
Lifewave パッチを使用した強力な組み合わせ 

 

「腰痛は、人々が医者に行くか仕事を欠く最も一般的な理由の 1 つであり、世界中の障害

の主な原因です」。組み合わせは、TCM を勉強していた頃から個人的に開発を始めた最も

有用な概念の 1 つです。 

 

 

ご想像のとおり、300 を超える Acupoints と合計 7 つの「クラシック」Lifewave パッチ（EE、

IW、AEON、GSH、CSN、SN、SP6 COMP）を使用することで、手元にあるすべてのもの

の組み合わせが文字通り「無限」です… 

 

背中の痛みの強力な組み合わせステップ 1：BL40 の ICEWAVE ホワイト-右側 K3 の

ICEWAVE タン-左側 

 

BL40 は、一般に腰痛の場合、特に腰痛の場合に有益な遠位体位であることがわかります。 

K3 は腰痛のもう 1 つの遠位位置でもあり、坐骨神経痛の場合、特に朝の痛みが最大レベル

の場合に非常に効果的であることがわかりました… 

午前中に、または必要と思われるときはいつでも、STEP 1 を開始してください。 任意の

組み合わせの実行を 12〜24 時間テストし、24 時間以上使用された場合は新しいパッチを

交換することを確認できます。 常に十分に水分補給されます！ 非常に重要です。 

 

BL40 は膝の後ろ、腱の

中間のくぼみにありま

す。 膝を曲げてこのポ

イントを見つけます。 

K3 は、くるぶしとアキレ

ス腱の間のくぼみにあ

り、くるぶしの内側（足

首の内側）が突出してい

ます。 



 

背中の痛みの強力な組み合わせステップ 2： 

 

BL60 の ICEWAVE ホワイト-右側 

GB34 の ICEWAVE タン-左側 

 

BL60 は腰痛のもう 1 つの遠位ポジションであり、坐骨神経痛の場合に特に効果的であるこ

とがわかりました。 

 

特に夕方の痛みが最大レベルの場合... GB34 は筋肉のこわばり、緊張、緊張に対処する最も

強力なポジションの 1 つです。  

 

 

全身の関節、この強力な組み合わせをステップ 1 に追加することでテストできます。 

それはすべて「相乗効果」です。 

 

すべての Acupoint ポジションは私たちの体内で独自の機能を持っていますが、それについ

て疑いの余地はありません。 

 

 

次のページで、この最初の 2 つのステップがどのようにまとめられているかを見てみまし

ょう。 

 

 

 

 

 

 

 

BL60 は足首の後ろに

あり、横方向のくる

ぶしの突起とアキレ

ス腱の間のくぼみに

あります。 

GB34 は膝の外側面の

下にあり、親指の約 1

親指が fi 骨の頭部よ

りも下の柔らかいくぼ

みにあります。 



 

背中の痛みの強力な組み合わせ 

 

ICEWAVE BL40 の白-K3 の右側 

ICEWAVE タン- BL60 の左側 

ICEWAVE 白- GB34 の右側 

ICEWAVE タン-左側 

 

ご覧のとおり、ICEWAVE パッチを 2 セット使用するだけで、背中の痛み全般、特に腰痛や

坐骨神経痛の場合に特に使用される 4 つの強力なツボ位置でエネルギーを移動できます。  

 

これは私が個人的に呼ぶものです：Power 強力なクラスターの組み合わせ。 

背中の痛みの強力な組み合わせライフウェーブパッチの使用 

 

 

 

 

 

BL40 は膝の後ろ、

腱の中間のくぼみ

にあります。 膝を

曲げてこのポイン

トを見つけます。 

K3 は、くるぶしとアキ

レス腱の間のくぼみに

あり、くるぶしの内側

（足首の内側）が突出

しています。 

BL60 は足首の後ろ

にあり、横方向のく

るぶしの突起とアキ

レス腱の間のくぼみ

にあります。 

GB34 は膝の外側面の下に

あり、親指の約 1 親指が fi

骨の頭部よりも下の柔らか

いくぼみにあります。 



 

 

背中の痛みの強力な組み合わせステップ3：BL23のエネルギーエンハンサー-GV4のWRTL 

AEON 

 

 

あなたの進歩は？ STEP 1 と 2 を実行したときの進捗状況に応じて、STEP 3 を追加するこ

とを決定できます。 

 

BL23 と BL40 の組み合わせは、腰痛と上肢の痛みを軽減する穏やかな神経経路に有益であ

ることがわかります。  

 

BL25 と K3 のコンビネーションは、朝の痛みが最大レベルにあるときの腰痛を軽減する穏

やかな神経経路に有益であることがわかります。  

 

BL25 と BL60 のコンビネーションは、午後または夕方に痛みが最大レベルになった場合に、

BL23 は、第 2 腰椎（L2）の下縁の外側に 2

本の指があり、GV4 の高さにあります。 

GV4 は、腰の正中線、2 番目の腰椎の棘突起

の下のくぼみにあります。 

または、BL25 に ENERGY ENHANCER を配置-GV3 に

WRTL AEON 

BL25 は、第 4 腰椎（L4）の棘突起の下縁の外

側に 2 本の指があり、GV3 のレベルにありま

す。 位置メモ：腕を垂らした立位では、L4 の

棘突起はヒップボーンの湾曲した上縁である腸

骨稜とほぼ同じ高さになります。 そこから、

GV3 が配置されている L4 の下側の境界線を見

つけ、各側で 2 本の指を測定します。 



腰痛を軽減する穏やかな神経経路に有益であることがわかります。  

 

「相乗効果」がすべてだということを覚えておいてください。 BL23 の見つけ方 最初は、

ほとんどの BL ポジションを後部で見つけることは非常に難しいようですが、「BL23」は見

つけるのが非常に簡単です。  

 

両手を使って、骨と呼ばれるヒップボーンの上部に水平線のレベルを作成してください。 

 

FINDING BL23 ヒップボーン（Iliac Crests）の上部にある水平線は、実際には L4（腰椎）

に水平です。 

そこから、L4 を見つけたら、L4 と L3 の間のスペースを感じてみてください。もう 1 つス

ペースを上にスライドさせるだけで、L3と L2の間のスペースを見つけることができます。 

BL23 は、L2 の下側境界の外側に 2 本の指があります。時間をかけて自分で勉強し、BL23

を見つける方法を学んでください。  

私の経験では、これは「投資された」非常に良い時間です...BL25 を見つけるこれで、L4（腰

椎）を見つける方法がわかりました。 

そこから、GV3 が配置されている L4 の下側の境界を見つけて、両側の 2 本の指を測定し

ます。BL25 がある場所があります。  

パッチ間の相乗効果これまで、Acupoint ポジション間の強力な組み合わせについて説明し

てきました。  

ただし、最後のステップは、ENERGY ENHANCER＆AEON Patches の導入です。 この組

み合わせを実行したときの反応をテストし、ステップ 4 を確認します。 

非常に重要です！常に水分補給を十分に行ってください。  

一日中、高品質のろ過された水をたくさん飲み、あなたが飲むすべての水を除去するために

定期的に行ってください。  

コーヒー、紅茶、ジュースなどを避け、高品質のろ過された水を消費し、それが温かい方が

良い場合は避けてください。  

胃は摂氏約 37 度（常に）であるため、それ以下にすると、胃が温度に戻るための余分な作

業が発生するか、消費する水が本当に冷たい場合は、 胃のけいれんとその温度に戻すため



の多くの作業です。  

 

そのため、私たちの体の不均衡の最大の要因の 1 つがまさにそのとおりです。 簡単です。 

背中の痛みの強力な組み合わせステップ 4-バリエーション： 

K3 の ICEWAVE 白-BL40 の右側 ICEWAVE タン-左側 

GB34 の ICEWAVE 白-BL60 の右側 ICEWAVE タン-左側 

 

これは、バリエーションをテストする非常に簡単な方法です。ここでの考え方は、使用して

いる主な強力なクラスターの組み合わせに使用する位置を逆にすることです。 

 

そしてもちろん、ステップ 3 で提案した位置を追加してテストすることもできます。結論

ここでは、腰痛、坐骨神経痛、さらには背中上部痛など、腰痛の場合にテストするいくつか

の新しいアイデアがあります。 

 

ご覧のとおり、特定の Acupoint ポジションと Lifewave Patches ファミリ内で利用可能なす

べての異なる「フレーバー」の強力な組み合わせを作成する機会がたくさんあります。必要

なものに応じて最適な組み合わせを「選択して選択」するのは完全に私たち次第であり、

Lifewave パッチを使用したエネルギーの移動の「ビジネス」に私が個人的に呼んでいるも

のです。 

K3 は、くるぶしとアキレ

ス腱の間のくぼみにあり、

くるぶしの内側（足首の内

側）が突出しています。 

BL40 は、腱の後ろに

あります。つまり、

うつ病の途中のうつ

病です。 膝を曲げて

このポイントを見つ

けます。 

GB34 は膝の外側面の下

にあり、親指の約 1 親

指が fi 骨の頭部よりも

下の柔らかいくぼみに

あります。 

BL60 は足関節の後ろにあ

り、くるぶしの外側とア

キレス腱の間のくぼみに

あります。 


