性鼻炎の症状の発生を効果的かつ安全に抑制することができる。また、紫外線の強度
が弱いので、照射される紫外線の取り扱い性がよくなるし、光照射部から紫外線を照射さ
せるための装置を小型化できる。そして、専門知識のない人でも操作できるので、一般的
家庭などにおいて、アレルギー性鼻炎の症状が発生しないように、予防的に使用すること
も可能となる。
第３発明によれば、鼻腔内に花粉が接触する、鼻腔内の前側に位置する粘膜（下鼻甲介
の粘膜）のほぼ全体に紫外線を照射させることができる。したがって、外出する前などに
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紫外線を照射しておけば、花粉症などのアレルギー性鼻炎の症状が発生することを抑制す
ることができる。
第４発明によれば、挿入部が鼻前庭よりも奥に入ること防止することができるので、挿
入部によって鼻粘膜が損傷することを防ぐことができる。
第５発明によれば、光源を挿入部に設けることが可能となるので、装置の取り扱い性を
向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態の鼻炎の予防治療装置１の概略説明図である。
【図２】鼻炎の予防治療装置１における光照射部１０の挿入部１２先端の概略断面図であ
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る。
【図３】他の実施形態の鼻炎の予防治療装置１Ｃの概略説明図である。
【図４】さらに他の実施形態の鼻炎の予防治療装置１の概略説明図である。
【図５】鼻炎の予防治療装置１Ｂによって鼻腔内粘膜に紫外線を照射している状況の概略
説明図である。
【図６】（Ａ）は実験に使用する３１０ｎｍＬＥＤのスペクトル特性を示したグラフであ
り、（Ｂ）は実験に使用する３１５ｎｍＬＥＤのスペクトル特性を示したグラフであり、
（Ｃ）実験に使用した光源の概略説明図である。
【図７】（Ａ）は実施例１の実験フローの説明図であり、（Ｂ）は実施例１の実験結果を
示した図である。
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【図８】（Ａ）は実施例２の実験フローの説明図であり、（Ｂ）は実施例２の実験結果を
示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本発明の鼻炎の予防治療装置は、鼻炎の予防または治療に使用される装置であって、専
門家以外でも簡単に使用できるものである。
本発明の鼻炎の予防治療装置によって予防または治療される鼻炎は、花粉症等の季節性
アレルギー性鼻炎や通年性アレルギー性鼻炎等を原因とする鼻炎などであるが、とくに限
定されない。
【００１６】
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本発明の鼻炎の予防治療装置は、従来の紫外線を利用した光線治療装置に比べて強度の
弱い狭帯域紫外線であっても、アレルギー性鼻炎の症状を改善できるものである。
【００１７】
従来の紫外線を利用した光線治療装置では、紫外線の強度が強いため（例えば、数秒間
で１００ｍＪ／ｃｍ、特許文献６の例参照）、鼻腔内の粘膜などに紫外線を短時間しか照
射することができなかった。
【００１８】
しかし、本発明者らは、特定の周波数の紫外線であれば、その強度が弱くてもアレルギ
ー性鼻炎などの症状の原因となる物質の発生を抑制できること、およびかかる強度が弱い
紫外線をある程度長い時間照射することによって前記物質の発生をより確実に抑制できる
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こと、を初めて確認して、本発明を完成させたのである。
【００１９】
例えば、スギ花粉等の抗原がＩｇＥ抗体と結合すると、肥満細胞がヒスタミンを放出し
、このヒスタミンがヒスタミンＨ１受容体と結合する。すると、ヒスタミンＨ１受容体は
アレルギー疾患感受性遺伝子であるので、アレルギー症状が発症し、アレルギー性鼻炎が
発症する。
しかし、本発明者らは、従来に比べて弱い強度の狭帯域紫外線をある程度の時間照射す
ることによって、ヒスタミンＨ１受容体の遺伝子発現の亢進が抑制されることを確認した
。ヒスタミンＨ１受容体の遺伝子発現の亢進が抑制されれば、肥満細胞がヒスタミンを放
出しても、ヒスタミンがヒスタミンＨ１受容体と結合が抑制されるので、アレルギー症状
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を抑制することができるのである。
【００２０】
また、ＩｇＥ抗体の産生を誘導するアレルギー関連サイトカインであるIL‑4の遺伝子発
現が亢進することによって、アレルギー症状が発症し、アレルギー性鼻炎が発症する。
しかし、本発明者らは、従来に比べて弱い強度の狭帯域紫外線をある程度の時間照射す
ると、アレルギー関連サイトカインであるＩＬ−４の遺伝子発現の亢進が抑制されること
を確認した。アレルギー関連サイトカインであるＩＬ−４の遺伝子発現の亢進が抑制され
れば、ＩｇＥ抗体が減少するので、アレルギー症状を抑制することができるのである。
【００２１】
（本実施形態の鼻炎の予防治療装置１の説明）
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図１に示すように、本実施形態の鼻炎の予防治療装置１（以下単に装置１という）は、
光供給手段１０と、この光供給手段１０の作動を制御する制御手段２０と、を備えている
。
【００２２】
まず、光供給手段１０について説明する。
図１に示すように、光供給手段１０は、グリップ部１１と挿入部１２とを備えている。
【００２３】
図１に示すように、グリップ部１１は、略筒状に形成された部材である。このグリップ
部１１は、人が光供給手段１０を操作するときに人が持つ部分である。
例えば、グリップ部１１は、直径２〜３ｃｍ程度の筒体の周囲にゴムシート等の滑り止
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め部材を巻いたもので形成することができる。また、図３に示すように、グリップ部１１
にハンドル部１１ｇを設けて、このハンドル部１１ｇを人が握るようにしてもよい。つま
り、グリップ部１１は、人が持って光供給手段１０を操作しやすい形状や大きさ、具体的
には、人が挿入部１２を鼻孔に入れやすく、しかも、挿入部１２を鼻孔に入れた状態を人
が安定して維持できるような形状や大きさに形成されていればよい。
【００２４】
図１に示すように、グリップ部１１の先端には、挿入部１２が設けられている。この挿
入部１２は、グリップ部１１とほぼ同軸な軸状の部材であり、その先端に紫外線を外部に
照射し得る光照射部１３が設けられている。このため、挿入部１２の先端を鼻孔に挿入す
ると、鼻腔内粘膜に紫外線を照射することができる。この挿入部１２の構成については、
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後述する。
【００２５】
つぎに、制御手段２０を説明する。
制御手段２０は、挿入部１２の光照射部１３の作動を制御するものである。具体的には
、制御手段２０は、光照射部１３を作動させる電力を供給したり、光照射部１３による紫
外線の照射停止を制御したりするものである。また、制御手段２０は、光照射部１３に供
給する電力を調整して、光照射部１３から照射される紫外線の強度を調整する機能を有し
ていてもよい。
【００２６】
この制御手段２０と光照射部１３は電気的に接続されており、電力や制御信号を制御手
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段２０から光照射部１３に供給できるようになっている。電力や制御信号を制御手段２０
から光照射部１３に供給できるようになっていれば、両者を電気的に接続する方法はとく
に限定されない。
【００２７】
例えば、コード２１をグリップ部１１や挿入部１２内に挿通して、このコード２１によ
って挿入部１２の先端に位置する光照射部１３と制御手段２０を接続することができる。
また、グリップ部１１や挿入部１２内に光照射部１３と電気的に接続された基盤等を設
けて、この基盤等にコード２１を接続して、コード２１と基盤等とを介して制御手段２０
と光照射部１３とを電気的に接続するようにしてもよい。
さらに、制御手段２０と光照射部１３とを物理的に接続しなくてもよい。例えば、光供
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給手段１０内（例えばグリップ部１１内等）に電源を設けて、この電源から光照射部１３
に電力を供給するようにして、制御信号だけを制御手段２０から光照射部１３に対してワ
イヤレスで送信するようにしてもよい。
もちろん、図４に示すように、光供給手段１０と別に制御手段２０設けず、グリップ部
１１に制御手段２０の機能を全て設けてもよい。
【００２８】
装置１が以上のような構造であるので、図５に示すように、光供給手段１０のグリップ
部１１を人が保持して、挿入部１２の先端を鼻孔に挿入し、制御手段２０によって光照射
部１３が紫外線を外部に照射するように作動させれば、鼻腔内粘膜に紫外線を照射するこ
とができる。
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【００２９】
そして、光供給手段１０のグリップ部１１を人が保持しやすい形状大きさに形成すれば
、光供給手段１０の挿入部１２の先端を鼻孔に挿入しやすくなるので、取り扱い性が向上
する。
【００３０】
つぎに、光供給手段１０の挿入部１２について、詳しく説明する。
図２に示すように、挿入部１２は、その先端に光照射部１３が設けられている。この光
照射部１３は、その先端面から紫外線を照射できる機能を有しており、紫外線を放射する
光源となるＬＥＤ１４を備えている。このＬＥＤ１４は、狭帯域紫外線を発光することが
できるＬＥＤである。具体的には、このＬＥＤ１４は、中心波長が３１０ｎｍ±２ｎｍ、
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好ましくは、３１０ｎｍ±１ｎｍに調整された紫外線を放射することができるものである
。
【００３１】
なお、ＬＥＤ１４が発光する狭帯域紫外線のスペクトル波形はとくに限定されないが、
スペクトル波形の半値幅が狭い波形のほうが所定の狭帯域紫外線を照射できるので好まし
い。例えば、上述したように、中心波長が３１０ｎｍ±２ｎｍであれば、半値幅が５〜２
０ｎｍ程度、好ましくは半値幅が５〜１５ｎｍ程度、よリ好ましくは５〜１０ｎｍ程度で
あるスペクトル波形を有する狭帯域紫外線が好ましい。
【００３２】
このＬＥＤ１４は、上述したコード２１や基盤等に接続された配線１５を介して、制御
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手段２０の電源に接続されている。そして、このＬＥＤ１４は、制御手段２０の電源から
供給される電力に応じた強度の紫外線を外部に放出するように構成されている。具体的に
は、ＬＥＤ１４は、供給する電力を調整すれば、光照射部１３から３５ｍｍの位置におけ
る強度が１００〜４００ｍＪ／ｃｍ２／ｈ程度の紫外線を外部に照射することができる機
能を有している。つまり、制御手段２０によってＬＥＤ１４に供給する電力を調整すれば
、１００〜４００ｍＪ／ｃｍ２／ｈ程度の強度の紫外線を、鼻腔内粘膜に照射することが
できるのである。
【００３３】
光照射部１３が以上のごとき構成であるので、鼻孔内に挿入部１２の先端部を挿入すれ
ば、中心波長が３１０ｎｍ±２ｎｍに調整された紫外線を鼻腔内粘膜に照射することがで
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きる。かかる波長の紫外線であれば、紫外線の強度が弱くても、花粉症などのアレルギー
性鼻炎の症状を抑制することができる。つまり、１００〜４００ｍＪ／ｃｍ２／ｈ程度、
好ましくは３００ｍＪ／ｃｍ２／ｈ程度の紫外線であっても、鼻腔内粘膜に照射すれば、
花粉症などのアレルギー性鼻炎の症状を抑制することができる。
【００３４】
そして、紫外線の強度が弱いので、専門知識のない人でも装置１を操作して、鼻腔内粘
膜に紫外線を照射することが可能となる。すると、一般的家庭などにおいて、患者自身や
家族などが装置１を用いて、アレルギー性鼻炎の症状が発生しないように予防したり、症
状が軽い段階でのアレルギー性鼻炎の症状を改善する治療を行ったりすることが可能とな
る。
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【００３５】
また、アレルギー性鼻炎等の症状を抑制する上では、上述した波長の紫外線を、ある程
度の量、鼻腔内粘膜に照射することが望ましい。例えば、一人の患者（治療者）について
、１日あたりの総照射量が、１０〜８００ｍＪ／ｃｍ２程度、好ましくは１００〜６００
ｍＪ／ｃｍ２程度、さらに好ましくは２００〜４００ｍＪ／ｃｍ２程度となるように、鼻
腔内の前側に位置する粘膜（下鼻甲介）に紫外線を照射すれば、アレルギー性鼻炎等の症
状を抑制する効果をより高めることができる。
【００３６】
ここで、紫外線の強度が強い場合には、所定の総照射量に達するまでの時間、つまり、
紫外線の照射時間を短くすることができるものの、短時間の照射になるので、鼻腔内粘膜
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の適切な位置に十分な量の紫外線を照射することは難しい。
一方、本実施形態の装置１の場合、紫外線の強度が１００〜４００ｍＪ／ｃｍ２／ｈで
あり紫外線の強度が弱いので、所定の総照射量に達するまでの時間は長くなる。例えば、
総照射量を３００ｍＪ／ｃｍ２程度とするには、１５０ｍＪ／ｃｍ２／ｈの紫外線の強度
であれば２時間程度、２００ｍＪ／ｃｍ２／ｈの紫外線の強度であれば１．５時間程度、
紫外線を鼻腔内粘膜に照射することになる。ある程度長時間紫外線を鼻腔内粘膜に照射す
ることができれば、鼻腔内粘膜のほぼ全体に満遍なく紫外線を照射することが容易になる
。すると、鼻腔内粘膜のほぼ全体で、花粉症などのアレルギー性鼻炎の症状の発生を効果
的に抑制することができるという利点が得られる。
【００３７】
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なお、紫外線は所定の総照射量になるまで連続して鼻腔内粘膜に照射してもよいし、何
回かに分けて紫外線を鼻腔内粘膜に照射してもよい。つまり、１日に紫外線を照射した総
量（同じ強度の紫外線を照射する場合には照射時間）が所定の量（時間）となるように、
紫外線を照射するようにすればよい。
【００３８】
ここで、何回かに分けて紫外線を鼻腔内粘膜に照射する場合には、１日にどの程度の紫
外線を照射したかを把握しなければならない。しかし、本実施形態の装置１を使用する人
が、どの程度の紫外線を照射したかを記憶しておくことは難しい。
【００３９】
そこで、本実施形態の装置１の制御手段２０は、１日の紫外線照射量を記憶しておき、
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一人に照射される総照射量が一定の量を越えた場合には、紫外線を照射しないよにする機
能（照射量制御部）を有していてもよい。すると、所定の総照射量以上の紫外線が鼻腔内
粘膜に照射されることを防ぐことも可能となる。
【００４０】
例えば、制御手段２０に、照射強度調整機能、タイマー機能および総照射量設定機能を
有する照射量制御部を設ける。この照射量制御部では、総照射量は予め設定されており使
用者による変更が自由にできないようにしておき（管理者（例えば医師や保護者等）によ
る変更は可能）、照射強度や一回の照射時間は、使用する度に使用者が設定できるように
しておく。かかる構成の場合、毎回使用する度に、照射量（照射強度×照射時間）が記憶
されるようにしてけば、照射量を積算することによって、現在までの照射量（積算照射量
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）を把握できる。そして、積算照射量が予め設定されている総照射量を越えた場合、紫外
線の照射を停止する（または照射できないようにする）ようにしておけば、総照射量以上
の紫外線が鼻腔内粘膜に照射されたことによる鼻腔内粘膜の損傷などを防ぐことができる
。
【００４１】
なお、複数人で一つの装置を使用するような場合には、使用する人毎の情報（紫外線強
度や紫外線の総照射量など）を記憶できるようになっていることが好ましい。この場合、
使用する際に、誰が使用しているのかを特定する（指定する）ボタンや入力部を設けてお
けば、各使用者について、最適な紫外線を適切な量だけ照射することが可能となる。
【００４２】

40

（照射角度）
なお、光照射部１３は、外部に照射する紫外線の照射角度θが、光照射部１３の中心軸
ＣＬを挟んで６０度±５度（言い換えれば、光照射部１３の中心軸に対して３０度±２．
５度程度）となるように調整されていることが望ましい。すると、挿入部１２の先端を鼻
孔内に挿入して光照射部１３から紫外線を照射すると、鼻腔内の前側に位置する粘膜（下
鼻甲介）のほぼ全体に紫外線を照射させることができる。鼻腔内の前側に位置する粘膜は
、鼻腔内において花粉が接触する部分である。
【００４３】
したがって、外出する前などに本実施形態の装置１を用いて鼻腔内粘膜に紫外線を照射
しておけば、外出時に花粉が鼻腔内の粘膜に接触しても、花粉症などのアレルギー性鼻炎
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の症状が発生することを抑制することができる。
【００４４】
紫外線の照射角度θを上述したような角度とする方法はとくに限定されない。例えば、
ＬＥＤ１４自体が上記のごとき角度で紫外線を放射するように製造されている場合には、
ＬＥＤ１４をそのまま光照射部１３の先端に設ければよい。
【００４５】
また、ＬＥＤ１４の前面にレンズなどを設けて上記角度となるようにしてもよい。例え
ば、ＵＶホログラフィックディフューザーをＬＥＤ１４の前面に設ければ、紫外線の照射
角度を、所望の照射角度（６０度±５度等）となるようにすることができる。
しかも、レンズなどを設けた場合、レンズなどによってＬＥＤ１４が覆われるので、レ
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ンズなどをＬＥＤ１４を保護する保護部材としても機能させることもできる。
さらに、レンズなどの前面（レンズなどを設けない場合にはＬＥＤ１４の前）にＬＥＤ
１４を保護する保護部材を設けてもよい。例えば、石英ガラス製のブロックなどを保護部
材として設ければ、鼻水などがＬＥＤ１４に接触することなどを防止できる。とくに、紫
外線の照射角度を広げる場合には、砲弾型に形成された石英ガラス製のブロック１７を保
護部材として、ＬＥＤ１４の前面に配置してもよい（図２（Ｂ）参照）。
【００４６】
（光検出器）
また、上述したように、装置１の光照射部１３から放射される紫外線の強度は弱いもの
の、かかる紫外線が人の目などに入ると危険である。そこで、光照射部１３は、鼻孔内に
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挿入されていない状態では、光照射部１３から紫外線が放射されないようになっているこ
とが好ましい。例えば、挿入部１２の先端部に、光照射部１３とともに、光の強度を検出
するフォトトランジスタ等の光検出部１６を設ける。そして、光検出部１６からの信号に
よって、一定の強度以上（言い換えれば鼻孔内に挿入されている状態よりも強い強度）の
光が検出された場合には、光照射部１３による紫外線の照射を停止するように、光照射部
１３の作動を制御する。すると、挿入部１２が鼻孔内に入っている状態以外では、紫外線
の照射を停止するので、誤って鼻孔内以外の部分に紫外線が照射される可能性を低くする
ことができる。
【００４７】
なお、光検出部１６が光を検出する位置はとくに限定されない。例えば、図２に示すよ
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うに、挿入部１２の側方に設けた検出孔１２ｈを通して光を検出するようにすることがで
きる。この場合、光検出部１６を設ける位置、つまり、挿入部１２に検出孔１２ｈを設け
る位置を適切な位置としておけば、光検出部１６の信号によって、挿入部１２の挿入量を
検出することができる。
【００４８】
例えば、制御手段２０に光照射部１３が紫外線を照射しているか否かを示すインジケー
タを設けておく（具体的には、紫外線が照射されている状態で点灯するインジケータを設
けておく）。また、挿入部１２が鼻孔内に適切な長さだけ挿入されたときに、鼻孔内に検
出孔１２ｈが位置するように、検出孔１２ｈを設けておく。すると、検出孔１２ｈの位置
まで挿入部１２が鼻孔に挿入されると、紫外線が照射されていることを示すインジケータ
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が点灯するので、挿入部１２が鼻孔内に適切な長さだけ挿入されたことを使用者が把握す
ることができる。
【００４９】
（規制部）
また、鼻腔内の粘膜に挿入部１２が接触すると、粘膜に傷が付く可能性がある。一方、
鼻孔の入り口から１０ｍｍ程度であれば鼻前庭の領域であり、鼻前庭は皮膚で形成されて
いるので、挿入部１２が接触しても損傷する可能性が低い。そこで、挿入部１２が鼻腔内
の粘膜と接触しないように、挿入部１２が鼻孔内に１０ｍｍより長く進入しないように規
制する規制部を設けることが好ましい。
【００５０】
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なお、規制部の構造はとくに限定されないが、例えば、挿入部の１２の外面に、フラン
ジ状の板や棒状の部材などによって形成されたストッパーなどを設けて規制部とすること
ができる。
また、ストッパーなどのように物理的に挿入量を規制する規制部を設けず、上述した検
出孔１２ｈなどを規制部として機能させることも可能である。しかし、物理的な規制部を
設けた場合には、使用者の不注意によって挿入部１２の挿入量が大きくなりすぎて、挿入
部１２が粘膜に接触するという問題が生じることを防止できるので、より望ましい。
【００５１】
（他の光源について）
上記例では、光源としてＬＥＤ１４を使用する場合を説明した。しかし、光源は、上述
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した波長かつ強度の紫外線を放射できるものであればよく、とくに限定されない。例えば
、紫外線ランプなどから放射される紫外線をフィルタに通して、上記の波長帯に含まれる
紫外線だけが外部に照射されるようにしてもよい。
なお、ＬＥＤ以外の光源を使用した場合には、光源を挿入部１２に設けることは実質的
に難しい。したがって、ＬＥＤ以外の光源を使用する場合には、制御手段２０などに光源
を設けて、光ファイバーなどを利用して、光源が放射した紫外線が光照射部１３の先端か
ら外部に照射されるようにすればよい。
【実施例】
【００５２】
本発明の鼻炎の予防治療装置のように、弱い強度の狭帯域中波紫外線によって、アレル
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ギー性鼻炎などの予防や治療を行うことができることを実験により確認した。
【実施例１】
【００５３】
実験では、紫外線の照射がヒスタミンＨ１受容体ｍＲＮＡ発現に与える影響を確認した
。
実験では、培養したＨｅＬａ培養細胞に対して、室温において、所定の強度に調整され
た紫外線を３時間照射した。
紫外線を照射した後、ＨｅＬａ培養細胞をＣＯ２インキュベータに戻して、ＰＭＡ刺激
を加えた。
ＰＭＡ刺激を開始してから３時間後、培養容器内のＨｅＬａ培養細胞からＲＮＡを調整
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し、real time PCRによりヒスタミンＨ１受容体ｍＲＮＡ発現に与える影響を確認した（
図７（Ａ）参照）。
なお、比較のために、紫外線の照射を行わずＰＭＡ刺激を加えた場合（図７（Ｂ）のＰ
ＭＡ）と、紫外線の照射とＰＭＡ刺激の両方をしない場合（図７（Ｂ）のｃｏｎｔｒｏｌ
）についても、ヒスタミンＨ１受容体ｍＲＮＡの発現を確認した。
【００５４】
実験では、照射する紫外線の波長を、３１０ｎｍと３１５ｎｍで変化させて、ヒスタミ
ンＨ１受容体の発現に、紫外線の波長が与える影響を確認した。
また、照射する紫外線の強度も、各波長について、３時間の照射時間で、総照射量が１
００、３００、６００ｍＪ／ｃｍ２となるように変化させて、ヒスタミンＨ１受容体の発
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現に、紫外線の強度が与える影響も合わせて確認した。なお、紫外線の照射時間が３時間
であるので、各総照射量における紫外線の強度は、それぞれ、約３０ｍＪ／ｃｍ２／ｈ（
１００ｍＪ／ｃｍ２）、約１００ｍＪ／ｃｍ２／ｈ（３００ｍＪ／ｃｍ２）、約２００ｍ
Ｊ／ｃｍ２／ｈ（６００ｍＪ／ｃｍ２）となる。
【００５５】
光源には、３１０ｎｍおよび３１５ｎｍの波長を中心波長とする紫外線を発光するＬＥ
Ｄを基板上に複数配列したものを使用した（図６（Ｃ）参照）。使用した各ＬＥＤの波長
スペクトル特性は、図６（Ａ）のとおりである。
図６（Ｃ）に示すようにＬＥＤを配列した光源の場合、光源から２０ｍｍ離れた位置で
は、紫外線密度はＬＥＤ単体を光源とした場合とほぼ一致した。
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したがって、発熱などを考慮して、光源は、ＨｅＬａ培養細胞から３５ｍｍ離して設置
して、紫外線をＨｅＬａ培養細胞に照射した。
【００５６】
なお、紫外線の強度は、各ＬＥＤに供給する電流を調整することによって制御した。
また、紫外線の強度は、光源から３５ｍｍ離した位置における強度である。紫外線の強
度は、ＵＶメーター（フナコシ株式会社製：型番ＵＶＰ

９７−００１５−０２）によっ

て測定した。
【００５７】
結果を図７（Ｂ）に示す。なお、図７（Ｂ）の結果は、各条件について４回実験を行っ
た場合における平均値を示している。
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【００５８】
図７（Ｂ）に示すように、紫外線の総照射量が１００ｍＪ／ｃｍ２の場合には、３１０
ｎｍおよび３１５ｎｍの波長の紫外線を照射した場合、ＰＭＡに比べてヒスタミンＨ１受
容体の発現が若干少なくなっているものの、ヒスタミンＨ１受容体の発現を抑制する十分
な効果は得られなかった。
【００５９】
紫外線の総照射量が３００ｍＪ／ｃｍ２とした場合、３１０ｎｍでは、ｃｏｎｔｒｏｌ
と同等程度までヒスタミンＨ１受容体ｍＲＮＡの発現が抑制されていることが確認できる
。
一方、３１５ｎｍでは、ＰＭＡと同等程度のヒスタミンＨ１受容体ｍＲＮＡが発現して
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いることが確認できる。
つまり、紫外線の総照射量が１００ｍＪ／ｃｍ２とした場合には、ある程度の時間、３
１０ｎｍの紫外線を照射すれば、他の波長の紫外線に比べて、特異的にヒスタミンＨ１受
容体の発現を抑制でき、しかも、その効果が非常に大きいことが確認できた。
【００６０】
紫外線の総照射量が６００ｍＪ／ｃｍ２とした場合、３１０ｎｍ、３１５ｎｍとも、ヒ
スタミンＨ１受容体ｍＲＮＡの発現が抑制されていることが確認できる。しかし、３１０
ｎｍ、３１５ｎｍとも、ｃｏｎｔｒｏｌ以下までヒスタミンＨ１受容体の発現が抑制され
ていることから、これらの波長に特有の効果ではなく、紫外線の有する殺菌力などが作用
したものであると考えられる。
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【００６１】
また、紫外線の強度を変化させても、３１０ｎｍの紫外線は、３１５ｎｍの紫外線に比
べて、ヒスタミンＨ１受容体ｍＲＮＡの発現が抑制されていることから、３１０ｎｍの紫
外線は、ヒスタミンＨ１受容体ｍＲＮＡの発現を抑制する機能を特異的に有するものと推
察される。
【００６２】
以上の結果より、３１０ｎｍの波長の紫外線では、ヒスタミンＨ１受容体ｍＲＮＡの発
現を抑制する機能を特異的に有しており、１００ｍＪ／ｃｍ２／ｈ程度の弱い強度であっ
ても、総照射量を３００ｍＪ／ｃｍ２程度とすれば、ヒスタミンＨ１受容体ｍＲＮＡの発
現を抑制する機能を十分に発揮することが確認できた。
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【実施例２】
【００６３】
実験では、紫外線の照射がＩＬ４の遺伝子の発現に与える影響を確認した。
まず、培養した好塩基球細胞に対して、ＩｇＥ刺激を１２時間加えた後、ＩｇＥが存在
する状態で、所定の強度に調整された紫外線（３１０ｎｍ、３１５ｎｍ）を、２００ｍＪ
／ｃｍ２／ｈの強度で１．５時間、つまり、総照射量が３００ｍＪ／ｃｍ２となるように
照射した。
紫外線を照射した後、好塩基球細胞をリン酸緩衝生理食塩水（ＰＢＳ）によって洗浄し
てＩｇＥを除去した。
ＩｇＥが除去された好塩基球細胞を一定時間放置した後、好塩基球細胞にＤＮＰ刺激を
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加えた。
そして、ＤＮＰ刺激を行なってから１時間後に、好塩基球細胞からＲＮＡを調整し、re
al time PCRにより好塩基球細胞におけるＩＬ４のｍＲＮＡの発現に与える影響を確認し
た（図８（Ａ）参照）。
比較のために、紫外線の照射を行わずＤＮＰ刺激を加えた場合（図８（Ｂ）のＩｇＥ＋
Ａｇ）と、紫外線の照射とＤＮＰ刺激の両方をしない場合（ｃｏｎｔｒｏｌ）についても
、ＩＬ４のｍＲＮＡの発現を確認した。
【００６４】
なお、紫外線の照射終了から好塩基球細胞を培養容器からかきとるまでの時間（以下、
実験時間という）が、４、６、１２時間となるように、ＩｇＥが除去された好塩基球細胞
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は一定時間放置した。
【００６５】
また、実験では、実施例１と同じ光源を使用し（図６参照）、実施例１と同様に、光源
を好塩基球細胞から３５ｍｍ離して設置して、紫外線を好塩基球細胞に照射した。
【００６６】
結果を図８（Ｂ）に示す。なお、図８（Ｂ）の結果は、各条件について４回実験を行っ
た場合における平均値を示している。
【００６７】
図８（Ｂ）に示すように、３１５ｎｍの波長の紫外線を照射した場合には、実験時間に
かかわらず、ＩＬ４のｍＲＮＡの発現状況は紫外線を照射しないＩｇＥ＋Ａｇの場合と同
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等であり、紫外線を照射することによるＩＬ４のｍＲＮＡの発現抑制効果が得られていな
いことが確認できる。
【００６８】
一方、３１０ｎｍの波長の紫外線を照射した場合には、実験時間にかかわらず、ＩＬ４
のｍＲＮＡの発現を有意に抑制できていることが確認できる。
【００６９】
以上の結果より、３１０ｎｍの波長の紫外線では、ＩＬ４のｍＲＮＡの発現を抑制する
機能を特異的に有しており、２００ｍＪ／ｃｍ２／ｈ程度の弱い強度であっても、総照射
量が３００ｍＪ／ｃｍ２程度となるように照射すれば、その機能を十分に発揮することが
30

確認できた。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
本発明の鼻炎の予防治療装置は、病院におけるアレルギー性鼻炎の治療や、家庭におい
て日常的に鼻炎予防に使用する装置に適している。
【符号の説明】
【００７１】
１

鼻炎の予防治療装置

１０

光供給手段

１２

挿入部

１３

光照射部

１４

ＬＥＤ

２０

制御手段
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