(57)【要約】
【構成】ポリビニルアルコールまたはアセトアセチル化
ポリビニルアルコール、それらの架橋剤、水、および、
遠赤外線放射物質を含有してゲル化させる。
【効果】選択的に癌部を加温することができるので、正
常細胞に対して熱的悪影響を与えずに、高い治療効果を
与えることができる。また、装置自体に電熱器などの加
熱機構を持たないので、シーズ線やリード線がなく、管
腔臓器内に挿入して、対外から電磁波を印加するだけで
よいので、きわめて安全である。さらに、特殊な架橋ゲ
ルのため、水や熱水に溶けず、弾性力、伸張性、およ
び、復元性に富み、例えば、寒天やカラギーナン等の一
般的なゲルのように潰れたり割れたりせず、また腐敗す
ることもない。またさらに、水に濡らすだけできわめて
滑らかになるので、食道や直腸などの腔内への挿入がき
わめて容易であり、ゼリーなどの塗布を必要としない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】遠赤外線放射物質を含有させたポリビニル
アルコールまたはアセトアセチル化ポリビニルアルコー
ルのゲルからなることを特徴とする電磁波遠赤外線温熱
治療用ボーラス。
【請求項２】電磁波の周波数が１ＭＨｚ〜３００ＧＨｚ
である請求項１の電磁波遠赤外線温熱治療用ボーラス。
【請求項３】遠赤外線放射物質が遠赤外線放射セラミッ
クスである請求項１または２の電磁波遠赤外線温熱治療
用ボーラス。
【請求項４】水とともに架橋剤を配合してゲル化してな
る請求項１ないし３のいずれかの電磁波遠赤外線温熱治
療用ポーラス。
【請求項５】ポリビニルアルコールの架橋剤がアルデヒ
ド化合物である請求項１ないし５のいずれかの電磁波遠
赤外線温熱治療用ボーラス。
【請求項６】アセトアセチル化ポリビニルアルコールの
架橋剤が、アミン化合物、アルデヒド化合物、ヒドラジ
ド化合物、エポキシ化合物、メチロール化合物、金属ア
ルコキシド、および／または金属キレート化合物である
電磁波遠赤外線温熱治療用ボーラス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】この発明は、電磁波遠赤外線温熱
治療用ボーラスに関するものである。さらに詳しくは、
この発明は、癌治療等に有用な電磁波遠赤外線温熱治療
用ボーラスに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】不治の病と言われていた癌も、最近の医
学の急激な進歩によって完治が可能になってきており、
そのための多くの治療方法が研究され臨床治療として応
用されてきている。このような癌の治療方法の一つとし
て、癌細胞は正常細胞よりも血流が悪く血流による冷却
効果が少ないため、同じ温熱を加えると、癌細胞の方が
より温度が高くなるという現象を利用し、温熱によって
癌細胞を破壊する温熱療法（ハイパーサーミア療法）が
確立されつつある。
【０００３】この治療方法で癌細胞に温熱効果が現われ
るのは４２．５℃前後であり、加温する部位によって温
度差はあるが、４１℃から４５℃までの範囲で温熱療法
を行なうと、癌細胞破壊に効果があるとされている。そ
して、この治療方法における加温方法としては、現在、
電磁波を用いた方法が最も注目されている。この電磁波
を用いた温熱療法では１ＭＨｚ〜３００ＧＨｚの周波数
を用いると、周波数の範囲によってそれぞれ異なった深
さまで非侵襲的に加温することができる。例えば、３０
０ＭＨｚ〜３００ＧＨｚのマイクロ波を用いると、体表
から約２ｃｍまでの深さの部分が加温でき、３０〜３０
０ＭＨｚの超音波を用いると、約２〜５ｃｍの深さまで
の部分が加温できる。また、さらに波長の長い１〜３０
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ＭＨｚの短波を用いると約５ｃｍ以上、最大約１２ｃｍ
の深さまでの部分が加温できる。このように、周波数の
範囲によって、加温箇所を選択できるので、電磁波を用
いたハイパーサーミア療法は表在性癌の他に頚部癌、胃
癌、直腸癌などの深部癌の治療に有効である。 そし
て、このハイパーサーミア療法は単独でも用いられる
が、放射線療法および化学療法を併用するとその効果は
著しく、このことは放射線によって破壊されたＤＮＡ自
身がもつ自己修復能力を温熱によって変質させ、それを
抑制させるためと言われている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】以上の通りのハイパー
サーミア療法を生体に対して行なうには、１つの電極ま
たは対向する２つの電極を生体に当て、電極から電磁波
を照射して照射された細胞分子の振動摩擦によって加温
する。 しかしながら、食道や直腸などの腔内に生じた
癌の温熱治療に、この電磁波ハイパーサーミア療法を行
なうと、腔内の空気のために癌細胞の温度が上がらず、
したがって、癌細胞を治療に適した温度に加温できな
い。
【０００５】このような腔内に生じた癌に対して、水袋
を腔内に挿入して空気の影響を除去する方法があるが、
この方法においても腔内の温度上昇は僅かであり、温熱
治療の効果が得られない。さらに現在では、腔内癌に対
してフレキシブルな加温棒挿入法などが行なわれている
が、装置が複雑であったり、挿入が困難であったり、ま
たさらに、密着性の悪さから温度分布が不均一であった
りして不適当であった。
【０００６】また、このような腔内癌だけでなく、浅在
部の癌に対しても電極からの冷却効果により腫瘍面の温
度が下がったり、加温装置の密着性の悪さによるエッジ
効果により、患者の苦痛が著しく大きいという欠点があ
った。そこでこの発明は、以上の通りの従来技術の欠点
を解消し、電磁波ハイパーサーミア療法において、腔内
癌、および、浅在部の癌に対しても十分な加温効果を得
ることができ、患者の苦痛の少ない電磁波遠赤外線温熱
治療用ボーラスを提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】この発明は、上記の課題
を解決するために、電磁波遠赤外線放射物質を含有させ
たポリビニルアルコールまたはアセトアセチル化ポリビ
ニルアルコールのゲルからなることを特徴とする電磁波
遠赤外線温熱治療用ボーラスを提供する。すなわち、こ
の発明の発明者は、種々の研究の結果、ポリビニルアル
コール、またはアセトアセチル化ポリビニルアルコール
のゲル化に遠赤外線放射物質を含有させたボーラスを癌
の発生している腔内に挿入し、その生体にハイパーサー
ミア療法を行なったところ、挿入したボーラスにきわめ
て近い生体部分の温度が、他の周囲の温度より５〜８℃
高くなることを見いだした。
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【０００８】また、生体の浅在部および深在部に発生し
＊ 【００１２】この発明で用いられるポリビニルアルコー
た癌に対しても、その体表とハイパーサーミアの電極と
ルとしては、重合度３００〜３０００、ケン化度７０〜
の間に遠赤外放射物質を含有したゲルからなるボーラス
１００モル％のものが望ましい。また、この発明で用い
を介在させたところ、遠赤外線放射物質を含有していな
られるアセトアセチル化ポリビニルアルコールは、ポリ
いボーラスを介在させた場合と比較して、より弱い出力
ビニルアルコールをアセトアセチル化したものが望まし
で癌部が適温に加温させることを見いだした。この発明
く、その方法としては、ポリビニルアルコールを酢酸溶
は、このような従来技術からは予期することのできない
媒中に分散させておき、これに次式で示されるジケテン
知見に基づいて完成されたものである。
を添加させる方法、
【０００９】
【００１３】
【作用】この発明の電磁波遠赤外線温熱治療用ボーラス 10 【化１】
を用いると、きわめて効果的な温熱治療が行なわれる。
これは、この発明のボーラスが電磁波に照射されると遠
赤外線放射物質が振起されて遠赤外線を放射し、その近
辺の温度を上昇させるからである。
【００１４】ポリビニルアルコールをジメチルホルムア
【００１０】この発明のボーラスを用いて行なう温熱治
ルデヒドまたはジオキサンなどの溶媒にあらかじめ溶解
療用の電磁波は、その周波数が１ＭＨｚ〜３００ＧＨｚ
しておき、これにジケテンを添加する方法、あるいはポ
のものが適している。この発明のボーラスを構成するゲ
リビニルアルコールにジケテンガスまたは液状ジケテン
ルはその態様において水性ゲルであって、より具体的に
を直接接触させる方法等が好適に用いられる。アセトア
は、ポリビニルアルコール、または、アセトアセチル化
セチル化ポリビニルアルコールのアセトアセチル化度
ポリビニルアルコールの水性溶液を、架橋剤で架橋ゲル 20 は、１〜１５モル％、好ましくは、２〜１２モル％の範
化したものが好適に用いられる。
囲が適当である。１モル％未満では、架橋反応が進行し
【００１１】このような水性ゲルは、きわめて柔らかい
にくいため、水性ゲルが得られにくく、１５モル％を越
弾性を持ちながら強靭であり、水に濡れると非常に滑ら
えると、水に溶けにくくなって好ましくない。
かになるので、これを棒状に成形したボーラスは、患者
【００１５】この発明で使用する架橋剤としては、アミ
に苦痛を与えることなく、複雑な形状の体腔内に円滑に
ン基を有する化合物、アルデヒド基を有する化合物、ヒ
挿入でき、しかも、体腔内面に密着したり、折れたり、
ドラジド基を有する化合物、エポキシ基を有する化合
潰れたりすることがない。 そのうえ、この発明を構成
物、メチロールを有する化合物、金属アルコキシド、お
する水性ゲルは、温室で短時間に、しかも簡単に作成で
よび／または金属キレート化合物等が挙げられる。もち
きるという利点があり、従来の一般的なゲルである強靭
ろん、これらは単独または組合せて使用してもよい。こ
性のまったくない寒天ゲルやゼラチンゲル、あるいは、 30 の発明で使用する架橋剤のひとつであるアミン基を有す
凍結融解を繰り返してゲル化させ、強靭すぎて可撓性の
る化合物としては、一般式、
ない完全ケン化ポリビニルアルコールゲルなどでは代替
【００１６】
することができない。
＊
【化２】

【００１７】（Ｒ1 ，Ｒ2 ，Ｒ3 はＨまたはＣＨ2 ＣＨ
2 ＮＨ2 、ＸおよびＹは整数）で表すことができ、分子
量が１００〜１００，０００のポリエチレンイミン、ジ
エチレントリアミン、トリエチレンテトラミンなどの鎖
状脂肪族ポリアミン、メンセンジアミン、イソフォロン
ジアミンなどの環状脂肪族ポリアミンおよびこれらの誘
導体または変成物、メタフェニレンジアミン、ジアミノ
ジフェニルスルホン等の芳香族ポリアミンおよびこれら
の変性物、脂肪族ポリアミドアミンおよびＮ−β（アミ
ノエチル）γ−アミノプロピルトリメトキシシラン、γ 50

−アミノプロピルピルトリメトキシシラン、などのアミ
ノシラン化合物が好適である。
【００１８】この発明で使用する架橋剤のひとつである
アルデヒド基を有する化合物としては、ホルムアルデヒ
ド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、クロト
ンアルデヒド、ベンズアルデヒド、ホルムアルデヒドな
どのモノアルデヒド類、グリオキザール、マロンジアル
デヒド、グルタルアルデヒド、テレフタルアルデヒドな
どのジアルデヒド類、ジアルデヒドデンプン、アクロレ
イン共重合アクリル樹脂が適当である。これらの中で、
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特にグリオキザール、グルタルアルデヒド、および、ジ
＊ ビスフエノールＡ／エピクロルヒドリン型のエポキシ樹
アルデヒドデンプンが好適である。
脂などてある。
【００１９】この発明で使用する架橋剤のひとつである
【００２１】この発明で使用する架橋剤のひとつである
ヒドラジド基を有する化合物としては、ジヒドラジド化
メチロール基を有する化合物としては、尿素樹脂初期縮
合物、および、ポリヒドラジド化合物が適しており、た
合物、および、メラミン樹脂初期縮合物が好適である。
とえば、ジヒドラジド化合物、ジヒドラジド化合物のギ
この発明で使用する架橋剤のひとつである金属アルコキ
酸、シュウ酸などの有機塩類、ジヒドラジド化合物のメ
シドとしては、テトラエチルチタネート、テトラプロビ
チル、エチル、プロピル、ブチル、および、アリルなど
ルチタネート、テトラブチルチタネート、テトラ２−エ
の一置換体、１，１−ジメチル、および、４−ｎ−ブチ
チルヘキシルチタネート、テトラ２−エチルヘキシルジ
ル−メチルなどの非対称二置換体などが挙げられる。こ 10 ルコネート、アルミニウムイソプロピレート、モノｓｅ
とに好適なヒドラジド基含有化合物は、カルボジヒドラ
ｃ−ブトキシアルミニウムジイソプロピレート、およ
ジド、シュウ酸ジヒドラジド、マロン酸ジヒドラジド、
び、アルニウムｓｅｃ−ブチレートが好適である。 こ
コハク酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド、セバ
の発明で使用する架橋剤のひとつである金属キレートと
チン酸ジヒドラジド、ドデカン二酸ジヒドラジド、イソ
しては、チタニュウムラクテート、ジ−ｉ−プロポキシ
フタール酸ジヒドラジド、テレフタル酸ジヒドラジド、
・ビス（アセチルアセトン）チタネート、ジ−ｎ−ブト
グリコリック酸ジヒドラジド、ポリアクリル酸ジヒドラ
キシ・ビス（トリエタノールアミン）チタネート、テト
ジドなどである。
ラオクチノングリコールチタネート、ジルコニウムテト
【００２０】この発明で使用する架橋剤のひとつである
ラアセチルアセトナート、エチルアセトアセテートアル
エポキシ基を有する化合物としては、ジエポキシ基化合
ミニウムジイソプロビレート、および、アルミニウムト
物、および、ポリエポキシ基化合物が適しており、たと 20 リス（エチルアセトアセテート）が好適である。
えば、エチレングリコールグリシジルエーテル、ポリエ
【００２２】この発明においては、分子内にアセトアセ
チレングリコールグリンジルエーテル、プロピレングリ
チル基を有するポリビニルアルコールと、例えば、アミ
コールグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコール
ン基含有化合物とは、推測であるが下式のごとき反応機
グリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールグリシジ
構により架橋構造を形成し、水を包含してゲル化し、水
ルエーテル、グリセロールグリシジルエーテル、トリメ
性ゲルを生成する。
チロールプロパングリシジルエーテル、ペンタエリスリ
【００２３】
トールグリシジルエーテル、ジグリセロールグリシジル
【化３】
エーテル、ソルビトールグリシジルエーテル、および、＊

【００２４】分子内にアセトアセチル基を有するポリビ
※ を形成し、前記と同様に水性ゲルを生成する。
ニルアルコールと、例えば、アルデヒド基含有化合物と
【００２５】
は、推測であるが下式のごとき反応機構により架橋構造※40 【化４】

【００２６】分子内にアセトアセチル基を有するポリビ
ニルアルコールと、例えば、ヒドラジド基含有化合物と 50

は、推測であるが下式のごとき反応機構により架橋構造
を形成し、前記と同様に水性ゲルを生成する。
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【００２７】

8
＊ ＊ 【化５】

【００２８】分子内にアセトアセチル基を有するポリビ 20※ を形成し、前記と同様に水性ゲルを生成する。
ニルアルコールと、例えば、エポキシ基含有化合物と
【００２９】
は、推測であるが下式のごとき反応機構により架橋構造※
【化６】

【００３０】分子内にアセトアセチル基を有するポリビ
ニルアルコールと、メチロール基含有化合物とは、推測
であるが下式のごとき反応機構により架橋構造を形成

し、前記と同様に水性ゲルを生成する。
【００３１】
【化７】
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【００３２】分子内にアセトアセチル基を有するポリビ
ニルアルコールと、例えば、金属アルコキシド、また
20
は、金属キレートとは、推測であるが下式のごとき反応
機構により架橋構造を形成し、前記と同様に水性ゲルを
生成する。
【００３３】
【化８】

30
【００３４】以上の反応はいずれも加熱する必要は全く
なく、室温で速やかに進行して透明な水性ゲルを生成す
る。ちろん、アセトアセチル化ポリビニルアルコールの
種類やアセトアセチル化度、架橋剤の種類や使用割合、
両者の溶液濃度、ｐＨなどを調整することによりゲル化
時間を自由に調整することができる。この発明に用いる
水性ゲルには、目的に応じて着色剤、紫外線吸収剤、酸
化防止剤、ｐＨ調整剤、殺菌剤、香料などを含有させる
ことができる。
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【００３５】このほか、粉末状のアセトアセチル化ポリ
ビニルアルコールと、粉末状の架橋剤を混合しておき、
必要な時に適量の水を加えて撹拌溶解することにより、
水性ゲルを製造することができる。またいずれか一方が
水溶液の場合も両者を混合撹拌するだけで水性ゲルを製
造することができる。 この発明に用いる水性ゲルは、
例えば、寒天、カラギーナン、および、アルギン酸等の
ように、加熱溶解したのち冷却してゲル化させるという
工程は必要とせず、常温で単に撹拌するだけで、無臭
で、強靭で、さらに、弾性のある透明な水性ゲルが得ら 50

れ、凍結溶解しても、高温に保持しても、あるいは高
温、凍結を繰り返しても、離水が非常に少ないという優
れた水性ゲルが得られる。 なお、得られる水性ゲルの
硬さは架橋剤の種類や使用割合、両者の溶液濃度、ｐＨ
などを調整することにより、流動性のあるものから、強
鈍で弾性のあるものまで広範囲に制御することができ
る。
【００３６】この発明の電磁波遠赤外線温熱治療用ボー
ラスを製造するには、ポリビニルアルコール、または、
アセトアセチル化ポリビニルアルコールの水溶液を調整
し、これに遠赤外線放射物質の粉末を添加し、架橋剤、
または、その水溶液を添加し混合し、適切な型枠に流し
込めばゲル化し、この発明のボーラスが得られる。遠赤
外線放射物質としては、ＳｉＯ2 ，ＦｅＯ3 ，Ａｌ2 Ｏ
3 ，Ｃｒ2 Ｏ3 ，ＭｎＯ，Ｃ，または、Ｐ2 Ｏ5 等のセ
ラミックスが用いられる。もちろん、これらを単独でま
たは混合して用いてもよい。
【００３７】この発明における水性ゲルのゲル化温度、
ゲル化時間、および、ゲル化強度などは、ポリビニルア
ルコール、または、アセトアセチル化ポリビニルアルコ
ールの種類とその水溶液の濃度、架橋剤の種類と量およ
びその系のｐＨを選択することにより、広範囲にかえる
ことができる。この発明の電磁波遠赤外線温熱治療用ボ
ーラスの形状は、食道や直腸などの腔内容としては、厚
さ１０〜５０ｍｍ、直径５０〜５００ｍｍ程度の円板
状、あるにはそれに準じた楕円板状、または、帯板状な
どである。これらは鋳造あるいは、鋳造後切断して作る
ことができる。また、体表面の凹凸が激しいときは、そ
の部位に型枠を設け、まだゲル化していない水性ゲルを
直接流し込んで成形してボーラスとすることができる。
【００３８】この発明の電磁波遠赤外線温熱治療用ボー
ラスを用いて、温熱治療を行なうには、次のごとくす
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る。例えば、直腸に発生した癌に対しては、直径２０〜
３０ｍｍ、長さ１００〜２００ｍｍであるこの発明の棒
状ボーラスを作成し、これを直腸内に挿入して、例え
ば、腹部と背部の両側からＲＦ容量結合型加温装置を用
いて、１〜３０ＭＨｚの電磁波を印加する。こうする
と、この発明のボーラスから遠赤外線が発生し、従来の
ハイパーサーミア法で用いられているよりも低い出力
で、癌治療のための適温である４１〜４５℃に加温され
る。その結果、正常細胞に対して熱的悪影響を与えるこ
となく癌細胞を選択的に加熱することができる。このと
き、電極と体表との間に、遠赤外線放射物質を含まない
ボーラスを挟むとエッジ効果が発生せず、したがって、
正常細胞を持つ皮膚の熱傷は生じない。
【００３９】この棒状ボーラスは柔軟でかつ強靭であ
り、挿入がきわめて容易であり、治療中に潰れたり、破
損することなく、使用後、洗浄、消毒して、水中に貯蔵
することができる。体表面に近い部位、たとば、２ｃｍ
以内に発生した癌に対しては、その部位の体表面に１０
ｍｍ厚程度のこの発明の電磁波遠温熱治療用ボーラスを
当てて、その上に照射する。こうすると、ボーラスから
遠赤外線が発生し、低い出力でも癌部を適温に加熱する
ことができる。その結果、エッジ効果を発生することが
なく、したがって、皮膚の熱傷も生じない。
【００４０】また、この発明の電磁波遠赤外線温熱治療
用ボーラスは、癌治療に限らず、神経治療などにも用い
ることができる。以下、実施例を示し、さらに詳しくこ
の発明について説明する。
【００４１】
【実施例】
実施例１
アセトアセチル化度６．０モル％、ケン化度９９モル
％、重合度２，６０００のアセトアセチル化ポリビニル
アルコールの８％水溶液１００重量部に対して、遠赤外
線放射物質３０重量部を添加し、２５℃室温にて撹拌混
合し、まだゲル化していない混合液を、内径２０ｍｍの
プラスチックパイプに流し込み、約１０時間靜置してゲ
ル化させて、直径２０ｍｍ、長さ３００ｍｍの棒状ゲル
を得た。このゲルに温水を４時間流し、さらに、消毒用
アルコールに３０分間浸漬した。このボーラスは柔軟性
があり、しかも強靭であった。
【００４２】このとき、ゲル化前の溶液のｐＨは６．
３、ゲル化時間は２時間であった。また、室温で１時間
放置後のこのボーラスに対する針入深さは３ｍｍ（２０
０ｇ／ｃｍ2 靜加重）であった。 ここで、ゲル化時間
は、室温（２５℃）で、架橋剤を添加混合後、混合器の
粘度がＢＬ型粘度計でで５００〜１０００ｃＰ（撹拌不
能の領域）に至るまでの時間であり、針入深さは、直径
４ｍｍの球体に２００ｇ／ｃｍ2 の靜加重を加えた時の
球体のゲル中への針深さ（架橋剤添加混合１週間後）で
ある。
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【００４３】この棒状ボーラスに、サーミスタ温度計を
内蔵させ、これを直腸癌を保有する患者の直腸腔内に挿
入したのち、ＲＦ容量結合型加温装置の電極を腹部およ
び殿部に平衡に装着し、腫瘍内の温度分布を調べた。電
磁波電流は１０ＭＨｚとし、最初、発振器出力を１００
Ｗとし、被加温領域と発振器とのインピーダンス整合
（マッチング）を取り、徐々にパワーを上げて、５〜１
０分で所定の電力とした。癌部の温度を４３℃に保った
ときの印加電力は、遠赤外線放射物質を含まない棒状ボ
ーラスを挿入した場合に比べ、約１／２であった。
【００４４】なお、体表と電極の間に、遠赤外線放射物
質を除いた水性ゲルで作成した円板状ボーラスを介在さ
せておくと、エッジ効果が発生せず、加熱による体表皮
膚の熱傷は生じなかった。
実施例２
ケン化度８８モル％、重合度１，７００のポリビニルア
ルコールの１５％水溶液１００重量部に対し、クエン酸
１．５重量部、グルタルアルデヒド０．１重量部、遠赤
外線放射物質２０重量部を添加し、この混合液を、直径
３００ｍｍのプラスチックパイプに流し込み、約１０時
間靜置してゲル化させて、直径２０ｍｍ、厚さ１５ｍｍ
の容器に流し込み、室温に２４時間放置し円板状ゲルを
得た。さらに、このゲルに温水を４時間流し、さらに、
消毒用エタノールに３０分間浸漬し、柔軟で強靭のある
円板状ボーラスを得た。
【００４５】このボーラスを、胸部表面下２ｃｍの部位
に癌部を有する患者の胸部表面にに密着させ、その上に
マイクロ波照射プローブを当てがい、３０ＧＨｚのマイ
クロ波を照射したところ、きわめて弱い出力にも拘ら
ず、癌部は約４３℃に加温された。
実施例３
実施例１の結果を確認するために、幅３０ｃｍ、高さ２
０ｃｍ、奥行き３０ｃｍの寒天ファントムを作成し、高
さ１０ｃｍの箇所に直径２ｃｍ、長さ３０ｃｍの円筒形
の穴を穿ち、空洞のままにしたファントム（ａ）と、こ
の空洞を実施例１のボーラスから遠赤外線放射物質を除
いたボーラスで充填したファントム（ｂ）と、この空洞
を実施例１のボーラスで充填したファントム（ｃ）を作
成し、これらのファントムの上下から実施例１と同様の
ＲＦ容量結合型加温装置で加温した。
【００４６】（ａ）のファントムを用いた場合の温度分
布は、図１に例示した通りである。この図１において、
Ａは円筒形の穴の周囲の温度であり腫瘍内温度をモデル
的に示している。また、Ｂはファントムの外周の温度で
あり皮膚表面温度をモデル的に示したものである。図１
に示したように、この場合、加温しなければならない中
心部の温度は低いことがわかる。
【００４７】（ｂ）のファントムを用いた場合の温度分
布は、図２に例示した通りである。この図２において、
Ａは円筒形の穴の周囲の温度であり腫瘍内温度をモデル
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的に示している。また、ＢとＣはファントムの外周の温
＊ 体に電熱器などの加熱機構を持たないので、シーズ線や
度であり皮膚表面温度をモデル的に示したものである。
リード線がなく、管腔臓器内に挿入して、対外から電磁
図３に示したように、この場合、周囲の温度も上昇し、
波を印加するだけでよいので、きわめて安全である。
正常細胞に熱的損傷を与える恐れがあった。
【００５０】さらに、この発明においては、特殊な架橋
【００４８】（ｃ）のファントムを用いた場合の温度分
ゲルのため、水や熱水に溶けず、弾性力、伸張性、およ
布は、図３に例示した通りである。この図３において、
び、復元性に富み、例えば、寒天やカラギーナン等の一
Ａは円筒形の穴の周囲の温度であり腫瘍内温度をモデル
般的なゲルのように潰れたり割れたりせず、また腐敗す
的に示している。また、Ｂはファントムの外周の温度で
ることもない。またさらに、この発明は、水に濡らすだ
あり皮膚表面温度をモデル的に示したものである。図３
けできわめて滑らかになるので、食道や直腸などの腔内
に示したように、この場合、中心部がきわめて選択的に 10 への挿入がきわめて容易であり、ゼリーなどの塗布を必
加温され、周囲の細胞には熱的悪影響を与えないことが
要としない。
わかる。しかも、印加する電力は（ｂ）の場合に比べ
【図面の簡単な説明】
て、１／２であった。
【図１】この発明を用いなかった場合の腫瘍内の温度分
【００４９】
布を示した関係図である。
【発明の効果】以上詳しく説明した通り、この発明にお
【図２】この発明を用いなかった場合の腫瘍内の温度分
いは、選択的に癌部を加温することができるので、正常
布を示した関係図である。
細胞に対して熱的悪影響を与えずに、高い治療効果を与
【図３】この発明を用いた場合の腫瘍内の温度分布を示
えることができる。また、この発明においては、装置自＊
した関係図である。
【図１】

【図２】
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