
 

 

LifeWave、Inc. X-39 パッチの実験的研究の概要とレポート 
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LifeWave、Inc.は、ペプチド GHK-Cu を上昇させる目的で特定の波長の光で皮膚を刺激す

る光線療法製品であると提案されている X-39 と呼ばれる新しいパッチを開発しました。 

ペプチド GHK-Cu は、体内の自然治癒過程を効果的に刺激する可能性があります。 

LifeWave、Inc.は、エネルギー全体の改善、痛みの迅速な緩和、身体の全体的な機能的活力

の改善など、多数の意図された利点を持つ X-39パッチを開発しました。 

 

パイロットスタディは、バイオフィールドイメージング、電子フォトニックなどの最先端の

非侵襲性スクリーニングテクノロジーを使用して、LifeWave、Inc. X-39パッチを 6週間着

用する前後に試験し、40 人の実験被験者と 5 人の対照自発被験者で実施しました。 

 

イメージングおよび電気間質スクリーニング。 

この一連のデバイスにより、身体の身体的、エネルギー的、感情的な側面から幅広いデータ

を非侵襲的かつ効率的に抽出することができました。 

データの統計分析により、被験者のバイオフィールドの全体的なエネルギーの非常に有意

な増加（p <0.0001）および臓器間の対称的なエネルギー分布の有意な改善（p <0.05）が明

らかになりました。 

また、パッチを 6週間使用した後の緑のピクセルの大幅な改善（p <0.05）は、被験者のバ

イオフィールドにプラスの変化を示しました。 

より多くの人口と二重盲検プラセボ対照群を用いたさらなる研究が必要です。  
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4LifeWave、Inc. X-39 パッチ X-39 パッチは、ペプチド GHK-Cu を高めるために特定の波

長の光で皮膚を刺激する光線療法製品です。 

 

銅トリペプチド-1（GHK-Cu）は、3つのアミノ酸（タンパク質構成要素）であるグリシン、

ヒスチジン、およびリジンを生理的に有益なミネラル（銅）と特定の幾何学的構成で組み合

わせた小さなタンパク質です（DeHaven、C.、 2014）。 

 

このトリペプチドは、1973 年にローレン・ピカート博士によってヒト血漿アルブミンから

初めて単離されました。  

Pickart は、年齢に基づくフィブリノーゲンのレベルの違いに気付きました。彼はさらに、

古い肝臓細胞が若い人たちの血液中でインキュベートされると、これらの違いが止まった

ことに気付きました。  

 



 

1977 年、ハーバード大学化学部の David Schlesinger は、Pickart によって分離された成長

調節ペプチドがグリシル-L-ヒスチジル-L-リジンペプチドであることを確認しました。 

このペプチドは、唾液、尿、コラーゲンにも含まれていることに注意してください。また、

GHK をめぐるどの研究でも、副作用を引き起こすとは発見していないことに言及すること

も重要です。 （DeHaven、C.、2014）。 

 

銅トリペプチド-1 は、傷害中に放出されて身体の助けに来る緊急応答分子のグループに属

します（DeHaven、C.、2014）。組織に何らかの種類の損傷があると、自然に身体から放出

されます。研究により、このペプチドは自然の修復プロセスの開始を知らせるために使用さ

れることが確認されています。 

 

この利点は、レーザーまたは手術後の傷、虚血、火傷、皮膚または毛の移植、および糖尿病

性潰瘍の研究を通じて具体的に実証されています。糖尿病性創傷は、銅トリペプチド-1 の

存在下で 3 倍速く治癒しました。 

再上皮形成までの時間が短縮されます（DeHaven、C.、2014）。 

 

銅トリペプチド-1 は、加齢に伴う神経変性および認知機能低下に潜在的な治療的役割があ

ることが示唆されています。 

軸索の生存と神経の維持を改善します。（DeHaven、C.、2014）。 

 

トリペプチドは、組織のリモデリングを改善することも実証されています。 

それは、 5 ケラチノサイトの増殖と正常なコラーゲン合成を増加させ、皮膚の厚さ、皮膚

の弾力性と弾力性を改善し、しわ、光損傷および不均一な色素沈着を改善し、皮膚の透明度

を改善し、保護バリアタンパク質を引き締めます（DeHaven、C.、2014）。 

これは、傷跡や皮膚への損傷の他の影響、および自然な老化プロセスに影響を与えます。 

組織のリモデリングの影響も、癌細胞に影響を与えるようです。  

 

GHK が大腸癌の侵攻性転移型の発生に関与する遺伝子の 70％を抑制することができたと

いう事実は、GHKが遺伝子レベルで様々な生化学的経路の調節が可能であり、遺伝子活性

を元に戻しているようです。 

 

組織修復の改善により健康につながる。 （ピッカート、L.、2012）。  

GHK-Cuは、損傷を受けた後、体内の他の臓器にも影響を与えることが実証されています。

ボストン大学、フローニンゲン大学、ブリティッシュコロンビア大学、ペンシルバニア大学

の科学者が実施した共同研究により、GHKペプチドは肺気腫、炎症、肺組織破壊、および

重大な症状を示すCOPDの遺伝子発現シグネチャを反転させることが明らかになりました。 



 

肺容量の減少（Pickart、L.、2015）。 GHKのレベルは 20歳で約 200 ng / mL（10-7M）で

すが、8に低下することに注意することも重要です。 

具体的な目的パイロットスタディの目的は、製品に関する多くのクレームを調査すること

です。  

 

X-39 パッチの一般的な経験は次のとおりです。 

●エネルギーの改善 

●非常に深い睡眠 

●急速な痛みの軽減 

●運動からの迅速な回復 

●運動機能の改善 

●認知機能の改善 

●性欲の改善 

●傷の治癒の促進 

●古い怪我の治癒 

●肌の引き締め  

 

Multiscan Pro のテクノロジーと機能（理論的根拠）を使用したデバイス：電気皮膚反応と

発汗機能電気皮膚反応装置は、汗腺からの皮膚の電気伝導度を測定します。 

 

汗腺汗腺は、交感神経系によって制御されています。 GSR は、電気刺激に対する汗腺の反

応（発汗速度）を評価します。 

 

応答は、交感神経系と発汗レベルの活動に関連しています。発汗テストでは、皮膚の血流と

C 繊維密度が得られます。 

GSR は、アノードからカソード、カソードからアノードの 6 つの電極を使用して、体の 11

の経路を測定します。 

 

電極、体経路の間質液を介して電流を送り、次に出て、汗腺のコリン作動性線維の刺激とノ

ルエピネフリンの放出を行い、汗腺が放出する  7汗、汗は電極に行き、汗に比例したコン

ダクタンスがあります。 

 

インピーダンス信号は汗腺を通過するため、重要な電極の配置（汗腺の多い領域）DC は細

胞または血管を通過できず、間質液（ISF）のみが通過します。 

 

11 の経路に対して 2 つの測定値を取得し、合計 22 の測定値を高速フーリエ変換（HRV に



 

適用される同じ数式）に適用し、コンダクタンスの変動に対応する 3 つの周波数を持ちま

す。発汗運動分析は、電気刺激に対する発汗速度の反応を測定します。 

応答は、金属電極の異なるペア間で測定されたコンダクタンス値から推定されます。発汗速

度応答は、マイクロ Si（マイクロシーメンス）単位で表されるコンダクタンス値で測定され

ます。図 1 は、発汗機能と皮膚電気反応のメカニズムを示しています。 

 

図 1発汗機能と電気皮膚反応 

 

生体電気インピーダンス測定生体電気インピーダンス測定（BIM）は、広範囲のフォールド

と新しい非侵襲的技術および方法を表し、1 つまたは複数の表面電極を介して非常に小さな

電流が身体に印加され、身体を通過する電流が、身体の他の場所に配置された他の表面電極

で検出されます。 

 

電流がインピーダンスに遭遇するか、電圧が低下する  8体のさまざまな生理学的「コンパ

ートメント」を通過する際に通過する液体および組織に固有の抵抗。 

これらのコンパートメントには、血流、細胞内スペース、リンパ系、間質スペースなどが含

まれます。 

 

この電圧の低下は、電流が通過するコンパートメントの物理的および化学的特性に関する

間接的な情報を提供します。  

Multiscan pro は、生理学的パラメーターを測定し、89％の再現性のある精度で詳細レポー

トを生成する効率的で非侵襲的な医療機器として科学的に証明され、臨床的に検証されて

いるプログラム可能な電子医療システムであり、細胞間の間質液の伝導率を測定します。 

 

生体インピーダンス技術は ECGandEEG に非常に似ていますが、脳または心臓のみに情報

を提供する代わりに、Multiscan pro は体内の 22 の異なるボリュームの電気生理学的特性

を測定し、69 の異なる生理学的パラメータのデータを生成します。 

 

被験者の額、手、足に対称的に配置された 6つの触覚電極間の弱い電流の低周波（700 Hz）



 

で連続測定が行われます。各電極は、交互にカソードとアノード（アノードからカソードへ

の双極モード）であり、人体の 22 セグメントの抵抗（オームの法則）を記録できます。 

低周波（700Hz）の弱い電流は、間質液区画を特異的に通過します。間質液（または組織液）

コンパートメントは、体の総水分の約 16％を占めます。間質液は細胞外水であり、周囲の

細胞を溶質化しますが、血流とリンパ系の外側にあります。 

間質液は、細胞と毛細血管の間に微視的な界面を形成し、特定の生化学的組成と低タンパク

質濃度を示します。  

 

1 秒で、身体の 22個のセグメントのそれぞれが、開始点平均（SPA）と終了点平均（EPA）

で 32 回測定されます。したがって、合計データは、測定あたり 704 パルスです。 

測定された抵抗は、  9有益なプログラムへの各セグメントの数値形式。  

EPA 抵抗値は導電率（C = 1 / R）に変換され、Electro Scan Gram（ESG）と呼ばれる 22セ

グメントの導電率のグラフに組み込まれます。  

ESG は、図に表示されている 2 次微分 ESG（SD ESG）グラフに変換されました 3.導電率

の標準偏差（SDC）の数学的計算は、ElectrodePolarization Impedance（EPI）手法による

組織流体Na +濃度に関連しています。 

 
図 2ウェルネススコアは、上記のさまざまなパラメーターの累積評価を示しています。 



 

 

図 3 -100 / + 100 スケール（KOhm、μA、μSiemens）のポイント 0での ESG グラフの 22

セグメントの平均値を示す SD ESG グラフ 

 

Bio-Well（EPI \ GDV） 

Bio-Well は、特に人の感情的およびエネルギー状態の明示的な評価のために作られた、エ

レクトロフォトニックイメージングおよびガス放電可視化技術（キルリアン効果）に基づく

革新的なツールです。 

バイオウェルはコンスタンチン・コロトコフ博士によって開発されました。電気インパルス

は、生物学的対象を刺激し、光子および電子放出の形で対象の応答を生成します。 

 

電磁場で生成されたガス放電による光子放射のグローは、光学および電荷結合デバイスシ

ステムによってコンピューターファイルに変換されます。   

12デバイスのレンズの高強度電磁場に物体を置くことから、スキャンが実行されると、1 秒

未満の間、弱い電流が指先に適用されます。 

 

この刺激に対する被験者の反応は、光エネルギー光子で構成される「電子雲」の変化の形成

です。この放電の電子的な「グロー」はカメラシステムによってキャプチャされ、変換され

てグラフィカルな表現で送信されます。 



 

 

 

図 4交感神経系と副交感神経系の Multiscan Pro比較データ 

Bio-Well（EPI \ GDV）Bio-Well は、特に人の感情的およびエネルギー状態の明示的な評

価のために作られた、エレクトロフォトニックイメージングおよびガス放電可視化技術（キ

ルリアン効果）に基づく革新的なツールです。 

 

バイオウェルはコンスタンチン・コロトコフ博士によって開発されました。 

電気インパルスは、生物学的対象を刺激し、光子および電子放出の形で対象の応答を生成し

ます。電磁場で生成されたガス放電による光子放射のグローは、光学および電荷結合デバイ

スシステムによってコンピューターファイルに変換されます。 

 

デバイスのレンズの高強度電磁場に物体を置くことから、スキャンが実行されると、1秒未

満の間、弱い電流が指先に適用されます。この刺激に対する被験者の反応は、光エネルギー

光子で構成される「電子雲」の変化の形成です。この放電の電子的な「グロー」はカメラシ

ステムによってキャプチャされ、変換されてグラフィカルな表現で送信されます。 



 

 

図 5：バイオウェルの例：（a）指先からキャプチャされたフォトニック 

 

放射図 5（a）は、指紋と EPI \ GDV ソフトウェアによって生成された対応するオーラの画

像を示しています。 



 

 

図 6 に示すように、Bio-Well ソフトウェアによる身体のさまざまなシステムでのエネルギ

ー分布のフォトニック放射の解釈。 

 

 

この研究では、オーラのエネルギー、臓器バランス、および L \ R 対称性のバランスと活力

を分析しました。 

 

（b）10 本の指先の画像と各指に関連する器官。 



 

バイオフィールドビューアー（BV）バイオフィールドビューアー3.5（BV）は、皮膚の表面

およびその下の光干渉パターンを明らかにする高度な画像技術です。 

制御されたイメージング環境と組み合わされた Biofield Viewer ソフトウェアは、光源と人

間のバイオフィールド間の光と光子の相互作用を視覚化することができます。  

Biofield Viewerプログラムは、反射された光線と入射光線を比較し、それらを再コーディン

グして、生物場画像を生成します。 

 

システムは、画像内の光の強度を識別し、可視スペクトルの色に関連する指定された数を光

子に与えます。したがって、これはデジタルエンコーディングシステムであり、光子の密度

の最小の違いが記録され、カラーコーディングを使用してコンピューター画面に表示され

ます。 

 

肉体に当たる光は反射または吸収される場合があります。さまざまな光の強度が体の上と

周囲で異なるため、Biofield Viewerではこれらの違いを確認できます。参加者が公開されて

います。  

 

15 肌の露出を最大にし、画像のアーチファクトを最小限に抑えるために、すべての宝飾品

を取り外して脱衣する必要がありますデジタルカメラを使用して、標準化された照明シス

テムから生成された光による、被写体から発せられるバイオフォトンの干渉を検出します。  

 

BV ソフトウェアは、皮膚の表面と周囲の光の吸収と反射を測定し、強調された干渉グラデ

ーションの合成画像を画面に表示します。バイオフィールド画像の 2 番目のセットは、フ

ィルタリングソフトウェアを介して配置されます。 

 

ソフトウェアの Chakra Viewer アプリケーションは、データセットを個別のバンディング

に平滑化するフィルターを導入します。このプロセスにより、チャクラとバイオフィールド

の感情的な側面を詳細に調査できます。  

 

Chakra Viewer は、これらの画像の調査の効果を監視するための研究で広く使用されており、

感情的、心理的、精神的な幸福の理解の範囲を広げます。システムはバイオフィールドの恒

常性を明らかにし、チャクラビューアーはチャクラをライブでカラー表示します。 

チャクラビューアー画像の分析では、エネルギーセンターの機能を監視できます。 



 

 

図 7バイオフィールドビューアー画像とチャクラビューアーモードの例 

 

方法論 

 

この研究は、LifeWave、Inc.から少額の助成金で資金提供され、ロイヤルプネ独立倫理委員

会（RIPEC）の承認の下で行われました。  

40〜65 歳の 45人の被験者は、LifeWave、Inc. X-39パッチの有効性の研究に参加するため

に、口頭でランダムに選択され、そのうち 40 人の被験者は実験群に属し、5 人の被験者は

対照群になりました。 

 

データ収集は、被験者がパッチを着用し始める前のベースラインから始まる 3 つのフェー

ズで行われ、3 週間後に一連のスキャンが行われ、最終スキャンはベースラインスキャン日

付から 6週間後に行われました。  

 

Thornton Streeter 博士と Rachana Ghatol-Shetty 博士の監督の下で、カルナータカ州バン

ガロールのアーユルヴェーダクリニックを治療する。 

研究チームのメンバーは、研究を口頭で説明し、被験者にインフォームドコンセントフォー

ム（ICF）を提供しました。 

 

ICFに署名した人のみが研究への参加を許可されました。 LifeWave、Inc. X-39 パッチの 6

週間の供給が、実験グループの被験者に与えられました。 

被験者は、図 8 に示すように、C7 椎骨が突出する首の付け根の LifeWave、Inc. X-39 パッ

チを貼り付けるように指示されました。 

 



 

 

被験者は、毎日 6時間、毎日 12時間新しいパッチを着用するように指示されました。 

週。すべての被験者には、研究を通じて収集された機密情報を保護するために識別番号が与

えられました。 

 

図 8統治船 14 

 

バイオフィールドビューアー（BV）被験者は、ベースラインとして機能するパッチを受け

取る前にスキャンされました。最初の 3 週間の終わりに、さらに 6 週間の終わりに、さら

に画像が撮影されました。 

 

白色 LEDライトアレイが主光源として使用され、被験者は無地の白い背景に立つように求

められ、被験者の画像は Biofield Viewer ソフトウェア 3.5 のチャクラビューアモードで撮

影されました。  

 

BV スキャンのピクセル分析は、フィジー（ImageJ）を使用して行われ、赤、青、緑のピク

セルを測定しました。赤いピクセルは、プールされたエネルギーまたは低エネルギーを表し

ます。緑のピクセルは重要なエネルギーを表します。 

 

バイオウェル（EPI \ GDV）被験者が LifeWave、Inc. X-39 の使用を開始する前に最初のベ

ースラインスキャンを行い、6 週間のパッチを提供しました。次のスキャンは、3 週間と 6

週間の終わりに行われました。 

 

被験者は、10 本すべての指の画像をキャプチャするバイオウェルデバイス内の石英ガラス

板の上に10本すべての指を配置する必要があります。記録されたデータは、Bio-Well 5.8.0.0

プロフェッショナルソフトウェアによって分析されます。 

 

結果はベースラインと比較され、身体の全体的なエネルギー、器官のバランス、エネルギー

の L / R 対称分布の改善が見られます。 Multiscan Pro（MSP）X-39パッチの適用後、身体

の改善を見つけるためにデータを比較するためのベースラインを修正するために、研究の



 

前に初期の全身評価データが Multiscan Pro で収集されます。  

Multiscan pro は、心拍変動、発汗機能、電気皮膚反応、デジタル波パルス解析、生体イン

ピーダンスおよび全身組成を記録します。ウェルネススコア、血管年齢、位相角は、この研

究で考慮されるパラメーターです。 

 

ウェルネススコアは、動脈の評価、ANS の評価、およびライフスタイルと体組成のスコア

を含むライフスタイルの評価スコアから得られる複合スコアです。 

血管年齢は、比較したときに動脈の見かけの年齢の尺度を提供します。   

 

18健康な人々と。位相角は、50 キロヘルツの交流電流（AC）によって刺激されたときの生

細胞の静電容量の測定値であり、電位と電流の間に遅れが生じます。 

位相角の値は、細胞の健康状態に正比例します。 Multiscan Proは、図 9 に示すように、被

験者が手足を金属板に置き、4 つの電極を被験者の額に接続すると手順を開始します。 

 

図 9ヘッド電極用の Multiscan Proおよび手足用の四極ステンレス鋼プレート。 

 

Multiscan Proのデータ収集には、次の 4 つの段階があります。 

1.ベースライン記録：ベースライン記録は、手順を完了するのに 120 秒かかります。  

 

2.バルサルバテスト：被験者は右手で深呼吸を行い、15 秒間保持し、5秒間ゆっくりと息を

吐き、右手のひらを次の 40秒間上下逆さまにします。  

 

3.深呼吸テスト：被験者はゆっくりと 5 秒間息を吸い、5 秒間息を吐きます。このサイクル

は 60 秒間に 6回行われます。  

 

4.起立試験：被験者は四肢の四極板から降ろして床に立ち、60 秒間プレートに手を当てま

す。 

 



 

観察と結果 

Biofield Viewer（BV） 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

p> 0.05 有意ではありません。 

 

考察パイロット研究では、BioWell（EPI \ GDV）および Biofield Viewer（BV）で LifeWave、

Inc. X-39 パッチを使用すると、被験者のバイオフィールドが統計的に有意に改善されるこ

とが実証されています。 

 

統計分析により、人の全体的なエネルギーの非常に有意な改善（p <0.0001）とバイオウェ

ルの異なる器官でのエネルギーの対称分布（EPI \ GDV）の有意な改善（p <0.05）が明ら

かになりました。  

 

BV ピクセル分析における緑ピクセルの大幅な改善（p <0.05）は、バイオフィールドの活力

を改善するという点で X-39パッチの有効性をサポートします。 

テーブル 1 は、実験グループの変更に関するテスト後の要約統計を表示し、有意水準を報

告します。テーブル。 2 は、コントロールグループの被験者のテスト後統計の要約を表示

しますが、統計的有意性はありません。 

 

この研究から、LifeWave、Inc. X-39パッチは、バイオフィールドと体の全体的なエネルギ

ーの活力を高め、自己回復メカニズムを高めるのに効果的であると結論付けることができ

ます。この研究は、持続可能な非薬物療法を提供する X-39パッチの可能性を明らかにして

います。 

 

パッチは被験者が活発な一日を過ごし、夜はぐっすり眠れるようにするのに役立つと、いく

つかの逸話的な反応が被験者から聞かれました。薬物毒性と  27 副作用。パッチは、従来



 

の治療法を持続的に補完します。この研究はプラセボパッチなしで実施されました。この科

学を進歩させるために、二重盲検プラセボ対照試験を使用して、より大きなランダムサンプ

ルで将来の研究を実施する必要があります。 

 

結論パイロット研究では、対照群と比較した場合、実験群で統計的に有意な改善が示されま

した。 X-39 パッチは、バイオフィールドに前向きな変化をもたらし、人の全体的な健康を

改善するのに効果的であると結論付けることができます。  
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