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背景この調査は、ATP 産生、基質利用、および強度に対するアミノ酸（タンパク質）を含

有する市販の非経皮表面パッチを適用することの効果を調べるであろう。この製品の製造

元は、LifeWave™Energy Enhancer パッチを使用する利点として、a）エネルギーの増加、

b）スタミナの増加、および c）パフォーマンスの向上が挙げられます。 

  

方法この 2 週間プラセボ対照単盲検試験は、LifeWave™Energy Enhancer パッチの適用前

後の安静時および労作時の両方の条件下での呼吸酸素摂取量および二酸化炭素産生量を測

定します。次いで得られたデータをコンピュータプログラム（Bio-Energy Testing（登録商

標））により分析して以下の代謝パラメーターを決定する：最大好気性ＡＴＰ、脂肪酸代謝

からの最大ＡＴＰ、静止ＡＴＰ、脂肪酸代謝からの静止ＡＴＰ、および最大好気性作業。 

  

結果 LifeWaveTM Energy Enhancer パッチを適用すると、最大有酸素 ATP、脂肪酸代謝か

らの最大 ATP、安静時 ATP、および最大有酸素仕事量が大幅に増加しました。脂肪酸代謝

による安静時 ATP に有意な影響はなかった。 

  

結論 LifeWaveTM Energy Enhancer パッチの適用は、それがエネルギー、スタミナ、およ

びパフォーマンスを向上させるという製造業者の主張を裏付ける重要な代謝効果をもたら

します。これらの知見は、代謝性能の向上が望まれる状況においてパッチを使用するための

理論的根拠を提供する。 

  

この調査では、アミノ酸（タンパク質）を含む市販の非経皮表面パッチ（LifeWave LLC、

Suwanee GA）を ATP 産生、基質利用率、および強度に適用することの効果を調べます。

この製品の製造元は、LifeWave™Energy Enhancer パッチを使用する利点は次のとおりで

す。a）エネルギーの増加、b）スタミナの増加、および c）パフォーマンスの向上。すべて

適用の 20 分以内に。パッチのメンブレンは、アクリル系接着剤を含む非多孔質ポリエチレ

ン製です。したがって、パッチから直接本体に転送されるものはありません（MVA Scientific 

Consultants の添付レポートを参照）。パッチ内には、ポリエステル基材に結合したアミノ

酸、水、酸素、および有機物質の組み合わせがあり、すべての化合物は安全であると認識さ

れています（FDA 21 CFR）（LifeWave 情報パンフレット）。 

 



 

 

 

作用機序の理論的根拠は、周波数変調および共鳴エネルギー移動によるものである。簡単に

言うと、パッチ内に含まれるタンパク質の組み合わせは、人体の天然に発生する磁場と相互

作用します。製造者は、皮膚にパッチを当てる（身体の自然に発生する磁界にパッチをさら

す）と、パッチの内容物が振動し（共鳴エネルギー移動）、細胞に信号を伝達することを示

唆しています。生物エネルギー分野）。シグナル伝達により、細胞はパッチから開始される

シグナルを解釈して脂肪酸代謝の増加を刺激します。 ＡＴＰ産生、特に脂肪酸利用を刺激

す る 非 薬 理 学 的 方 法 に 対 す る 意 義 は 大 き い 。 し た が っ て 、 こ の 調 査 の 目 的 は 、

LifeWave™Energy Enhancer パッチの短期の定期使用を以下の代謝パラメータで評価する

ことです。最大好気性 ATP、脂肪酸代謝からの最大 ATP、安静時の ATP、脂肪酸代謝から

の安静時の ATP、および最大の有酸素作業。 

方法と手順 

  

この研究は、Frank Shallenberger、MD と The Nevada Center、Inc.によって行われました。

一般的な診療所で、1231 Country Club Dr.、カーソンシティ、NV 89703 にあります。研究

者および各被験者は、研究に参加することについて書面による同意を提供した。 

  

被験者被験者は、18 歳から 65 歳までの 30 人の男性と女性を含みます。この研究に参加す

るための基準は以下を含む：ａ）すべての試験プロトコルを完了することができること。 b）

慢性疾患がないこと c）代謝を変える可能性のある薬を服用しない。 ｄ）非喫煙者である

こと。参加はすべて自発的なものです。被験者は研究の彼らの腕の完了時に 200 ドルを支

払われた。被験者の募集は、The Nevada Center、Inc の患者データベースに送信された申

請の結果として、ネバダ州北部およびその周辺のコミュニティ全体で行われます。 

  

Bio-EnergyTesting®Bio-EnergyTesting®プロトコルは、酸素から二酸化炭素への変換率を分

析し、作業を行う FDA 承認の肺ガスアナライザーおよびコンピューターエルゴメーター

（Medical Graphics Corporation、米国ミネソタ州、セントポール、350 オークグローブ）

を使用します。ワットで、バイオインピーダンス体脂肪分析装置（オムロンヘルスケア社、

１２００レイクサイドドライブ、バノックバーン、イリノイ州６００１５）、心拍数モニタ、

（Ｐｏｌａｒ Ｅｌｅｃｔｒｏ Ｉｎｃ．１１１１マーカスアベニュー、スイートＭ１５、レ

イクサクセス、ニューヨーク１１０４２− １０３４）、および対象のミトコンドリア効率を

決定するためのコンピュータソフトウェア（Ｂｉｏ − Ｅｎｅｒｇｙ Ｔｅｓｔｉｎｇ、Ｌ

ＬＣ、１２３１ Ｃｏｌｕｍｎ Ｃｌｕｂ Ｄｒ．Ｃａｒｓｏｎ Ｃｉｔｙ、ＮＶ、８９７０３）。

それは、対象のミトコンドリアがどれだけの量の ATP を産生することができるか、そして



何パーセントの基質が脂肪またはグルコースであるかを意味します。人体で消費される酸

素のほとんどすべてがミトコンドリアで消費されてエネルギーを生み出します。わずかな

割合が活性化免疫系の酸化的バーストの一部として、また肝臓の P450 解毒系の一部として

も使用されていますが、対象の免疫系が感染症と積極的に闘っていない限り、 

 2 

急性毒性がない限り、空腹時の個体では、消費されたすべての酸素がミトコンドリアで消費

されていると安全に想定できます。従って、ＡＴＰは以下のように酸素摂取量の関数として

測定することができる。 

脂肪酸+ 23 O 2→16 CO 2 = 16 H 2 O + 130 ATP グルコース+ 6 O 2→6 CO 2 + 6 H 2 O + 

36 ATP したがって、脂肪酸が酸素によって代謝されるとき、消費される酸素 1 分子当たり

5.6（130/23）分子の ATP 分子が生成される。酸素消費量を測定することによって、生産さ

れている ATP の量は、この量に 5.6 を掛けることによって容易に決定することができます。

グルコースの場合、消費される酸素１分子あたり６分子のＡＴＰ分子が生成される比率が

ある（３６／６）。酸素消費を測定することによって、生成されるＡＴＰの量は、この量に

６を掛けることによって容易に決定することができる。脂肪酸代謝に対するグルコース代

謝の比率は線形関係であり、そしてＣＯ ２ ／ Ｏ ２の比率によって決定することができ

る。したがって、Bio-EnergyTesting®ソフトウェアは、いつでもどのくらいの量の ATP が

生産されているのか、そしてどの程度の割合で脂肪酸とグルコースから生産されているの

かを判断することができます。乳酸の閾値に達するとすぐに酸素消費の全ての測定が停止

されるので、アネオブ産生から産生される ATP は測定されない。この点は、ＣＯ ２ ／ Ｏ 

２の比が１．０を超えて急激に加速する点によって決定することができる。これらの決定は、

夜間の断食後の朝に行われます。最初の測定は、被験者が所定の安静時心拍数で 8 分間リ

クライニング姿勢で休んでいる間に行われる。次に、被験者は自分の年齢とフィットネスレ

ベルによって決定されるランピングプロトコルを使用してサイクルエルゴメーターで運動

します。対象が彼の乳酸閾値に達すると、全ての測定は中止される。この形式の分析は、以

下を含む患者のミトコンドリア機能動態を決定するために使用することができます。 

  

１）総安静時ＡＴＰ産生（安静時代謝）。 ２）脂肪酸代謝からのＡＴＰ産生の休止。 ３）

脂肪酸代謝からの最大ＡＴＰ産生。 4）最大好気性 ATP 生産（好気性容量）。 5）最大の有

酸素作業。 

  

  

研究デザインこれは 2 週間のプラセボ対照単盲検研究であった。各被験者は、合計 3 回の

訪問でネバダセンターに報告しました。最初の訪問では、Bio-EnergyTesting®の試験手順に

含まれていること、実験装置を使ったオリエンテーション、そして初期試験について説明し

ました。残りの実験室訪問は被験者試験を含み、試験セッションと呼ばれるであろう。各試



験セッションは約１時間であり、試験セッションは１週間（７日）間隔で分けられた。テス

トは午前中に行われ、被験者はテストの朝には食べ物や飲み物（水を除く）とあらゆる形態

の精神的または身体的な運動を避けるように求められました。 

第１週の試験セッション：第１週の試験セッションは、試験のためのベースライン測定とし

て役立った。この試験に続いて、被験者は製品製造者の指示に従って LifeWave パッチの皮

膚上の正しい配置について指示された（図１〜２）。パッチが正しく配置されると、被験者

に LifeWave パッチのプラセボセットが与えられ、これらのパッチの毎日の適用を開始する

ように指示されました。 

  

２週目の試験セッション：２週目の試験セッションは、試験のプラセボ効果測定として役立

った。被験者がプラシーボ LifeWave パッチを装着している間にテストを実施した。このテ

ストの後、被験者にはアクティブな LifeWave パッチのセットが与えられ、製品製造元の指

示に従ってこれらのパッチの毎日の適用を開始するように指示されました（図 1〜2）。対象

は、どのパッチがプラセボでありどれが活性であるかについて盲検であった。プラセボパッ

チと活性パッチの両方とも外観が同一であった。第３週試験セッション：第３週試験セッシ

ョンは、研究のための能動的効果測定として役立った。被験者がアクティブな LifeWave パ

ッチを装着している間にテストを実行しました。このテストの後、被験者には 3 つのテス

ト結果すべてのコピーと 200 ドルの小切手が渡されました。研究の完了まで、被験者はど

のパッチが有効であるか、またはプラセボであるかについて助言されなかった。追跡調査：

治験担当医師は、第 3 週のテストセッションの 7 日後に電話または電子メールで（被験者

の裁量で）各被験者にパッチからの残留効果の有無について問い合わせるために連絡した。 

 

※X1〜X39 とは、開発された順序であり、ライフウェイブ社における最新製品の X39 は、

39 番目の開発ということで名付けられた。 

LifeWave ALAVIDA 非経皮老化防止パッチは異なる臓器の細胞機能状態を改善する 

調査実施者：シェリーブレイク - グリーンバーママチュチュセット州、HMD 健康統合療

法、パロスベルデストエステート、カリフォルニア 90274、米国 

  

データ分析および研究報告作成者：Homer Nazeran PhD、CPEng。米国テキサス州エルパ

ソ、エルパソのテキサス大学電気およびコンピュータ工学 

要旨 LifeWave（www.lifewave.com）は、経穴にパッチを貼ることで睡眠、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。身体の熱磁

気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）はこの現象を実証する。絆創膏のように

身体に貼ると、パッチは神経を刺激し、皮膚の上をポイントして、今日市場に出回っている

他のどの製品でも得られない健康上の利点を生み出します。 ALAVIDA Patch（市販される



までの一時的な名前です）は、個別の老化防止製品として販売されるスキンケアシステムの

構成要素であり、したがって健康と健康に関する LifeWave の値と一致しています。 

  

電気間質性走査（ＥＩＳ）システムを使用して、細胞生理学的臓器機能（状態）を示す生体

電気インピーダンスデータを、１０人の健康で機能的なボランティア（２人の男性と８人の

女性、４４〜６５歳、１２６〜１８８ポンド）から得た。インフォームドコンセントを得た

後、体重 4 '、11' ' -  6'、1 '）。この研究のための研究プロトコルは、米国エネルギー治療研

究所の審査委員会（IRB）によって審査され承認された。これらの被験者の細胞生理学的機

能は、12 臓器（左右の腎臓、左右の副腎、左右の前頭葉、膵臓、肝臓、腸）で（2015 年に

カリフォルニア州パロスベルデスエステートの健康統合療法研究所で）評価された。 、

ALAVIDA Anti-aging Patch を夜間に 30 日間着用しながら、視床下部、下垂体、甲状腺な

ど）。生理機能（EIS）テストは毎週繰り返されました。細胞の生理的状態のベースラインデ

ータは、30 日間の研究期間の間に 2 夜の休みで週 5 連泊の夜に新しい ALAVIDA パッチを

着用する前に、研究期間の初めにすべての被験者から取得した。全ての被験者は彼ら自身の

対照として働いた。テストする仮説は次のとおりです。新しい ALAVIDA Anti-aging Patch

を 1 週間に 5 連泊、夜間は 2 連休で 30 日間着用すると、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。 

対応するベースラインデータに関して、試験期間の終わりに各臓器の細胞生理学的機能的

状態における正味の変化の累積平均を比較して統計分析を行った。結果は、（右および左）

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

いて少なくとも９９％の統計的検出力で非常に有意な（ｐ ＜０．００１）改善を示した。 

（左右の）腎臓および膵臓の機能的状態において少なくとも９０％の平均統計的検出力で

非常に有意な（ｐ ＜０．０１）改善があった。腸はこの期間にわたって統計的有意性を達

成しなかった（p <0.05）。おそらく、この器官で ALAVIDA パッチが効力を発揮するのによ

り長い時間を必要とした。 

  

まとめると、この研究の全体的なデータは、新しい ALAVIDA パッチを毎晩 5 連泊で、2 連

休を 30 日間着用することで、生理機能状態に非常に有意な（p <0.001）改善をもたらした

ことを示した。前頭葉、視床下部、副腎、甲状腺、下垂体、および肝臓。統計学的検出力は

99％以上。前頭葉は最も顕著な効果の大きさを示した。結果はまた、腎臓および膵臓の機能

的状態において少なくとも９０％の平均統計的検出力で非常に有意な改善（ｐ ＜０．０１）

を明らかにした。腸は、３０人の期間にわたって１０人の対象において有意な（ｐ ＜０．

０５）改善に達しなかった。これらの知見を用いて、我々は仮説を真に受け入れている。す

なわち、新しい ALAVIDA Anti-aging Patch を毎週 5 連泊、夜間は 2 連休で 30 日間着用す

ると、異なる臓器の細胞生理学的機能状態が著しく改善される。 

 



はじめに LifeWave（www.lifewave.com）は、経穴にパッチを貼ることで睡眠、痛み、エネ

ルギーを改善するなどの適応症のための非経皮パッチを開発、製造、販売しています。身体

の熱磁気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）はこの現象を実証する。絆創膏の

ように身体に貼ると、パッチは神経を刺激し、皮膚の上をポイントして、今日市場に出回っ

ている他のどの製品でも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構成要素であり、したがってそれは健康と健康に関する LifeWave の値

と一致しています。 

  

これは、アラビダアンチエイジングパッチが臓器の生理機能に及ぼす影響を調べるための、

この種の最初の研究です。このオープンラベルのシングルサイトパイロット調査では、慎重

に含めることにより、10 人のボランティア（男性 2 人、女性 8 人、年齢 4465 歳、体重 126

〜188 ポンド、4 '、11'〜6 '、1'）を登録した。除外基準ベースライン、1 週目、2 週目、3 週

目、および 4 週目にエレクトロインタースティシャルスキャン（EIS）システムを使用して

測定を行い、12 の臓器の生理的機能状態に対する ALAVIDA アンチエイジングパッチの効

果をモニターした。週に 5 連泊、夜間に 2 日間の夜間に 30 日間にわたってパッチを装着し

ながら、右副腎、左右の前頭葉、膵臓、肝臓、腸、視床下部。 

この予備調査におけるデータの詳細な統計分析は、新しい ALAVIDA パッチを 30 日間装着

することで、前頭葉、視床下部、副腎、甲状腺、下垂体、および下垂体の生理的機能状態に

非常に有意な（p <0.001）改善をもたらした。統計的検出力が 99％以上の肝臓。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％の平均統計的検出力で非常に

有意な（ｐ ＜０．０１）改善を明らかにした。この試験期間にわたって、腸は１０人の被

験者において有意な（ｐ ＜０．０５）改善に達しなかった。全体として EIS の結果は、前

頭葉が最も顕著な効果の大きさを示したが、腸は 30 日以内に統計的に有意な改善をもたら

さなかったことを示した。この予備調査により、次の仮説を検証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毎晩 5 連泊で、2 連休で 30 日間かけて着用する

と、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。研究の知見に基づいて、

我々は仮説を真実として受け入れた。 

 

材料と方法この調査では、ALAVIDA Ant-aging Patch（米国カリフォルニア州サンディエ

ゴの LifeWave 社製）を使用しました。この研究のための研究プロトコルは、米国エネルギ

ー治療研究所の審査委員会（IRB）によって審査され承認された。 ALAVIDA アンチエイジ

ングパッチは、体のフリーラジカルの生成を減らすことによって、内側から肌を清潔にする

ことを目的としています。ライフウェーブパッチは、ポリマーシェル内に密封されたポリエ

ステル布のディスクに塗布された水と無毒の有機材料との混合物を含む。 Patches 用の 3M

医療用接着剤は低アレルギー性なので、皮膚への刺激は起こりにくいです。 



  

ロサンゼルスのサウスベイ地区から 10 人の健康で機能的なボランティア（男性 2 人、女性

8 人、44〜65 歳、体重 126〜188 ポンド、4 '、11' '-6'、1 '）が募集されました。 、 カリフ

ォルニア。新兵は全体的な健康とエネルギー医学を実践することに興味がありました。以下

の包含基準および除外基準は、３０日間の連続実験期間にわたって対象を募集するときに

適用された。 

  

包含基準：1.プロトコルの必須ガイドラインと一致した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。実験プロトコルに従うことができた被験者。 

4.全般的に健康状態にあった被験者。 5.研究者または摂取スタッフの意見で、被験者の安

全性を危うくすることも、この研究で収集されたデータの妥当性に影響を与えないことを

条件とする被験者。 

  

除外基準：１．研究の時点で診断された重篤な疾患または病気の病歴、肝臓または腎臓の疾

患、癌、または化学療法を受けていること。研究の時点でアルコールを乱用していた対象。

試験の予定を立て続けることができなかった対象。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得た後、研究に登録した後、X 29 アンチエイ

ジングパッチの 30 日間の供給を受けた。計画および一貫性の目的のために、被験者は週に

５夜、連続して新しいＸ ２９パッチを着用し、３０日間は２夜休むように指示された。彼

らは首の後ろと腹のボタンの下の間に ALAVIDA パッチを着用して回転するように言われ

ました。それは CV7（図 1）と CV4 にあります。 

 

（図 2）それぞれ経穴。彼らはまた、毎週 2 日間アラビダパッチを着用しないように忠告さ

れました。被験者は、眠る前にアラビダパッチを適用し、目覚めたらそれを取り除くように

指示された。パッチは最善の使用のために 12 時間以内に着用されるべきであり、使用済み

のパッチはゴミ箱に捨てることができることが強調されました。前日の夜に ALAVIDA パ

ッチを削除した場合、被験者に毎日のログを書き留め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）を示す生体電気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健康統合療法研究所で収集されま

した。スキャンは 12 臓器（左右の腎臓、左右の副腎）で取得されました。上記の試験プロ

トコルに従って毎晩アラビダアンチエイジングパッチを着用しながら、左右の前頭葉、膵臓、

肝臓、腸、視床下部、ならびに下垂体および甲状腺）。 EIS システムは、正確なアルゴリズ

ムと独自の式を使用して、人体のシステムを画面上で 3D モデリングで表現するハードウェ

ア/ソフトウェアコンピュータ化システムです。特定の用途に使用します。 EIS システムは



フランスとヨーロッパの電気機器に分類されます。その主な機能は、体内で進行しているさ

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も、脳のさまざまな領

域の生化学と細胞活性を測定することによって検出できます。身体に接続された６つの電

極に特定の周波数を有する無害の低電圧信号を印加することによって、生体電気インピー

ダンス（またはその逆組織伝導率）測定が行われる。コンピュータソフトウェアは、これら

の信号が身体を通過するときにこれらの信号に加えられた変化に基づいて刺激信号に対す

る器官応答を計算する。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。これが生化学が最も重要な場所であり、細胞内外に何があるのかを見ることによっ

て細胞活性を測定できる場所です。 EIS システムは 5 分以内に全身をスキャンし、セッシ

ョン全体は 30 分以内に完了するはずです。これは、米国では FDA の承認待ちのバイオフ

ィードバック装置と見なされています。 

 

LifeWave は、30 人の被験者 11 人に対して十分な X 29 のパッチを捜査官に提供しました。

治験責任医師は、それらを室温に保ち、そして光、熱および保湿剤から保護するために特別

な注意を払っている間、研究論文およびそれらの分布を担当した。残りの X 29 パッチは研

究の終わりに処分されるか、または被験者にそれらを使用し続ける選択肢が与えられた。 
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すべての被験者に被験者 ID が割り当てられ、すべての記録は、関係者間のデータ共有およ

びコミュニケーションの前にすべての被験者識別子が削除された状態でコード化されまし

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

測定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。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、7 年間 PI の

研究サイトの別々の鍵付きキャビネットに保管されます。 

結果この調査で使用された Electro Interstitial Scan（EIS）システムは、機能不足に対して-

100〜0、過剰機能に対して 0〜+ 100 のスケールで細胞生理学的機能を測定しました。 -20

〜+ 20 の範囲の読みは、臓器機能の正常値を示しています。 

  

表１は、女性対象についての典型的なＥＩＳの読み（細胞機能生理学的状態）を示し、表２

は、例として男性対象についての典型的なＥＩＳ記録を示す。表３は、全被験者（ｎ ＝ １

０）について取得したＥＩＳデータを示し、一方表４は、研究期間にわたる全被験者（ｎ ＝ 

１０）についてのベースラインに対するＥＩＳデータの総累積変化を示す。表５は、全被験

者（ｎ ＝ １０）について１２の臓器におけるベースラインと比較したベースライン時のＥ

ＩＳ測定値と比較した総累積ＥＩＳ測定値の平均および標準偏差値の要約である。これら

の表において、ベースラインと比較した１週目からの異なる臓器における機能的生理学的



状態変化はΔ１として示され、そして２週目から１週目までの変化はΔ２として象徴され、

３週目から２週目まではΔ３として示される。そして、４週目から３週目までは、ΔＴＢと

して表され、ベースラインに対する総変化を表す。平均（Ｂ）は、全被験者についてのベー

スラインＥＩＳ示度の平均値を示し、一方、ＳＴＤ（Ｂ）は、ベースラインで得られた全Ｅ

ＩＳ示度の標準偏差を表す。 Avg（ ∆ ）は、研究期間中のベースライ

ンと比較した全被験者（n = 10）の EIS 値の累積変化の平均を表します。試験期間にわたる

ベースラインの読みに対する全被験者（n = 10）の EIS の読みの累積変化の標準偏差。 

 

 


