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紫外線療法の可能性を広げるターゲット型エキシマライト

PUVA療法、ナローバンドUVB療法に続き、健常部位への紫外線暴露を極力避け、病変部のみに限局照射
できるターゲット型の紫外線治療器の必要性が高まり、誘電体バリア放電エキシマランプを光源とした、
主波長308 nmを有する、ターゲット型エキシマライトが登場しました。

308nmの波長は、理論上、乾癬に対する効果と紅斑作用の
バランスに優れているとされています｡1), 2)

また、311nmとメラニン吸収係数を比べた場合、その差は
約2%3)とわずかであることが示されており、波長による
深達度の差はほとんどないと考えられています。
エキシマライトは、ナローバンドUVBに比べ、輝度（光強度）
が高く、照射時間が非常に短いのが特長で、臨床効果や
適応の拡大、安全性など、様々な面から注目されています。

高まる紫外線療法のニーズ

フレクシスの特長

紫外線暴露を最小限にする
ターゲット型
小範囲の病変部や他の治療で残存した部位
など､局所的に照射でき、健常部位への紫外線
暴露を防ぎます。

波長308nmの紫外線治療は、治療実績を
積み重ね、臨床現場において高く評価され
ています。

高い臨床効果を誇る
波長308nm

使いやすさを追求し、さまざまな機能を搭載。
施術者をサポートします。

使いやすさを追求した
便利な機能

水やフィルターの消耗品がなく、さらに長寿命
ランプまたはLEDにより、ランニングコストが
抑えられ、経済的です。

低ランニングコスト設計

コンパクトな卓上型

限られた診療スペースでも場所を取りません。
持ち運びも簡単です。

軽量、かつ操作性が高く､術者の負担を軽くします。
紫外線が横に漏れにくく､効率の良い治療ができます｡

あらゆる部位に照射しやすい
軽量アプリケータ
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ニーズや予算に合わせて選べる3つのアプリケータ

最新LED308モデル
光学技術を集結した、GME社初のLEDアプリケータです。モデル50と同等の輝度を有し、
クォーツチップ搭載、小型・軽量で非常に使いやすく、長寿命･低電力が特長です。
より手軽で紫外線治療を始めやすい最新モデルです。

ベーシックなモデル50
これから紫外線治療を始める場合や従来の紫外線治療との併用を始める場合などに
使いやすいベーシックモデルです。

輝度が2倍のモデル100
モデル50の2倍の輝度を有し、治療スピードと治療効率を向上する上位モデルです。

高輝度

■ 早期の効果発現4), 6), 7), 9)

■ 残存する難治性・抵抗性の症例に4), 6)

■ ナローバンドUVBで難しかった症例にも4), 5), 6)

■ 少ない治療回数9)・少ない照射量4), 5), 6)

■ 適応症例の拡大4), 5), 6), 7), 8)

高輝度のエキシマライトは、円形脱毛症、爪乾癬、皮膚リンパ腫、全身性強皮症、皮膚ムチン沈着症などの
疾患においても、有効性が報告されています。

紫外線治療をもっとスピーディに、効果的に

治療時間を短縮
高輝度のため、照射時間が短く、忙しい日常診療の
中で、よりスピーディな紫外線治療を実現します。

輝度
mW/cm2

照射時間
sec

照射量
mJ/cm2

照射量が同じ場合、輝度が高いほど
照射時間が短くすみます。

＜同じ照射量で比べた場合＞
輝度

［mW/cm2］

照射時間
［sec］

輝度が高い

輝度が低い

時短

NEW

LED308

モデル50 / モデル100



φ1.8cm（2.5cm2） φ1.8cm（2.5cm2） φ1.4cm（2.5cm2） φ1cm（2.5cm2）

LED308 モデル50 / モデル100
専用 オプション

安全な治療のために

健常部位の紫外線暴露を防ぐ限局照射

各種トリートメントチップにより、大きな病変部からより小さな病変部まで、照射
できます。さらに、付属の遮光用テンプレートで、様々な形状にも対応できます。

より照射しやすいクォーツチップ

透明のクォーツチップは、患部がよく見え、照射しにくいとされる凹凸部位や小さい範囲に、優れた操作性を
発揮します。

5×3.5cm（17.5cm2） φ3cm（7.1cm2） φ2cm（3.1cm2） φ1cm（0.8cm2）

目の周囲 鼻周囲 耳介周囲 下顎 指の間 小さな病変

＜このような部位に＞

口周囲

少ない
治療回数

早期の
効果発現

より少ない
照射量

紫外線リスクの
少ない治療

紫外線療法において、照射量がリスクを検討する上で、重要な目安になります。
高輝度のエキシマライトは、従来の紫外線療法に比べ､早期の効果発現 4), 6), 7), 9) や、少ない治療回数 9)、
より少ない照射量 4), 5), 6) での症例が報告されており、総照射量の減量につながると考えられています。
紫外線療法のリスクは、総照射量に比例して上がるとされており、高輝度のエキシマライトは、紫外線
リスクの少ない治療として期待されています。

高輝度による総照射量の減量＝紫外線リスクの軽減

＜モデル50 / モデル100 ＞



付属品を収納できる
専用架台
付属品をスッキリ収納できる専用架台のご用意もあります。
※オプション

使いやすさを追求した便利な機能

チャージ時間はほとんどなく、病変部が広範囲にわたる場合
でも、スピーディな治療を実現します。

スムーズな繰り返し照射

ハンドスイッチを押し続けなくても設定照射量を投与でき、
高照射量や照射範囲が広いときでも術者の負担を軽減します。

ハンドスイッチ
オートホールド機能

照射量は、メモリをスライド・タッチして設定するか、数字入力で
簡単に設定することができます。

ワンタッチでも、数字入力でも
設定できる照射量

状況に合わせて、ハンドスイッチとフットスイッチを切り替え
られます。

フットスイッチも
標準装備

よく使う照射量の設定を10件まで登録することができます。
その都度設定する手間が省け、すぐに治療が始められます。

患者様の適切な照射量を算定するための有用な方法とされて
いるMED※測定をサポートするメニューを標準搭載しています。
※最少紅斑量：minimal erythema dose

安全な治療をサポートする
MED測定メニュー

ハンドスイッチ

フットスイッチ

使いやすく、わかりやすい操作パネルで、誰でも簡単に操作
できます。

日本語表示の
カラータッチパネル

コードホルダー
（両側）

フットスイッチ
ポケット

資料用ポケット引出し2段

メニュー 治療
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Ready

戻る セットアップリセット

残り照射量 パワーモード 総照射量

照射量
ｍJ / ㎠

ｍJ / ㎠ｍJ / ㎠

100

On 0100



本体　1台
アプリケータ　1本

トリートメントチップ　1式
フットスイッチ　1個
電源コード　1本

遮光用テンプレート　1式
保護メガネ　1個

■ 仕　様

■ 標準セット内容
・石英ガラストリートメントアダプター
　（モデル50 / モデル100 専用）

・専用架台

■ オプション

光 　 　 源

主 波 長
照 射 量

ス ポ ッ ト サ イ ズ

外 形 寸 法

重 　 　 量

定 格 電 源
医療機器製造販売認証番号
ク ラ ス 分 類
製 造 元
製 造 販 売 元
販 売 名

型 式

エクシス308 model    ： 塩化キセノン(XeCl)エキシマランプ
UVB LED 308 model ： LED
308 nm
50～6000 mJ/cm2 

エクシス308 model    ： 17.5 cm2 （5×3.5 cm）
UVB LED 308 model ：   2.5 cm2 （φ 1.8 cm）
ベースユニット           ： 320（W）× 300（D）× 328（H） mm
エクシス308 model    ： 113（W）× 129（L）× 229（H） mm
UVB LED 308 model ：   60（W）× 136（L）× 178（H） mm

ベースユニット  ： 15 kg
エクシス308 model    ： 985 g
UVB LED 308 model ： 340 g

100 V, 1.2 kVA, 50/60 Hz

302AFBZX00117000

クラスⅡ　管理医療機器･特定保守管理医療機器
GME German Medical Engineering GmbH（ドイツ）
株式会社ジェイメック
フレクシス
エクシス308 model 50, エクシス308 model 100, 
UVB LED 308 model

【セット内容】
クォーツチップ（3種類）、ベース
スポットサイズ：φ1.0、φ1.4、φ1.8 cm
長さ：7.5 cm

万全のサポート体制
装置を熟知した技術者によるメンテナンス体制は、日本全国を網羅。パーツ等の供給も迅速に対応
いたします。さらに、長年皮膚形成市場で培った臨床ノウハウを活かした実際の診療に役立つ情報の
提供等、臨床サポート体制も充実しています。

◆ 診療報酬について
長波紫外線療法又は中波紫外線療法は乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症、菌状息肉腫（症）、悪性リンパ腫、慢性苔癬状粃糠疹、尋常性白斑、
アトピー性皮膚炎又は円形脱毛症に対して行った場合に限って算定できます。 （令和2年診療報酬点数表による）
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