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STUDY TITLE：単一サイト、非盲検試験、 

AcuLife 申請後のパフォーマンス向上薬（PEDS）の痕跡に関する馬の試験 ムーアビル、

MS38857。LifeWaveInc.（カリフォルニア州サンディエゴ）主催 T は、このレポートを読ん

で、研究の実施と結果を正確に説明していることを、私の知る限り確認しました。 主任研

究員カーク・シャンパート S bar S Ranch Date 

 

単一サイトの非盲検試験で、AcuLife アプリケーション後のパフォーマンス向上薬（PEDS）

の痕跡について馬をテストします。 証明されるべき仮説は、「AcuLife パッチはユーザーの

身体に PEDS を導入しない」というものでした。 主要評価項目は、American Quarter Horse 

Association によってスクリーニングされた、一般的に知られているパフォーマンス強化薬

（PEDS）の痕跡の血液サンプル分析です。 副次的エンドポイントは、馬の健康が連続し

た期間に複数のパッチを使用しても悪影響を受けないことです。 DVM の主任研究員であ

る Kirk Shumpert が研究を実施し、研究期間中、米国ミシシッピ州にある彼の牧場で馬を監

督しました。 パイロット研究は、5 日間の継続使用後の治療後と比較して、ベースライン

サンプルによる非盲検の単一治療でした。 以下の検査のために血清を検査室に送りました。 

 

O 薄層クロマトグラフィー（TLC） 

O 酵素結合免疫吸着検定法（ELISA） 

 

ELISA 検査の結果がすべて陰性になったため、確認検査の通常の手順は不要でした。 

現在、女性プロロデオ協会では薬物検査の要件はありません。 ただし、協会は現在、強制

的な薬物検査の実施を検討しています。 American Quarter Horse Association に表示される

馬は、ショーでのパフォーマンスに基づいて薬物スクリーニングの対象となります。 

Lifewave は、AcuLife パッチが馬に薬物を導入しないことをユーザーにさらに確認するため

に、この研究を後援しました。 これは、痛みの管理における製品の有効性を示す他の研究

を補完します。 Center for Tox は、この研究のサンプルを分析するために契約した研究所

は、 American Racing Association 、 American Quarter Horse Association 、 Women's 

Professional Rodeo Association、および他のいくつかの協会でも使用されています。 パッ

チを適用する前に、薬の広範なリストをテストし、5 日間連続してパッチを着用した後、動

物を再スクリーニングします。 治療を開始する前にシステムに PEDSが存在しないことを

確認するために事前に馬をスクリーニングし、血液検査で治療後に PEDS の痕跡がないこ

とを確認し、仮説が正しいことを証明しました。 馬は研究期間中、治験責任医師によって

監視下に置かれ、有害作用は観察されませんでした。  AcuLife パッチの製造元である

LifeWave Inc がこの研究を後援しました。 

治験責任医師：カークシャンパート、DVM トライアルデザイン：オープンラベル、単一サ



イト目的：AcuLife は、American Quarter Horse Association によって定義されたパフォーマ

ンス向上薬を馬に導入していないというメーカーの主張を確認します。 背景この研究では、

Aculife パッチを使用して馬にパフォーマンスを向上させる薬物が経皮的に投与されていな

いことを実証します。 現在、女性プロロデオ協会では薬物検査の要件はありません。 ただ

し、協会は現在、強制的な薬物検査の実施を検討しています。 American Quarter Horse 

Association に表示される馬は、ショーでのパフォーマンスに基づいて薬物スクリーニング

の対象となります。 Lifewave は、パッチが馬に薬物を持ち込まないことを証明することを

積極的に求めています。 これは、痛みの管理における製品の有効性を示す他の研究を補完

します。 研究デザイン：1）スクリーニング馬は、研究の資格として薬物検査を受けます。 

研究所との議論の後、最も包括的なパネルは研究所の購入前パネルであると判断されまし

た。 このパネルは、潜在的な買い手によって馬に定期的に実行され、馬に薬物が与えられ

ていないことを確認します。 このパネルは、馬で一般的に使用される広範囲の物質を対象

としています。 この研究の対象となる動物は、パッチを配置する前に薬物のない状態を確

認するためにテストされます。 2）酵素結合免疫吸着検定法または ELISA のテストは、さ

まざまな体液の測定に使用される酵素を含む迅速な免疫化学的テストです。 ELISA テスト

は、抗原特性を持つ物質を検出します。 これらの物質には、ホルモン、薬物、細菌抗原、

抗体が含まれます。 ELISA テストは一般的に非常に敏感で特異的です。 薬物検査に使用

する場合、通常、最小濃度が設定されます。 ELISA テストは、高速で手頃な価格であり、

非常に正確であるため、人気があります。 薄層クロマトグラフィーまたは TLC は、混合物

を分離するために使用されるクロマトグラフィー手法です。 TLC は、シリカゲル、セルロ

ースなどの吸着材の薄層でコーティングされたガラス、プラスチック、またはアルミニウム

箔のシートで実行されます。 サンプルがプレートに塗布された後、毛細管現象により溶媒

がプレートに吸い上げられます。 さまざまな分析物がさまざまな速度で TLC プレートを上

昇するため、分離が達成されます。 TLC を使用して、反応の進行状況を監視し、混合物中

の化合物を特定し、純度を決定できます。 

 

この試験への参加資格を得るには、すべての適格な馬が薬物を使用していない必要があり、

スクリーニングの一環として薬物検査が行われます。 動物は、5 日間のパッチ配置後、血

液サンプルを採取（スクリーニング）します。 パッチを適用する前に、治験責任医師は血

清サンプルあたり最低 20ml を採取するように要求されました。 サンプルのテスト対象：

アルブテロール、アセプロマジン、ベタメタゾン、ブトルファノール、クレンブテロール、

デトミジン、デキサメタゾン、フルメタゾン、フルニキシン、フルフェナジン、イソクスプ

リン、リドカイン、メピビカイン、メチルプレドニゾロン、ペンタゾシン、プロマジン、レ

セルピン、ロミフィジン、ロミフィジン、ロミフィジン 、イブプロフェン、ケトロラク、

ケトプロフェン、メクロフェナム酸、メチルフェニデート、メトカルバモール、ナプロキセ

ンオキシフェンブタゾン、フェニルブタゾン、フェニルプロパノールアミン、プロカイン、



およびキシラジン。 テストされたパフォーマンス向上薬のリストは決して包括的ではあり

ませんが、パフォーマンスを直接向上させ、la 行を隠すために一般に馬に与えられる非常に

広範な薬のリストです。 このリストは、Center for Tox Services が購入前の血液パネルで

使用する在庫リストです。 3）方法薄層クロマトグラフィー（TLC）および酵素結合免疫吸

着検定法（ELISA）分析は、同じテストを使用して確認した後、介入前にパフォーマンス向

上薬（PEDS）が検出されなかったことを馬から収集した血液サンプルで実施しました。 免

許を持つ獣医師である主任研究員は、治療終了後 2 日に身体検査を実施し、治療によって

馬が無傷であることを確認しました。 4）身体検査-治療の前と治療終了の 24 時間後に行わ

れました。 a。 キャピラリー補充時間 b。 粘膜の色 c。 瞳孔光の反応 d。 心臓と肺の刺

激 e。 心拍数 f。 呼吸数 g。 体調スコア h。 全体的な外観 1.曝露の割り当て 1 つのグル

ープ。すべての被験者は研究期間中 S バーS プロパティにあります。 2.研究スケジュール

1 日目：スクリーニング/ベースライン：馬は血液サンプルを採取し、分析のために研究室に

送られます。 

 

5〜10 日目[サンプル結果が戻ってから 5 日間]：薬物のない状態を確認し、サンプル結果を

確認します。5 頭の馬が 5 日間連続して 5 セットのパッチを着用します。 11 日目[パッチ

を着用してから 1 日後]：最終的な獣医の身体検査が行われます。 この検査では、主要な身

体システムを対象とし、これらの値をパッチ適用前の試験値と比較します。 参加者：MS 

38857、ムーアビル、郡郡道路 1409 884 にある S バーS 牧場での研究期間中、治験責任医

師の管理下にある 5 頭の馬。1.参加基準（年齢、品種、性別が文書化されます）： a。 研究

前にパフォーマンスを向上させる薬物を含まない; 健康な動物 2.除外基準：a。 PEDS の検

出可能な痕跡を持つ動物; b。 継続的な医療処置を必要とする可能性がある慢性状態の動物

介入：スクリーニング後、痛み管理のために 40 頭以上の馬で AcuLife を使用した以前の研

究で使用するために選択された 5 つの経穴に 5 セットの Aculife パッチを適用しました。 

使用した経穴は次のとおりでした：膀胱 28、膀胱 23、大腸 16、膀胱 13、および膀胱 10。

現在、LifeWave AcuLife パッチは、馬の一時的な痛みの緩和と炎症のための医療機器として

米国で販売されています。 それらは指圧ベースのパッチであり、獣医が推奨し、研究研究

データによって実証された経穴に配置することで機能します。 鍼治療の教科書の定義は、

「ポイントとチャネルの刺激」です。 刺激は、ニードリングおよび/または圧力（指圧）を

含むさまざまなモダリティによって生成できます（O'Connor、1981）。 針による鍼治療研

究と指圧研究の両方の臨床試験から得られた証拠は、ポイントの位置が重要であると判断

しました。 たとえば、針鍼または心膜 6（P6）として知られるツボの指圧のいずれかを使

用した吐き気の研究では、近くの領域の刺激は吐き気にほとんど影響を与えず、主にプラセ

ボであることが示されています。 実際の P6 の鍼または指圧は、一貫した 60-70％の反応

率を示しますが、近くの領域での偽の鍼または偽の指圧は、主にプラセボであることと一貫

して、25-30％の反応率です（Dundee et al。、1992; Bayreuther ら、1994）。 LifeWave パ



ッチは、安全で効果的な新しいテクノロジーであり、針を使用せずに鍼治療ポイントを穏や

かに刺激できます。 

 

LifeWave のパッチは、この革新的な鍼治療の経絡のエネルギーの流れを改善するために、

身体の鍼治療のポイントを刺激する技術。 パッチは、ツボとエネルギーの両方の原理を含

むいくつかのメカニズムにより、ツボを刺激するように設計されています。 自己接着パッ

チは、東洋医学と針のない鍼の原理を利用して、何千年もの間人体のエネルギーの流れのバ

ランスを取り、改善するために使用されてきた体のポイントを優しく刺激します。 パッチ

は非経皮的であるため、これらのパッチを使用すると、化学物質、薬物、刺激薬、鎮静剤が

体内に入ることなく、自然な生活の質を改善できます。 結果：製造元が推奨する 5 セット

の指圧パッチを 5 日間着用した後のサンプルの分析では、PEDS の痕跡は示されませんで

した。 参加者の人口統計データ：名前品種年齢性別マカロニクォーターウマゲル化モンキ

ーペイント 15 ゲル化 5。 馬は、研究の前および研究が完了した翌日に実施された完全な身

体検査を受けた。 さらに、パッチが変更されたときに馬を毎日チェックし、給餌時に毎日

2 回、有害な兆候を観察しました。 結論：治療後の採血時にパフォーマンスを向上させる

薬は存在しませんでした。 これは、Aculife パッチにパフォーマンス向上薬（PEDS）はな

いという主張を裏付けています。 さらに、ウマの身体検査の結果は、研究または治療の悪

影響を示さなかった。 資金調達：この研究は資金提供され、LifeWave Inc によってテスト

記事が提供されました。プロトコル設計は、AcuLife の使用に関する介入、知識、および経

験のメーカーとして、主任研究者の専門知識とウマおよび Lifewave の協力の結果でした。 

 

治療の適用に関する指示： 

 

ステップ 1 まず、刺激したいツボを見つけます。 

 

ステップ 2 次に、バッグからプラスチックビーズを取り出します。 ホワイトパッチの粘着

性裏張りを取り外します。 ホワイトパッチの粘着面の中央にプラスチックビーズを置きま

す。 

 

ステップ 3 刺激したい指圧ポイント、つまり馬の右側にビーズ付きのホワイトパッチを置

きます。 パッチをしっかりと押し下げて、パッチが安全であることを確認します。 

 

ステップ 4 最後に、TAN パッチを使用してステップ 2〜3 を繰り返し、TAN パッチとビー

ズを同じ場所に配置しますが、馬の左側に配置します。 


