
ライフウェイブ・ナイトウェイブパッチの睡眠への影響 

 

2011 年 1 月 

場所：Shealy Wellness Center 5607 S.222nd Road Fair Grove、MO 65648 

治験責任医師：C.ノーマン・シーリー、M.D.、Ph.D。 

研究員：ロバート・ミューラー 

治験審査委員会：Quantum IRB 

  

前書き：200 年以上前、ほとんどのアメリカ人は平均 10 時間寝て、昼寝から起床までの時

間。今日、膨大な数の個人が 5.5 時間以内に眠ります。 

毎晩、彼らはその睡眠の問題を考慮していません。多くの調査で、40％個人は、不眠症に重

大な問題があると報告しています。 

 

1・1 ヶ月以内に不眠症が職場での過度の眠気につながることを示す研究。 

 

気分障害、エラーの増加、事故の増加、家族や社会的問題。 

慢性不眠症は、心血管疾患、糖尿病、肥満の発生率がはるかに高く、消化器疾患、欠勤、懲

戒問題、分離、離婚および死亡の問題と病気の発生率は、一般に通常の午前 8 時から午後 5

時以外の仕事パターンが多いということが統計的な数値としては傾向値が高い。 

 

夜勤で働く人は、およそ午後 4 時真夜中まで、病気や夜勤で働いている人たちが増えてい

る。午前 0 時から午前 8 時または午後 11 時午前 7 時までには、さらに多くの病気がありま

す。そして最後に、スイングシフトが 1 か月 1 シフト、翌月が別のシフトで働いている人、

すべての病気の中で最も多くの病気を持っている。 

 

不眠症の治療に使用されている多くの薬があります。どれでもない完全に満足のいくもの

であり、すべてに重要な可能性があり、しばしば「望ましくない」側面があります効果。ベ

ンゾジアゼピンは、ステージ 4 の睡眠を妨げるため、特に有害です。 

 

抗うつ薬は、ほとんどの場合、治療のみに使用されると多くの望ましくない効果もあります。

不眠症。最後に、睡眠専用の薬は、多くの場合、二日酔いや眠りながら、ウォーキング、ド

ライブ、その他のアクティビティを睡眠。材料および方法：心理学者の推薦で、私は LifeWave

の効果を研究しました。 

 

睡眠を強化するために特別に設計されたナイトウェイブ®パッチ。 LifeWave®パッチは設計

されています。 



 

ツボとエネルギーの両方を含むメカニズムによってツボを刺激する特定の経穴を刺激する

原則です。治験審査委員会が承認したプロトコルの下で、不眠症が研究に参加しました。 

 

この研究では、Night Wave®パッチ（LifeWave、La 米国カリフォルニア州ホヤ）が使用さ

れました。 LifeWave Night Wave®パッチは非経皮パッチですそれは体内に化学物質や薬物

を入れません。  

 

Night Wave®パッチは、体のツボを刺激して睡眠を改善する新しい方法圧力と赤外線エネル

ギーの組み合わせ。 LifeWave Night Wave®パッチはエネルギーを反映しています体に戻っ

て、彼らはエネルギーを生成しません。パッチの非毒性物質が作用しますに見られるセラミ

ックファイバーと比較して、周波数固有の反射器（狭帯域）のような広帯域反射体である赤

外線製品です。 

 

皮膚にパッチを配置すると、広帯域赤外線エネルギーをトラップして受動的に吸収し、狭帯

域赤外線を再放出するパッチエネルギーを体内に戻します。例として、赤外線ラップは無機

セラミック繊維を含むます。 

 

これらの無機繊維は体からの赤外線エネルギーを吸収し、次にエネルギーを再放出し、広い

エネルギーバンドがあります。 

 

LifeWave Night Wave®の違いは、パッチが非常に狭い帯域のみの周波数をミラーバックす

ることです。 

LifeWave パッチは、赤外線波長を提供して、皮膚の電気伝導度は、経穴を刺激する新しい

方法です。すべての被験者は健康状態が良好であり、重篤な疾患はなく、ベータ状態ではあ

りませんでした。 

ブロッカー、抗うつ薬または精神安定剤。それらのいずれも、電子デバイスが埋め込まれて

いませんでした。歴史と身体検査から成る初期評価の後、参加者は完了しました。 

次のアンケート： 症状インデックス トータルライフストレステスト うつ病のツング

テスト ピッツバーグ睡眠品質指数 リーズ睡眠評価アンケート Epworth-Sleepiness ス

ケール 睡眠アナログスケール個人は、5 つの特定の鍼のうちの 1 つにパッチの 1 つを配置

するように指示されました。 

 

就寝時に経絡に貼ります。ポイントは次のとおりです。 

 

右肝臓 3 右トリプルヒーター23 



右トリプルヒーター17 統治船 24.5 または 右胃 36 個人が十分に眠れなかった場合、

これらのポイントのそれぞれを通過することができました。 

 

彼らは可能な限り最高の睡眠を達成し、その後、研究期間中継続します。その特定のポイン

トを使用します。 

 研究デザイン Shealy ウェルネスセンターには、18 歳から 80 歳までの 25 人の候補者が登

録されました。 

 

主な訴えは、睡眠不足または不十分な睡眠でした。テストの構成： 病歴と身体検査 症

状指数 トータルライフストレステスト うつ病のツングテスト ピッツバーグ睡眠品質

指数 リーズ睡眠評価アンケート Epworth –Sleepiness-Scale 研究の主要なデータ収集部

分の後、1 週間後に各被験者に電話をかけ、問題がないことを確認し、問題が発生した場合

は電話で指示し、30 日の終わりに繰り返しテストに戻る予定でした。 

 

I. 対象集団 この研究には、少なくとも 25 人の被験者が登録されました。結果が十分

に効果的であると仮定して、この被験者グループの 1 か月のフォローアップが完

了すると、スポンサーがそれを追求することを希望する場合、さらに 25 人の被験

者を募集することができます。  

 

II. 包含基準 a。参加者は、自発的なインフォームドコンセントに署名することにより、

喜んで参加します。 b。彼らは、治験責任医師（PI）と研究スタッフの指示に従う

能力と意欲を持ちます。 c。彼らは適度に健康であり、重篤な病気はなく、ベータ

遮断薬、抗うつ薬、精神安定剤を使用していません。 III。除外基準 a。電子機器

が埋め込まれた人。 b。重度の医学的疾患を持つ個人。 c。ベータ遮断薬、精神安

定剤、または抗うつ薬の個人。 50 の潜在的なサブジェクトのうち 10 以下 

 

妊娠研究結果：1 名が研究から脱落し、さらなる評価のために連絡することができませんで

した。否定的な報告はありませんでした。 

 

個人の 72％は昼間が正常でした睡眠（ESS テスト）、80％が睡眠の質の改善（LESQ テス

ト）、88％が睡眠時間の改善（PSQ テスト）。一般的に、PSQ テストとスリープアナログは、

同等の結果。 25 人中 13 人が最初に Zung スコアが 50 以上（臨床的うつ病）だった。 

 

1 か月後、8 人はまだ 50 以上 最初に 15 人が 50 以上の総生命症状を示した（高ストレ

ス） 

1 か月後、合計 50 以上の変化なし これらの人々にとって有用なテストではない 最初



に合計 20 個以上の症状を示した 8 人 1 か月後、20 個以上の症状を示したのは 5 人のみ

ESS テスト（日中の眠気）10 以下は「正常」です 9 のスコアは 11 以上 1 か月後、7 の

スコアは 11 以上 したがって、72％が通常の昼間の眠気 LSEQ テスト（睡眠の質） 16 の

スコアが 28 以下 1 か月後、5 のスコアが 28 以下 80％の睡眠の質が良好 PSQTest（ス

リープの長さ） 22 の初期スコアは 6.5 未満でした。 

 

1 か月後、3 のスコアは 6.5 未満でした。  

1 か月後、25 人中 22 人がこのテストで睡眠を改善しました。 

88％が睡眠時間を改善しましたスリープアナログスケール 18 人が当初よりも長く眠っ

ていました。 

72％が睡眠時間を改善した概要： LifeWave Night Wave は、これら 25 人の個人の 72％

以上で、睡眠の質、睡眠の長さを改善し、昼間の眠気を軽減しました。 

考察：この研究には対照群またはプラセボ群は含まれていなかったが、成功の割合平均プラ

セボ研究よりもかなり高い。 

 

 

LifeWave®テクノロジーの研究では、他にもいくつかあります。 

LifeWaveEnergy®パッチを使用した安静時および運動中の心拍変動シグナル 20 人の若くて

健康なボランティア 9 タマラオースティンとホーマーナゼランによって行われた別の研究

は、テキサス大学エルパソ校の工学部は、平均的な痛みの定量的および定性的尺度の有意な

減少統計的検出力は少なくとも 94％で、0.001 を超えるレベルで有意です。 

 

調査に参加した 25 人のうち、9 人が Zung スコアが 50 以上でした。臨床的うつ病を示唆し

ています。それらの 7 つは抑うつスコアの減少がありました。 

 

13 人が総寿命ストレス試験で減少しました。10 症状指数では、9 人が個人は症状の総数が

減少しました。この特定の研究では、うつ病、全生活ストレス、症候学は影響を受けなかっ

たように見える睡眠の研究とほぼ同じくらいです。 

 

LifeWave Night Wave®のこの研究で得られた安全性と結果を考慮するパッチ、それらが望

ましい可能性の 1 つである可能性があることを示唆するのは合理的です。 

 

研究報告＃1：Shealy N.非経皮的鍼点活性化による不眠症の治療（パイロット研究）。 2011

年 1 月 5 日。安全性の問題：•有害事象は報告されていません。 

 

パッチの説明と研究手順：•このオープンラベルのパイロット研究では、25 人の被験者が 30



日間夜間にナイトウェイブ®パッチを使用しました。  

 

•これらの被験者は、さまざまな自己評価の睡眠障害を抱えており、30 日間の睡眠の変化を

睡眠尺度とアンケートで測定し、この被験者は、パッチを週 5 日着用しました。 

 

 •個人は、就寝時に 5 つの特定の経穴のうちの 1 つにパッチの 1 つを配置するように指示

されました。  

 

•A.右肝臓 3 B.右トリプルヒーター23 C.右トリプルヒーター17 D.支配船 24.5 または E.右

胃 36•個人が十分に眠れなかった場合、翌夜に移動します。 

 

彼らが可能な限り最高の睡眠を達成する配置を見つけるまで、これらの経穴の別の 1 つへ

のナイトウェイブ®パッチを使用し続けました。 

最も適する鍼治療のポイントを見つけたら、連続して夜にその特定のポイントでパッチを

使用し続けます。  

 

•検証済みの睡眠尺度と質問票を使用し、パッチ装着前および研究期間終了時にベースライ

ンとして記録しました。 

この研究におけるパッチの有効性：•この研究では、エプワース眠気尺度（ESS テスト）で、

日中の眠気が見られた人の 72％が正常でした。 •研究の終わりに、80％がリーズ睡眠評価

アンケート（LESQ テスト）で睡眠の質の改善に気付きました。 •また、参加者の 88％が

ピッツバーグ睡眠品質指標（PSQ テスト）で睡眠時間を改善しました。 •Night Wave®パッ

チのこの研究で得られた安全性と結果を考慮すると、被験者の 72〜88％が睡眠の大幅な改

善を経験したため、これらが不眠症に対する好ましい潜在的アプローチの 1 つであると示

唆することは合理的です。 

 

 評価：この研究では、睡眠研究で使用される 3 つの標準尺度とアンケートを使用しました。 

Night Wave®パッチは、3 つのスケールすべてで睡眠の改善を示しました。  Night 

Wave®Clinical Studies ページ 2 調査レポート＃2：Blake-Greenberg S、Nazeran H. Night 

Wave®パッチは、睡眠の定性的および定量的測定を改善し、器官機能の定量的メーカーを強

化します。 

 

第 22 回電子通信とコンピューティングに関する国際会議で発表。  

 

2012 年 2 月〜3 月。安全性の問題：•有害事象は報告されていません。 

 



パッチの指示と研究手順：•Acupoint テスト：1.トリプルバーナー23 2.腎臓 3•睡眠中の動き

を表すアクティグラフ測定、生理学的機能状態を反映するさまざまな臓器の電気間質スキ

ャン（EIS）、リーズ睡眠評価アンケート、主観的な睡眠の自己評価を反映する睡眠日記デー

タは、ベースラインで 3 週間とその後の各週の終わりに 20 人のボランティア[5 人の男性と

15 人の女性、20〜79 歳]から収集されました。 

 

 •テストした臓器は、前頭葉および側頭葉、海馬、視床下部、下垂体、甲状腺、腎臓、副腎、

肝臓、小腸および大腸でした。 

 •ナイトウェイブ®パッチを着用する前の調査期間の開始時に、すべての被験者からベース

ラインデータを取得しました。  

 

Actiwatches の着用に 1 週間滞在した後、Night Wave®Patch は、睡眠の 1 時間前に 2 週間、

右のこめかみに毎晩着用しました。 

 

この研究でのパッチの有効性：•アクチグラフデータ分析により、平均ベースラインと比較

して、睡眠中の活動レベルが 29％低下、総覚醒時間で 22％減少、ベッドでの覚醒時間比の

28％増加、 Night Wave®Patch を 2 週間着用した後の落ち着きのなさの 28％の減少。 

 

•Leeds Sleep Evaluation Questionnaire と睡眠日記データは、研究期間の終わりに、次のよ

うな多くの睡眠特性においてかなりの質的な改善を示しました。 （より良い睡眠の質）、簡

単で、朝の目覚めに必要な時間が少なく、通常よりも覚醒し、覚醒時のバランスと協調の混

乱が少ない。 

 

 •EIS データの統計分析により、研究期間の終了時に、脳（前頭葉、側頭葉、海馬、視床下

部）、心室、副腎、および甲状腺の細胞生理学的機能状態に有意な改善が認められ対応する

ベースラインデータに評価されました。 

要約すると、この研究の全体的なデータは、2 週間の睡眠の 1 時間前に、右側のこめかみ

（トリプルウォーマー22）と右足首（肝臓 3）に装着したナイトウェイブ®パッチにより、

睡眠の客観的および主観的な尺度であり、脳およびアドレンのさまざまな部分の生理学的

機能状態の印象的な改善を引き起こした 

 

研究レポート＃3：Shealy N.エネルギー鍼点活性化による不眠症の治療–二重盲検プラセボ

無作為化試験。 

 

 

 2012 年 4 月。安全性の問題：•有害事象は報告されていません。パッチの説明と研究手順：



•少なくとも 3 か月以上、18〜80 歳の慢性不眠症の被験者 50 人。 

 

•適格な被験者を無作為化して、最初の 2 週間は Night Wave®またはプラセボで治療を受け

ました。すべての被験者は、さらに 4 週間 Night Wave®を受けました。 

•テストされたツボ（被験者は週 5 日、以下の点で回転）：1.右肝臓 3 2.右トリプルヒーター

23 3.右トリプルヒーター17 4.統治船 24.5 5.右胃 36•研究の目的はプラセボと比較した場合、

睡眠障害のある被験者は、夜間の睡眠の質と長さを改善し、日中の眠気を減らしたことを示

しています。 

•3 つの検証済みの睡眠尺度を使用して、ベースライン時、2 週間のプラセボ期間の終わり、

および研究の終わりに、日中の眠気と睡眠時間を測定しました。 

 

パッチの有効性：•非盲検および無作為化二重盲検プラセボ対照試験の結果は著しく類似し

ており、プラセボ対照試験の睡眠の長さの増加はわずか 8％です。  

 

•アクティブなパッチを受け取った人は、平均睡眠時間 3.9 時間で入りました。最初の 2 週

間の終わりに、彼らは平均 6.1 時間眠り、さらに 4 週間後に平均 6.2 時間眠っていました。  

 

•プラセボパッチを最初に受け取った人は、平均 3.6 時間眠り始めました。最初の 2 週間の

終わりに平均 4.6 時間、アクティブパッチを使用して 4 週間後に平均 6 時間の睡眠をとっ

た。 評価：プラセボグループの最終的な睡眠時間のベースラインとの比較を検討すると（過

去 4 週間アクティブパッチを着用していた場合）、64.5 時間を N = 23 = 2.8 時間長い睡眠

で割った増加が見つかりました。 

 

アクティブグループのベースラインと比較した最終的な睡眠時間の増加を調べると（過去 4

週間アクティブパッチを着用していた場合）、53 時間を N = 23 = 2.3 時間長い睡眠で割っ

た増加が見つかりました。 

 

全体をまとめると、過去 4 週間にアクティブパッチを使用した 46 人すべてでアクティブな

LifeWave パッチを使用すると、N = 46 の母集団に対して（2.30 + 2.80）= 5.10 を 2 = 2.55

時間の長い睡眠で割ったことがわかります。過去 4 週間アクティブなパッチを使用した被

験者の数。これはかなりの数です。つまり、パッチを使用すると、睡眠時間が 2 時間半以上

長くなります。 

 

 

 


