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ABSTRACT LifeWave（www.lifewave.com）は、鍼治療の経絡にこれらのパッチを配置する

ことにより、睡眠、痛み、エネルギーの改善などの適応を目的とした非経皮パッチを開発、

製造、販売しています。体の熱磁場によって刺激されたときのパッチ。スペクトルの赤外お

よび可視帯域の低レベルの光を反射します。 FTIR（フーリエ変換赤外線）は、この現象を

実証します。絆創膏のように身体に貼ると、パッチは神経や皮膚のポイントを刺激して、現

在市販されている他の製品では得られない健康上の利点を生み出します。 ALAVIDA パッ

チ（市販されるまでの一時的な名前です）は、個々の抗老化製品として販売されるスキンケ

アシステムのコンポーネントであるため、LifeWave の健康とウェルネスの価値と一致して

います。 

  

Electro Interstitial Scanning（EIS）システムを使用した、細胞の生理学的臓器機能（状態）

を示す生体電気インピーダンスデータは、10 人の健康で機能的なボランティア（男性 2 人

と女性 8 人、44-65 歳、126-188 lbs インフォームドコンセントを行った後の体重、4 '、11” 

-6'、高さ 1”）。この研究の研究プロトコルは、米国エネルギー治癒協会審査委員会（IRB）

によって審査および承認されました。これらの被験者の細胞生理学的機能は、12 の臓器（左

右の腎臓、左右の副腎、左右の前頭葉、膵臓、肝臓、腸）で評価されました（2015 年にカ

リフォルニア州パロスベルデスエステートの Health Integration Therapy Institute で） 、

視床下部、下垂体および甲状腺）を 30 日間、ALAVIDA アンチエイジングパッチを毎晩着

用しています。生理機能（EIS）テストは毎週繰り返されました。細胞の生理学的状態のベ

ースラインデータは、30 日間の研究期間中に 2 泊休み、週 5 連泊の新しい ALAVIDA パッ

チを毎晩着用する前に、研究期間の開始時にすべての被験者から取得しました。すべての被

験者が自分のコントロールとして機能しました。テストする仮説は次のとおりです。新しい

ALAVIDA アンチエイジングパッチを 1 週間に 5 連泊し、30 日間で 2 泊休むことで、さま

ざまな臓器の細胞生理学的機能状態が大幅に向上します。 

  

対応するベースラインデータに関して、研究期間の終わりに各器官の細胞生理学的機能状

態の正味変化の累積平均を比較する統計分析を行った。結果は、（右および左の）前頭葉お



よび副腎、ならびに肝臓、視床下部、下垂体および甲状腺の生理学的機能状態において統計

的パワーが少なくとも 99％の非常に有意な（p <0.001）改善を示しました。 （左および右）

腎臓および膵臓の機能的状態において、少なくとも 90％の平均統計力で非常に有意な（p 

<0.01）改善がありました。腸はこの期間にわたって統計的有意性を達成しませんでした（p 

<0.05）。おそらく、この器官で ALAVIDA パッチが効果を発揮するためにより長い時間が

必要です。 

  

要約すると、この研究の全体的なデータは、新しい ALAVIDA パッチを 1 週間に 5 泊連続

で 30 日間 2 泊休むことで、生理機能状態が大幅に（p <0.001）改善されることを示してい

ます。前頭葉、視床下部、副腎、甲状腺、下垂体、肝臓の統計力が少なくとも 99％。前頭

葉は最も顕著な効果サイズを示した。結果はまた、腎臓と膵臓の機能的状態において少なく

とも 90％の平均統計力を持つ非常に有意な改善（p <0.01）を明らかにしました。腸は、30

日間にわたって 10 人の被験者で有意な（p <0.05）改善に達しませんでした。これらの発見

により、仮説を真実として受け入れます。つまり、新しい ALAVIDA アンチエイジングパ

ッチを 1 週間に 5 連泊し、30 日間で 2 泊休むことにより、さまざまな臓器の細胞生理学的

機能状態を大幅に改善します。 

 

キーワード：LifeWave、ALAVIDA アンチエイジングパッチ、経穴、電気間質スキャン（EIS）、

細胞機能状態。 

 

 

はじめに LifeWave（www.lifewave.com）は、鍼治療の経絡にこれらのパッチを配置するこ

とにより、睡眠、痛み、エネルギーの改善などの適応のための非経皮パッチを開発、製造、

販売しています。体の熱磁場によって刺激されたときのパッチ。スペクトルの赤外および可

視帯域の低レベルの光を反射します。 FTIR（フーリエ変換赤外線）は、この現象を実証し

ます。絆創膏のように身体に貼ると、パッチは神経や皮膚のポイントを刺激して、現在市販

されている他の製品では得られない健康上の利点を生み出します。 ALAVIDA パッチはス

キンケアシステムのコンポーネントであるため、LifeWave の健康とウェルネスの価値と一

致しています。 これは、ALAVIDA アンチエイジングパッチが臓器の生理学的機能に与え

る影響を調査した最初の研究です。この非盲検の単一サイトのパイロット調査では、10 人

のボランティア（男性 2 人と女性 8 人、4465 歳、体重 126〜188 ポンド、体重 4 '、11 "-6'、

1"）を慎重に含めて登録しましたおよび除外基準。ベースライン、1 週目、2 週目、3 週目、

および 4 週目に電気間質スキャン（EIS）システムを使用して測定を行い、12 臓器の生理学

的機能状態に対する ALAVIDA アンチエイジングパッチの影響を監視しました：左および

右腎臓、左および右副腎、左および右前頭葉、膵臓、肝臓、腸、視床下部、ならびに下垂体

および甲状腺を、週に 5 晩連続してパッチを着用し、30 日間にわたって 2 晩休みます。 こ



のパイロット調査のデータの詳細な統計分析により、新しい ALAVIDA パッチを 30 日間着

用すると、前頭葉、視床下部、副腎、甲状腺、下垂体、および下垂体の生理学的機能状態が

大幅に（p <0.001）改善されることが示されました少なくとも 99％の統計的検出力を持つ

肝臓。分析はまた、腎臓および膵臓の機能的状態において少なくとも 90％の平均統計力を

持つ非常に有意な（p <0.01）改善を明らかにしました。この試験期間中、腸は 10 人の被験

者で有意な改善（p <0.05）に達しませんでした。全体的に EIS の結果は、前頭葉が最も顕

著な効果サイズを示したのに対し、腸は 30 日間統計的に有意な改善をもたらさなかったこ

とを示しました。このパイロット調査により、次の仮説をテストすることができました：新

しい ALAVIDA アンチエイジングパッチを 1 週間に 5 連泊し、30 日間で 2 泊休むことによ

り、さまざまな臓器の細胞生理学的機能状態が大幅に改善されます。研究結果に基づいて、

仮説を真であると受け入れました。 

 

材料と方法この調査では、ALAVIDA Ant エージングパッチ（LifeWave、サンディエゴ、カ

リフォルニア、米国）を使用しました。この研究の研究プロトコルは、米国エネルギー治癒

協会審査委員会（IRB）によって審査および承認されました。 ALAVIDA アンチエイジング

パッチは、体内でのフリーラジカルの生成を減らすことにより、内側から肌を浄化すること

を目的としています。 LifeWave パッチには、ポリマーシェル内に密封されたポリエステル

ファブリックのディスクに水と無毒の有機材料がブレンドされています。パッチ用の 3M メ

ディカルグレードの接着剤は低刺激性であるため、皮膚への刺激はほとんどありません。 

10 人の健康で機能的なボランティア（男性 2 人と女性 8 人、44〜65 歳、体重 126〜188 ポ

ンド、体重 4 '、11 "-6'、身長 1"）がロサンゼルスのサウスベイエリアから募集されました。 、 

カリフォルニア。新兵は、総合的な健康とエネルギー医学の実践に興味がありました。 30

日間の継続的な実験期間に被験者を募集する場合、以下の包含および除外基準が適用され

ました。 包含基準：1.プロトコルの必要なガイドラインと一致する書面によるインフォー

ムドコンセントに署名し、試験への参加前に会った参加者。 3.実験プロトコルに従うこと

ができた被験者。 4.全般的に健康な被験者。 5.治験責任医師または摂取スタッフの意見で

は、被験者の安全性を危険にさらしたり、この研究で収集されたデータの有効性に影響を与

えたりしないような条件を持つ被験者。 除外基準：1.肝臓または腎臓の疾患、癌、または

化学療法を受けているなど、研究時に診断された重篤な疾患または病気の病歴。 2.研究時

にアルコールを乱用していた被験者。 3.テストのスケジュールを維持できなかった被験者。 

4.医療用接着剤に敏感な被験者。 研究参加者は、インフォームドコンセントを与えた後、

研究に登録した後、X 29 アンチエイジングパッチを 30 日間提供されました。スケジュール

と一貫性を保つため、被験者は新しい X 29 パッチを週 5 晩連続して着用し、30 日間 2 泊休

むように指示されました。彼らは、首の後ろとへその下で ALAVIDA パッチを着用して回

転するように知らされました。それは CV7（図 1）および CV4 にあります。 

図 2）それぞれ経穴。また、毎週 2 日間は ALAVIDA パッチを着用しないことをお勧めしま



した。被験者は、スリープ状態に入る前に ALAVIDA パッチを適用し、目覚めたときにそ

れを削除するように指示されました。パッチは、最適な使用のために 12 時間以内に着用す

る必要があり、使用済みのパッチはゴミとして処分できることが強調されました。前夜に

ALAVIDA パッチを削除した場合、被験者に日誌にメモするよう明確に説明しました。 

  

これらの被験者の細胞生理学的臓器機能（状態）を示す生体インピーダンスデータは、2015

年にカリフォルニア州パロスベルデスエステートの Health Integration Therapy Institute で

収集されました。 、左および右の前頭葉、膵臓、肝臓、腸、視床下部、ならびに下垂体お

よび甲状腺）を、上記の研究プロトコルに従って毎晩 ALAVIDA アンチエイジングパッチ

を着用します。 EIS システムは、ハードウェア/ソフトウェアでコンピューター化されたシ

ステムであり、正確なアルゴリズムと独自の公式を展開して、人体のシステムの画面上の

3D モデリング表現を生成します。特定の使用目的で。 EIS システムはフランスの電気化学

デバイスであり、ヨーロッパおよび米国で医療デバイスとして分類されています。その主な

機能は、体内で起こっているさまざまなプロセス、つまり臓器の活動亢進と活動低下を読み

取ることです。 EIS システムは、生化学とホルモンのレベルを測定します。また、pH、体

組成、自律神経系（ANS）の交感神経および副交感神経の影響も測定します。感情的なトラ

ウマでさえ、脳のさまざまな領域の生化学と細胞活動を測定することで検出できます。体に

接続された 6 つの電極に特定の周波数の無害な低電圧信号を印加することにより、生体電

気インピーダンス（またはその逆組織伝導率）測定が行われます。コンピュータソフトウェ

アは、これらの信号が体を通過するときに加えられた変化に基づいて、刺激信号に対する臓

器の反応を計算します。ほとんどの測定は、すべての細胞の環境を構成する細胞外液で行わ

れます。これは、生化学が最も重要な場所であり、細胞の出入りを観察することで細胞活性

を測定できる場所です。 EIS システムは 5 分未満で全身をスキャンし、セッション全体は

30 分以内に完了します。 FDA の承認待ちの米国では、バイオフィードバックデバイスと

見なされています。 

  

LifeWave は調査者に 30 日間 11 人の被験者に十分な X 29 パッチを提供しました。治験責

任医師は、研究論文とその配布を担当し、それらを室温に保ち、光、熱、保湿剤から保護す

ることに特別な注意を払っていました。残りの X 29 パッチは、研究の終了時に廃棄された

か、被験者はそれらを使用し続ける選択肢が与えられました。 

 

 

すべてのサブジェクトにサブジェクト ID が割り当てられ、すべてのレコードはすべてのサ

ブジェクト ID が削除されてからコード化され、関係者間のデータ共有と通信が行われまし

た。 ベースライン、1 週目、2 週目、3 週目、4 週目の被験者 ID、人口統計、すべての EIS

読み取り値を含む、データを含む Excel スプレッドシートが遵守されました。すべてのイン



フォームドコンセントフォームとデータ収集フォームはデータ収集サイトに残り、コンパ

イルされた データが LifeWave に送信されました。 この研究で取得した研究記録と被験者

の ID へのリンクは、PI の研究サイトの別々の鍵付きキャビネットに 7 年間保管されます。 

 

 

図 1：首の後ろの付け根にある CV7 経穴の解剖学的位置 

 

 

 

図 2.へそ下にある CV4 経穴の解剖学的位置 

結果この調査で使用された電気間質スキャン（EIS）システムは、機能低下の場合は-100 か

ら 0、機能過剰の場合は 0 から+100 のスケールで細胞生理学的機能を測定しました。 -20

〜+ 20 の範囲の測定値は、臓器機能の正常値を示しています。 表 1 は、女性被験者の典型

的な EIS 測定値（細胞機能の生理学的状態）を示し、表 2 は、例として男性被験者の典型的

な EIS 記録を示しています。表 3 は、すべての被験者（n = 10）について取得した EIS デー

タを示し、表 4 は、研究期間にわたるすべての被験者（n = 10）のベースラインに関する



EIS データの累積変化の合計を示しています。表 5 は、ベースラインと比較した合計累積

EIS 読み取り値の平均値と標準偏差値の概要、およびすべての被験者（n = 10）の 12 臓器

のベースラインでの EIS 読み取り値です。これらの表では、ベースラインと比較した 1 週

目からのさまざまな臓器の機能的生理学的状態の変化は 1 で示され、2 週目から 1 週目ま

での変化は 2 で表され、3 週目から 2 週目は 3 として示されています、および 4 週目か

ら 3 週目までは、 TB がベースラインに関する合計変化を表すために表されます。 Avg

（B）はすべての被験者のベースライン EIS 測定値の平均値を示し、STD（B）はベースラ

インで取得したすべての EIS 測定値の標準偏差を示します。 Avg（ は、研

究期間中のベースラインと比較したすべての被験者（n = 10）の EIS 値の累積変化の平均を

表し、STD（ は研究期間中のベースライン測定値に関する、すべての被験者

（n = 10）の EIS 測定値の累積変化の標準偏差。 表 1.女性被験者の典型的な電気間質スキ

ャン（細胞機能の生理学的状態）データ。年齢：51、体重：134 ポンド、高さ：5 フィート、

6 インチ。 

 

 

表 1 

 

 



表 2.男性被験者の典型的な電気間質スキャン（細胞機能の生理学的状態）データ。 

年齢：46、体重：188 ポンド、高さ：5 フィート、10 インチ。 

 

 

 

 

年齢：46、体重：188 ポンド、高さ：5 フィート、10 インチ。 

表 3.すべての被験者のベースラインでの EIS データ（n = 10） 

 

 

表 4. 30 日間にわたるすべての被験者（n = 10）のベースラインに関する EIS データの累積

変化の合計。 

 



表 5. 30 日間のすべての被験者（n = 10）の 12 臓器におけるベースラインとベースライン

での EIS 読み取り値と比較した、合計累積 EIS 変化の平均値と標準偏差値の概要。 

 

 

考察と結論これは、ALAVIDA アンチエイジングパッチが臓器の生理学的機能に及ぼす影響

を調査した最初の研究です。この非盲検の単一サイトのパイロット調査では、10 人のボラ

ンティア（男性 2 人と女性 8 人、44-65 歳、体重 126-188 ポンド、体重 4 '、11 "-6'、身長

1"）を登録しました。慎重な包含および除外基準。ベースライン、1 週目、2 週目、3 週目、

および 4 週目に電気間質スキャン（EIS）システムを使用して測定を行い、12 臓器の生理学

的機能状態に対する ALAVIDA アンチエイジングパッチの影響を監視しました：左および

右腎臓、左および右副腎、左および右前頭葉、膵臓、肝臓、腸、視床下部、ならびに下垂体

および甲状腺を、週に 5 晩連続してパッチを着用し、30 日間にわたって 2 晩休みます。 対

応するベースラインデータに関して、研究期間の終わりに各器官の細胞生理学的機能状態

の正味変化の累積平均を比較する統計分析を行った。結果は、（右および左の）前頭葉およ

び副腎、ならびに肝臓、視床下部、下垂体および甲状腺の生理学的機能状態において統計的

パワーが少なくとも 99％の非常に有意な（p <0.001）改善を示しました。 （左および右）

腎臓および膵臓の機能的状態において、少なくとも 90％の平均統計力で非常に有意な（p 

<0.01）改善がありました。腸はこの期間にわたって統計的有意性を達成しませんでした（p 

<0.05）。おそらく、この器官で ALAVIDA パッチが効果を発揮するためにより長い時間が

必要です。 要約すると、この研究の全体的なデータは、新しい ALAVIDA パッチを 1 週間

に 5 泊連続で 30 日間 2 泊休むことで、生理機能の状態が大幅に（p <0.001）改善されるこ

とを示しています。前頭葉、視床下部、副腎、甲状腺、下垂体統計力が少なくとも 99％の

腺と肝臓。 前頭葉は最も顕著な効果サイズを示した。 結果はまた、腎臓と膵臓の機能的状

態において少なくとも 90％の平均統計力を持つ非常に有意な改善（p <0.01）を明らかにし

ました。 腸は、30 日間にわたって 10 人の被験者で有意な（p <0.05）改善に達しませんで

した。 これらの発見により、仮説を真実として受け入れます。つまり、新しい ALAVIDA

アンチエイジングパッチを 1 週間に 5 連泊し、30 日間で 2 泊休むことにより、さまざまな

臓器の細胞生理学的機能状態を大幅に改善します。 

 

 

 

 

 

 

 


