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キセノン光治療
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　実臨床において，キセノン光線が殺菌，創傷治癒促進，鎮痛を目的に使用されている。キセノン

光線は複合波長から成るため，進行方向の異なる光線により照射面積が広くなり，生体深達性の異

なる光線により浅層から深層までの広範囲の照射が可能となる。現在，波長帯構成とエネルギー分

布を調節して，治療目的に適した光線を照射する種々のキセノン光治療器がある。しかし，現今ま

で，光線療法に関わる基礎研究および臨床研究の多くは単波長を用いて行われてきた。今回，これ

らの研究結果に基づいてキセノン光線の効果について論ずる。
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キセノン光線

　電磁波は波長の短い順にガンマ線，エックス線，光

線 (紫外線，可視光線，赤外線)，電波 (マイクロ波，

ラジオ波) から成る。この中の光線を用いる光線療法は

低出力レーザー治療 (Low-level laser therapy: LLLT) と

して1960年代より臨床に導入された。光線は気体，液

体，結晶，染料，半導体などの媒質を強力な電気刺激

により発生させるが，組織修復促進1，鎮痛2，経穴刺

激3などの作用を期待できる近紫外線から近赤外線まで

の波長帯域の光線が選択される (図1)。

　LLLTに使用するレーザー光線は単波長の干渉性波動

から成り，一方向に進行するため，生体には点状に照

射される。一方，キセノン光線はレーザー光線 (単波長)

ではなく，複合波長から成るため，生体には面 (広範

囲) で照射される。キセノン光線はキセノンガスを媒質

に発生させた光線であるが，キセノンガスが生体に作

用することはない。キセノンガスを媒質とすること

で，紫外線から赤外線までの広い波長帯域の光 (複合波

長) を安定して得ることができる。キセノン光治療で

は，スペクトルフィルターを使用して，治療目的に適

した波長帯の光線のみを照射させる (表1)。

波長と吸光度

　LLLTには主に600〜950 nmの光線が使用される (図

1)。生体の浅部の治療には500〜700 nmの波長帯，深部

の治療には800〜1,000 nmの波長帯が選択される。光線

が生体深部まで到達するには，メラニン，ヘモグロビ

ン，水に吸収されにくい光線である必要がある。600

図1.  光線の波長帯
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n mより短い波長ではメラニンとヘモグロビンに，

1,150 nmより長い波長では水に吸収されやすい (図2)4。

生体深達性における最も重要なパラメーターは波長で

あり，次いで光エネルギーである5。十分な光エネル

ギー (数百mW/cm2) であれば，800〜900 nmの光線の軟

部組織深達度は数cmである6。

　キセノン光線は吸光度 (生体深達度) の異なる複合波

長により，生体の浅層から深層までを同時に治療でき

る。キセノン光治療では紫外線も使用することがある

(表のソーラックス7BMとレインボーライト)。紫外

線は皮膚に吸収されやすく，殺菌作用を目的に照射さ

れるが，皮膚温を上昇させるため，紫外線を含む光線

では光エネルギーが制限される。100 mW/cm2の連続光

であれば，光源を生体から数十cm離さないと治療は難

しい。ゆえに，生体深部の同時治療は困難である。ま

た，紫外線は皮膚癌の危険因子であるため，しばしば

スペクトルフィルターにより除去される (表のベータイ

レブン，オーヴ，オーパス)7。日本医広 (東京) が開

表1.  キセノン光治療器

メーカー 日本医広 (東京) セリック (東京) アスカメディカル (大阪) キュテラ(東京）

商品名 ベータイレブン，オーヴ ソーラックス7BM レインボーライト オーパス (Type LL）

380〜1,000 nm 290〜380 nm 520〜1,100 nm
波長帯 280〜2,500 nm

(ピーク: 800〜1,000 nm) +760〜1,050 nm (ピーク: 500〜600 nm)

1発光 3,600 W 光源から70 cmで 光源から70 cmで 1発光 1,500〜7,000 W
出力

  　  〃   133 W/cm2 9 mW/cm2 9 mW/cm2  　  〃   500〜2,333 W/cm2

パルス波 パルス波

発光パターン ・パルス幅: 5 msec 連続波 連続波 ・パルス幅: 2〜60 msec
・頻度: 0.1〜1.0 Hz ・頻度: 0〜2 Hz

照射面積 27 cm2 615 cm2 1,256 cm2 3 cm2

殺菌 殺菌
組織修復促進 美肌

使用目的 組織修復促進 組織修復促進
鎮痛 (表在性色素斑の除去)

鎮痛 鎮痛

図2.  波長と吸光度
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発したキセノン光線には380〜1,000 nm (380 nm未満は

除去) の種々の光線が含まれるが，800〜1,000 nmの光

線のエネルギーが非常に高い (700 nm以下の10倍)。こ

れは広範囲かつ深部までの治療を可能にする。また，

キュテラ (東京) のキセノン光線はピークを500〜600 nm

にとり，皮膚表面のメラニンとヘモグロビンをター

ゲットに美肌治療に用いられる。

光エネルギー

　光線が最大限の効果を発揮する光エネルギーの至適

量がある。十分量の光エネルギーがないと効果はない

が，用量依存性に効果が上がらないことがある。特に

創傷治癒においては，低エネルギーで促進，高エネル

ギーで抑制される8。光エネルギーの至適量は光の波長

や治療目的により異なる5,8-9。しかし，この至適量をin

vitroで調べることは比較的容易であるが，in vivoでは困

難である。

　臨症における治療効果には光線照射の範囲と深度が

重要となる。生体深部の治療において，光線は生体を

通過するときに吸収と散乱により減弱していく。深部

の標的組織に照射された光の範囲とエネルギーを測定

することは困難である。一般的に，頸部・腰部・殿部

の関節治療には，光線をより深部に到達させるために

高エネルギーを必要とする。さらに，筋肉の治療では

広範囲照射も要求される5。近年，800〜900 nmの高エ

ネルギー照射が盛んになっている。キセノン光線であ

れば，さらに広範囲照射も可能である。

連続波とパルス波

　発光パターンには連続波とパルス波がある。図3に示

すように，パルス波はパルス幅 (ON time)，パルス間隔

(OFF time)，頻度，光エネルギー (光用量) で決定され

る。ON timeにおける光用量がPeak powerであり，Peak

power × ON time (sec) × 頻度 (Hz) = Average powerであ

る5。

　生体深部の治療には高エネルギーが必要であるが，

連続波で光エネルギーを上げると，局所温度が上昇す

るために制限がかかる。一方，パルス波では，パルス

幅を熱の拡散時間よりも短くすることで，熱エネル

ギーを抑え，光エネルギーを上げることができる。ま

た，OFF timeがあることも熱抑制に寄与する。連続波

で100 mW/cm2の発光が可能な場合，同量の光エネル

ギー (Average power) のパルス波では，パルス幅を10

msec，頻度を1 Hzにして照射すると，Peak power = 100

mW/cm2 ÷ (0.01 sec × 1 Hz) = 10 W/cm2となり，光線は

生体のより深部へ到達できる5。

　Hashmiらは1970年から2010年までの連続波またはパ

ルス波のLLLTの論文を調査し，全般的にパルス波のほ

うが有効性が高いと結論した5。パルス波の優位性は特

に創傷治癒と脳卒中後遺症の管理で示されており，神

経再生に関しては連続波のほうが優れる可能性がある

とした。また，どの治療においても選択されるパルス

波頻度 (Hz) の幅が広く (2.5〜20,000 Hz)，最適頻度に

関する研究結果も一定しない。

図3.  連続波とパルス波
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作用機序

　1989年に光線治療の細胞レベルの作用機序が示され

た10。可視光線または近赤外線の光量子が標的細胞に

達すると細胞内ミトコンドリアに作用し，電子伝達系

を介したATP合成 (呼吸鎖) の促進により光作用が発揮

される。光受容体はミトコンドリア内膜上のシトクロ

ムCオキシダーゼと考えられている11。

1. 血管拡張

　紫外線 (320〜400 nm) と青色光は赤血球ヘモグロビ

ンに吸収され，一酸化窒素 (NO: nitric oxide) を発生さ

せて血管を拡張させる12。このNOはシトクロムCオキ

シダーゼを阻害して細胞死を導く13。これに対し，600

〜630 nmの可視光線と近赤外線はNO誘導とシトクロム

Cオキシダーゼ阻害を抑制する14。また，光線の熱エネ

ルギーによる交感神経系を介する肉眼的な血管拡張も

起こり得る。

2. 組織修復促進

　内皮細胞，線維芽細胞，角化細胞，マクロファー

ジ，好中球を対象としたin vitroの研究で，光が創傷治

癒を促進させることが示唆されている1。単波長の光線

照射により塩基性線維芽細胞成長因子，神経成長因

子，インターロイキンなどの合成が誘導される。

　比較的高用量の光線は神経再生も促進する。Anders

らはラット顔面神経損傷に対して361，457，514，

633，720，1,064 nmのHe-Neレーザーを照射し，633 nm

で162.4 J/cm2の照射が最も優れると報告した15。

　in vitro，in vivo (動物，ヒト) の研究により，光は筋

肉の酸化ストレス反応を減少させ，筋肉疲労を改善さ

せることが分かっている16-18。

3. 神経保護

　光線は種々の物質による神経毒性を軽減させる。

Wong-RileyらはシトクロムCオキシダーゼに対する不

可逆的抑制作用を有するシアン化カリウムを培養神経

細胞に暴露させた19。神経細胞死はコントロール群で

83.6%，光線照射群で43.5%であった。

4. 抗炎症作用

　光線照射により，プロスタンジンE2，インターロイ

キン1β，腫瘍壊死因子 (TNF-α: tumor necrosis factor-

alpha) などの炎症性サイトカインの減少，シクロオキ

シゲナーゼ2 (COX-2: cyclooxygenase-2)，抑制が証明さ

れている2,20。抗炎症作用は光用量依存性であることが

示唆されており，セレコキシブ，ジクロフェナク，デ

キサメサゾンと同等に得られる21-23。Bjordalらはアキレ

ス腱炎の患者患部に光線またはプラセボを照射し，光

線のほうが有意に，局所の炎症を改善させ，局所プロ

スタンジンE2濃度が低いことを報告した24。

5. 神経伝導抑制

　種々の基礎研究と臨床研究により，光線照射が神経

の伝導速度を遅め，活動電位を弱めることが確認され

ている25。抗炎症作用とともに，光線照射による鎮痛

作用の一因になると考えられる。

臨床効果

　1967年にLLLTが紹介されて以来，200以上の第III相

無作為化プラセボ対照二重盲検比較試験が公表されて

いる。多くのレビュー論文の中には，不十分なデータ

や矛盾した結果から光線効果を確定できないとするも

のがある。しかし，光線効果は光の波長と用量，照射

の部位と時間に依存する。Chowらは2009年のLancet誌

で，適切な状態で十分量の光線を照射すれば効果があ

ると言及している6。著者の知る限り，キセノン光によ

るプラセボ対照二重盲検研究は未だ行われていない。

1. 創傷治癒

　Woodruffらは光線の創傷治癒に関する十分な効果量

(effect size) を有する研究論文をメタ分析し，有効であ

ると結論した1。キセノン光を含む種々の光線治療器が

創傷や褥瘡の治療に用いられるが，光用量には留意す

る必要がある5,8-9。

2. 鎮痛

　急性痛，慢性痛，侵害受容痛，神経障害痛のいずれ

にも有効性が示されている。適切な波長で十分量の光

線を照射すると，頸部痛6，関節痛26,27などの生体深部

の痛みも軽減する。また，がん患者の化学療法または

放射線療法に伴う口内炎の治療にはしばしば難渋する

が，多臓器不全や悪液質を合併するがん患者に対して

も，光線療法は副作用なく効果を発揮する28。さら

に，透析アミロイド症による難治性関節痛にキセノン

光が奏効した報告がある29。

　鎮痛には抗炎症作用や神経伝導抑制作用のほか，血

管拡張も関わると考えられる。近赤外線を頸部前外側

(星状神経節近傍) に照射すると，同側の星状神経節遮

断による頭部，頸部，上肢の血管拡張が起きると考え

られている。しかし，光の熱エネルギーにより局所温

度が上昇し，手温は気分や環境温度に大きな影響を受

けることが知られている。ゆえに，光線照射側の皮膚

温上昇のみで星状神経節が遮断されたとは言えない。

渡部らは患側または健側の星状神経節近傍にキセノン

光照射を行い，照射前後で両側の中指と手関節の温度

を計測した30。患側，健側のいずれの照射において

も，照射側の中指温と手関節温の上昇率はともに非照

射側より有意に大きかった。彼らの研究結果はキセノ

金井　昭文



85

ン光が星状神経節を抑制する可能性を示唆した。

　鎮痛効果は光用量依存性に増強するが，一般的に光

線療法は連日または隔日で2〜3週間行う。痛みはVAS

スコアで30 mm程度低下し，鎮痛作用は数週から数か

月持続する6,26,31。1日の至適照射量; J (ジュール) = W

(ワット) × 秒は，光の周波数と治療目的により異な

る6。例えば，830 nmのLLLTによる頸部痛の至適照射

量が6 J/cm2とすると6，これはPeak power: 133 W/cm2，

パルス幅: 5 msec，頻度: 1 Hzのキセノン光パルス波 (図

3のベータイレブン，オーヴ) での6 ÷ (133 × 0.005

× 1) ≈ 9秒の照射に相当する。しかし，単波長と複合

波長，照射面積による効果の相違は不明である。

3. 副作用

　副作用はないか，熱感，倦怠感などの軽度副作用の

みであることが光線治療の利点である。しかし，痛み

が一時的に増強することがある。Konstantinovicらは急

性頸部神経根症に対する光線効果をプラセボ対照二重

盲検研究で確認したが，プラセボ群に副作用がないの

に対し，光線群には痛みの増強 (6時間内に消失) が20%

に出現した31。キセノン光においても神経障害痛，特

に熱アロディニアを有する症例には光用量に注意する

必要がある32。
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Xenon light therapy

Akifumi Kanai
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The xenon light, which is generated by high-intensity electrical stimulation of a xenon gas, is used to disinfect
wounds, aid tissue repair, and relieve pain as a low-level light therapy.  The light produced consists of non-
coherent beams of multiple wavelengths in the ultraviolet to infrared spectrum.  This broad-band light can be
emitted in a continuous wave or pulsed mode, with the wave band chosen and the energy distribution controlled
for the purpose.  Specifically, wavelengths in the 500−700 nm range are suitable for treating superficial
tissue, and wavelengths between 800 and 1,000 nm are suitable for deeper-seated tissues, due to longer optical
penetration distances through tissue.  One of the most common benefits in xenon light therapy is considered
to be wide and deep irradiation of optimal rays to living tissue.

Research into the use of xenon light for tissue repair and pain reduction is restricted within open-label
studies and case reports.  The present review expounded the effects of xenon light therapy on the basis of the
available evidence in vitro and in vivo studies using a laser beam of a single wavelength.
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