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研究レポート＃1：クラーク D.ライフウェーブエネルギーパッチ赤外線研究。  

 

2005 年 12 月 12 日。安全性の問題： 

 

•有害事象は報告されていません。 

 

パッチの説明と調査手順： 

 

•この調査では、異常な非対称赤外線測定値が各ケースで観察され、パッチの配置の検討と

検討が必要でした。 

私たちの最初の関心は、異常な熱領域にパッチを配置することにより、異常な生理学的状態

を制御する能力を可能にし、それが個人のエネルギーを変えるという概念でした。  

 

•この研究の主な目的は、5 分以内に EnergyEnhancer®パッチに対する生理的熱反応を実証

することでした。  

 

•22〜72 歳の 36 人の健康な被験者が登録されました。  

 

•サンプルから 5 人の被験者のサブセットにプラセボパッチを与えました。  

 

•赤外線画像測定は、非常に高度なコンピューター化された熱画像処理カメラ「TIP」を使用

して実行されました。 

赤外線画像の使用は、体表面から自然に放出される熱の変動を測定することにより、表面の

皮膚温度を検出および記録する、ユニークで非侵襲的な画像診断法です。 

この特定のイメージングは、熱の差を 100 分の 1 度まで測定できる高感度赤外線カメラで

対象をスキャンすることでこれを実現します。 

表面の皮膚温度は、個人の生理学的反応の影響を受けます。 

 

具体的には、身体の自律神経系が熱反応を制御します。外部の皮膚温度は、正常および異常

な生理学的機能の客観的な尺度である「熱マップ」を作成します。 

通常の生理学的機能を評価する際の診断手順としての赤外線評価は、正確で客観的な評価

です。  

 



•コンピューター化された赤外線画像赤外線カメラ「TIP」を使用して、人体の赤外線出力の

8〜12 ナノメートルの範囲を測定しました。 

これは、身体による赤外線出力の一般的な範囲です。 

選択されたカメラは、現在の市場で最も詳細で、焦点が合っており、高価です。 

また、測定された身体の赤外線出力をキャプチャ、保存、記録し、デジタルメディアにデー

タを記録する独自のソフトウェアも備えています。 

 

この研究におけるパッチの有効性： 

 

•赤外線画像で測定されたパッチを温熱状態の領域に配置することによる身体への反応は、

局所的および適用部位から遠位の両方の皮膚温度測定値に対する冷却反応を証明しました。

パッチの測定された応答を理解することは、パッチが体に何らかの形のエネルギーを放出

して温熱領域を冷却することの証拠である場合、これは貴重な結果です。これは、皮下血管

床を介して自律神経系に影響を与えるエネルギーの形を放出するパッチによってのみ説明

できます。  

 

•「パッチ適用前の平均熱温度は 32.239°C です。パッチ適用後の平均熱温度は 30.756°C

です。平均デルタ T は 1.483°C です。この研究では p（確率）値が.00001 であるため、値

<0.05 は、EnergyEnhancer®パッチの使用時に発生する熱温度の変化が統計的に有意である

ことを示しています。」EnergyEnhancer®臨床研究ページ 2  

 

•図 2 に示す熱画像は、EnergyEnhancer®パッチからの反射 IR エネルギーによって生じる局

所および遠位の冷却効果を示しています。温度勾配は、遠位の冷却効果を明確に示していま

す。カラーパレットには、最も暑い温度が赤、バランスの取れた温度が緑、より冷たい温度

が青で表示されます。パッチの有益な冷却効果は、パッチの適用点から遠く離れた青と緑の

色で見ることができます。皮膚温度の低下は、ANS の副交感神経アームを支持する自律神

経反応を開始します。 

 

 

•図 2 に示す熱画像は、EnergyEnhancer®パッチからの反射 IR エネルギーによって生じる局

所および遠位の冷却効果を示しています。 温度勾配は、遠位の冷却効果を明確に示してい

ます。 カラーパレットには、最も暑い温度が赤、バランスの取れた温度が緑、より冷たい

温度が青で表示されます。 パッチの有益な冷却効果は、パッチの適用点から遠く離れた青

と緑の色で見ることができます。 皮膚温度の低下は、ANS の副交感神経アームを支持する

自律神経反応を開始します。 



 

図 2：上記の画像は、LifeWave パッチを適用する前後の皮膚の自然放出熱パターンを測定

するコンピューター化された熱画像処理カメラ「TIP」で撮影されました（Clark、2005）。 

図 2 の丸い印は、パッチの配置を表します。  

 

この画像は、自律神経系に重大な変化が起こったことを表しています。  

 

•「結果：参加者の大多数は、5 分以内にパッチに対する熱反応を示しました。また、有意な

生理学的反応を経験した個人の数によって証明されるように、グループはプラセボ効果を

超えて反応しました。 この研究の個人は、好ましい反応率を観察しました。 

この研究は、生理学的変化の最初の測定の 1 つを提供しました。」 

 

他の 5 人のランダムな人々のプラセボパッチは、測定可能な生理学的赤外線反応を提供せ

ず、また全体的な身体反応もありませんでした。 

圧倒的な反応と 5 分後のパッチの測定結果により、パッチのエネルギーがこの研究の人々

に非常に大きな影響を与えたことが非常に決定的です（p <0.00001）。 

 

したがって、EnergyEnhancer®パッチが温熱皮膚領域で冷却反応を引き起こすという仮説は

真実であると認められています。 



評価：この赤外線研究は、局所的および全身の両方の影響が、局所的およびパッチ適用部位

の遠位の両方での熱変化によって示されるように発生することを示しています。 

 

この研究はまた、温度と炎症の低下も 5 分以内に測定可能であることを示しました。 

この研究は、体内の生理学的プロセスを変更するデバイスをサポートしています。 

この研究はまた、EnergyEnhancer®パッチが自律神経系に生理的反応を持っていることを裏

付けています。 

 

研究レポート＃2：Nazeran H、Chatlapalli S、Krishnam R.安静時および運動中の健康な個

人の心拍変動シグナルのスペクトルおよび非線形動的特徴に対する新規ナノスケールエネ

ルギーパッチの影響。  

 

Conference Proceedings IEEE Eng Med Biol Soc に掲載されました。  

2005; 5：5563-7。 安全性の問題：•有害事象は報告されていません。 

パッチの説明と試験手順： 

 

•テストしたツボ：-心膜 6（P 6） 

 

•この試験では、10 人の被験者が安静時および軽度運動後の単盲検プラセボ対照クロスオー

バー試験で EnergyEnhancer®パッチを使用しました。  

 

•心拍数の変動とは、心拍数（HR）の心拍ごとの変動を指し、副交感神経と交感神経の影響

のバランスの変化を介して自律神経系によって大きく変調されます。  

HR の短期変動は交感神経活動を反映するため、さまざまな生理学的状態および条件下で自

律制御を評価するための有用な非侵襲的マーカーを提供します。  

 

•HRV 信号に対する EnergyEnhancer®パッチの効果を評価するために、BIOPAC システム

を使用して、安静時および運動中の 3 つの異なる条件下で 10 人の健康なボランティアから

パイロットデータを収集しました。 

各被験者は、安静時および運動後、ベースラインで、EnergyEnhancer®を着用し、最後にプ

ラセボパッチを着用してテストされました。  

 

•HRV 信号は、信頼性の高い QRS 検出のための組み込みミッシングビート検出機能を備え

た Enhanced Hilbert Transform（EHT）アルゴリズムを使用して、前処理された ECG 信号

から導出されました。  

HRV 信号のパワースペクトルの自己回帰（AR）モデリングが達成され、パワースペクトル



とおおよそのエントロピーとは異なるパラメーターが比較のために計算されました。 

その後、ポアンカレプロットを視覚化ツールとして使用して、通常の条件下およびプラセボ

とエネルギーパッチの影響下での運動前後の HRV 信号の変動を強調しました。 

 

この研究におけるパッチの有効性： 

 

•結果は、プラセボパッチを着用した場合のこれらの値と比較して、エネルギーパッチを着

用した場合の HRV 信号のスペクトルおよび非線形ダイナミクスパラメーターの興味深い

変化を示します。彼らは、安静時に LF（男性で 1％未満、女性で 3.5％未満）および ApEn

（男性で 3.5％未満、女性で 1％未満）がわずかに減少したことを示しました。  

 

HF は大幅に増加しました（男性で 30％、女性で 108％）。の LF / HF 安静状態では大きな

減少が見られました（男性で 24％、女性で 54％）。  

 

5 分間の運動後、EnergyEnhancer®パッチを着用すると、LF（男性で 3.5％未満、女性で 1％

未満）および ApEn（男性と女性のほぼ 0％）。  

 

•HF が大幅に増加しました（男性で 62％、女性で 31％）。 LF / HF は大きな減少を示しま

した（男性で 63％、女性で 24％）。 評価：これらの予備的観察に基づいて、安静時と 5 分

間の運動後の両方で、エネルギーパッチは LF / HF を低下させ、リラクゼーションレベル

を高めたと結論付けることができます。 

 

安静時の交感神経迷走神経バランスの低下はリラクゼーション効果を高め、運動中は活動

効果を高めるため、これは非常に望ましい効果です。この結果は、EnergyEnhancer®パッチ

がこれらの重要な HRV 信号機能に重要かつ明確に区別可能な効果をもたらすことを示し

ています。  

 

研究レポート＃3：Nazeran H.心拍数変動信号パラメーターは、健康な若年者の安静時およ

び運動時のエネルギーパッチの皮膚冷却効果を定量化します。 

生物医学工学の最近の発展。 

 

Otto C. Wilson、Binh Q. Tran、Jafar Vossoughi、編集者。  

 

2007：13-19。  

 

 



安全性の問題： 

 

•有害事象は報告されていません。 

 

パッチの説明と研究手順： 

 

•テストしたツボ：-心膜 6（P 6）-肺 1（Lu 1）-胃 36（St 36）-腎臓 3（子供 3） 

 

•この研究では、HRV データを 20 人の若者から取得しました健康なボランティア（10 人の

男性と 10 人の女性、19-25 歳）、二重盲検プラセボ対照試験で、安静時および軽度直後の

ANS に対する EnergyEnhancer®パッチの皮膚冷却効果を評価するために使用アクティブ（A）

およびプラセボ（P）パッチを着用したまま運動します。  

 

•心拍変動（HRV）信号は、心拍数の心拍ごとの変動を指し、心拍数（HR）の周期的な変化

を表します。 HR は副交感神経と交感神経の両方の入力によって調節されるため、HRV は

異なる生理学的条件下で自律神経の調節と制御の間接的かつ非侵襲的なマーカーとして利

用できます。 HRV の低下は、変化に適応可能で動的に応答する自律神経系（ANS）を反映

しますが、HRV の低下は、恒常性の維持における ANS の異常または制限された能力を示

します。  

 

•ECG 信号を取得、フィルタリングし、さらに処理して HRV 信号を導き出しました。低周

波（LF）、高周波（HF）、およびそれらの比 LF / HF は、安静時および軽度直後の若い健康

な個人に対する一連の非経皮的 EnergyEnhancer®パッチの副交感神経支配または皮膚冷却

効果を評価するために計算されました運動。 

 

この研究におけるパッチの有効性： 

 

•条件（A）と条件（P）からのデータは、統計分析（1 サンプル推論）を使用して比較され

ました。 LF / HF は、p <0.01 の状態（P）と比較して、安静時と状態（A）の軽度運動直

後の両方で有意に減少しました。  

 

評 価 ： こ れ ら の 観 察 に 基 づ い て 、 安 静 時 と 5 分 間 の 軽 度 の 運 動 直 後 の 両 方 で 、

EnergyEnhancer®パッチが強化された。 

副交感神経反応は、正規化された LF / HF の減少により定量化できます。 

統計結果から、EnergyEnhancer®パッチは、安静時および少なくとも 85 の統計力で 5 分間

の穏やかな運動後の正規化された LF / HF の減少において、プラセボパッチと比較して非



常に有意な効果（p <0.01）を示したこの部分母集団の％。 

 

調査レポート＃4：ブジンスキーT、ブジンスキーH、マレット K、タン HY。 （2008）。 

 

ナノテクノロジーによる心拍変動の強化：二重盲検無作為化対照試験。  

 

Journal of Neurotherapy、12（1）、45-55 に掲載されました。  

 

安全性の問題： 

 

•有害事象は報告されていません。 

 

パッチの説明と研究手順： 

 

•テストしたツボ：-肺 1（Lu 1） 

 

•この研究の目的は、エネルギーを増加させる目的で製造された独自のナノテクノロジー皮

膚パッチ（EnergyEnhancer®パッチ）が特定の変調も可能かどうかをテストすることでした。 

心拍変動（HRV）に反映されているように、自律神経系のバランスを促進する身体の共振

周波数。  

 

•40 人の成人参加者が選ばれ、それぞれ 20 人の参加者からなる 2 つのグループにランダム

に分割されました。 

この研究では、二重盲検無作為化制御設計を使用しました。被験者は EnergyEnhancer®パッ

チまたはプラセボパッチを着用しました。  

 

•パッチを適用する前と適用してから 15 分後に HRV 測定値を取得しました。 HRV は

BioCom HRV システムで測定されました。 

 

この研究におけるパッチの有効性： 

 

•2 つのグループの分析により、実験グループの HRV データを前後の差について調べた場

合、低周波対高周波（LF / HF）比が有意に減少した（p <.01、one -t 検定）、非常に低い周

波数（VLF）は大幅に減少（p <.05）、LF は減少（p = .011）、LF ノルムは減少（p <.05）、

HF ノルムは増加（p < .05）。  

 



•正規化された LF および HF パラメーターは、総電力から VLF 成分を引いた値に比例する

各電力成分の相対値を表すことに注意してください。これは、自律神経系の 2 つの枝の制

御されたバランスの取れた動作を強調しています。 LF および HF 成分の値に対する総電

力の変化の影響を最小化する傾向があります（欧州心臓病学会および北米ペーシングおよ

び電気生理学学会、1996 年のタスクフォース）。  

 

•しかし、対照群では、これらのパラメーターに有意な前後の変化は見られませんでした。

エネルギーとプラセボパッチグループの比較は、VLF パラメーターでのみ統計的有意性（p 

<.05）に達しました。  

 

•EnergyEnhancer®パッチは、仮定された方向の心拍変動に影響する自律心血管因子に作用

するようです。 EnergyEnhancer®パッチは、心臓への交感神経駆動を低下させる可能性が

あります。この技術は、特に慢性的なストレスまたは疲労要因を特徴とする場合に、神経治

療を増強するために使用できます。  

 

評価：HRV の研究レポート＃2、3、4 は、EnergyEnhancer®パッチが自律神経系に影響を

与えることを示しています。これは、LifeWave パッチデバイスが生理学的プロセスを変更

できることを示す証拠です。 

さらに、これらの HRV 研究は、赤外線研究の発見も裏付けています。赤外線研究は、体の

温熱領域を冷却することにより、体の熱エネルギー分布の生理学的変化を示しました。 

 

 

 

研究レポート＃5：Shallenberger F、Nazaran H.ミトコンドリア機能に対する非経皮的表面

パッチの効果。  

 

LifeWave Study2006。 

2011 年 3 月 12 日に改訂。 

* *注：Therapeutics Goods Administration（TGA）のこの研究に対する懸念の結果、Homer 

Nazeran 博士は、包含/除外基準、一次および二次エンドポイント、評価方法を含む臨床研

究プロトコルの詳細な説明を組み込むためにレポートを修正しました。 

 

使用された手順の検証テストデータ、ならびにデバイスの臨床性能を評価するための手順

の統計計画、計算および重要性。 

また、デバイスの動作モードに関する情報と、身体のエネルギーの増強剤としてのデバイス

の主張をサポートする科学文献も含まれています。 



安全性の問題： 

 

•グループで報告された有害事象はありませんでした。 

 

パッチの指示と研究手順： 

 

•テストしたツボ：-心膜 6（P 6）-肺 1（Lu 1）-胃 36（St 36）-腎臓 3（子供 3） 

 

•2 週間、プラセボ対照、 EnergyEnhancer®パッチの適用前と適用後の安静時と労作時の両

方の条件で呼吸酸素摂取量と二酸化炭素産生量を測定した盲検研究。 

 

その後、得られたデータをコンピュータープログラム（Bio-EnergyTesting®）で分析し、次

の代謝パラメーターを決定しました。：最大好気性 ATP、脂肪酸代謝からの最大 ATP、安

静時 ATP、脂肪酸代謝からの安静時 ATP、および最大好気性作業。 

 

 •被験者には 30 人の男性と女性（年齢範囲 40〜61 歳）が含まれていました。 

この研究への参加基準には以下が含まれます。 

a）すべての試験プロトコルを完了する能力。  

b）慢性疾患からの自由;  

c）代謝を変化させる可能性のある薬物の欠如。  

d）非喫煙者であること。 

 

すべての参加は自発的であり、被験者は何の影響も受けずにいつでも研究への参加を終了

できました。 

 

•被験者は試験中 1 時間、試験前 7 日間毎日（12 時間）EnergyEnhancer®パッチまたはプラ

セボパッチを着用しました。  

 

•各被験者は、合計 3 回の訪問について The Nevada Center、Inc.に報告しました。最初の訪

問には、Bio-EnergyTesting®の手順に関係するものの説明、実験装置のオリエンテーション、

および初期テストが含まれていました。 

残りの研究室訪問は被験者試験に関係しており、試験セッションと呼ばれます。各テストセ

ッションの期間は約 1 時間で、テストセッションは 1 週間（7 日間）間隔で行われました。

テストは午前中に行われ、テストの午前中は被験者に飲食物（水を除く）およびあらゆる形

態の精神的または身体的運動を避けるように依頼しました。  

 



•第 1 週のテストセッション：第 1 週のテストセッションは、研究のベースライン測定とし

て機能しました。 

このテストに続いて、被験者は製品メーカーの指示に従って LifeWave パッチの皮膚への正

しい配置について指示を受けました。 

パッチが正しく配置されると、被験者は LifeWave パッチのプラセボセットを与えられ、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 週目のテストセッション：2 週目のテストセッションは、研究のプラセボ効果測定として

機能しました。被験者がプラセボ LifeWave を着用している間にテストを実施しました 

 

このテストに続いて、被験者には LifeWave パッチのアクティブなセットが与えられ、製品

メーカー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指示されました。 

 

被験者は、どのパッチがプラセボであり、どのパッチがアクティブであったかについて盲検

化されました。 

プラセボとアクティブなパッチの両方の外観は同じでした。  

 

•3 週目のテストセッション：3 週目のテストセッションは、研究の積極的な効果測定として

機能しました。 

テストは、被験者がアクティブな LifeWave パッチを着用している間に実施されました。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が与えられました。 

被験者は、研究が完了するまで、どのパッチが有効であるかプラセボであるかについて助言

を受けませんでした。 

 

この研究でのパッチの有効性： 

 

•EnergyEnhancer®パッチの適用により、最大有酸素 ATP、脂肪酸代謝からの最大 ATP、安

静時 ATP、および最大有酸素作業が大幅に増加しました。脂肪酸代謝による安静時の ATP

に有意な影響はありませんでした。  

 

•結果は、A。最大有酸素運動が被験者の 50％で改善したことを示しました。 B.被験者の

36％で、脂肪酸代謝からの最大好気性が改善しました。 C.最大有酸素 ATP は被験者の 46％

で改善しました。  

D.被験者の 23％で安静時 ATP が改善しました。 E.脂肪酸代謝による安静時の ATP は、

被験者の 40％で改善しました。  

 



•結果：EnergyEnhancer®パッチの適用は、エネルギー、スタミナ、パフォーマンスを向上さ

せるというメーカーの主張を裏付ける重要な代謝効果をもたらします。 

これらの発見は、代謝性能の向上が望まれる状況でパッチを使用する理由を提供します。  

 

•この単一盲検プラセボ対照試験の結果は、記載されている 4 つの経穴に EnergyEnhancer®

パッチを適用すると、被験者のサブセットに統計的に有意な代謝効果があることを示して

います。レスポンダーは、より多くの安静時 ATP（基礎代謝）、より多くの最大有酸素 ATP

（有酸素能力）、より多くの ATP の脂肪酸代謝、およびより高レベルの有酸素作業能力を

生み出しました。 

改善の範囲は、いくつかのケースでわずかな 15％から劇的な 70％の改善まででした。 

 

評価：この研究は、エネルギーパッチが一部のユーザーのエネルギーを増加させるという主

張を支持しました。 

さらに、レスポンダーは、いくつかのパラメーターではなく、測定されたすべての代謝パラ

メーターの増加を頻繁に示しました。 

 

同様に、非応答者は、測定されたパラメーターの改善を示すことができませんでした。 

この観察は、パッチがミトコンドリア機能に直接影響することを確認する傾向があります。

これは生理学的変化であり、EnergyEnhancer®パッチを着用するとエネルギーが改善される

という主張を裏付けています。  

 

調査レポート＃6：ブジンスキーT、ブジンスキーH、マレット K、タン HY。経絡に沿った

アキュスコープと皮膚コンダクタンス：LifeWaveエネルギーパッチの前後。 2009 年 12 月。 

安全性の問題：•有害事象は報告されていません。パッチの説明と研究手順：•使用するツボ：

-胃 36（ST 36）-心膜 6（P 6）-肺 1（Lu 1）-腎臓 3（K 3） 

 

衰弱性疾患のない 60 人（18〜65 歳）の被験者が、バイオフィードバック機器で測定された

4 つの異なる経穴での経絡コンダクタンスに対する。 

EnergyEnhancer®パッチの効果を調べる目的でこの研究に参加しました。 

また、コンダクタンスの変化は皮膚レベルとより深い 4 つの組織で異なる可能性があるこ

とを認識して、皮膚表面変化の皮膚コンダクタンスとより深い組織変化を調べるための

ElectroAcuscope コンダクタンスを使用して 2 つの測定を実行しました。 

 

この研究は、体全体のエネルギーの流れが経絡経路を介して伝達されるという前提に基づ

いており、エネルギーパッチの適用により皮膚のコンダクタンスが増加することを示すこ

とを目的としています。 



また、30 人の被験者のサブグループを 2 つの異なるバイオフィードバック機器を使用して

測定し、最初の機器の結果をさらに検証しました。  

 

•この研究では、4 つの異なる鍼治療サイト間で順次移動した EnergyEnhancer®パッチの適

用後のベースライン測定値と治療後測定値を比較しました。テスト時に、これらの部位の測

定順序をランダムに選択して、時間/順序が特定の経穴のコンダクタンスの測定に影響を与

えたかどうかを確認しました。  

 

•被験者はテスト中に 3 時間パッチを着用しました。  

 

•Thought Technology Biofeedback 皮膚コンダクタンス（SC）を使用して、60 人すべての

被験者を測定しました。元のサンプルのおよそ半分（29）にエレクトロ・アキュスコープ

（AC）を使用して、皮膚の下のより深いレベルのコンダクタンスの可能性のある違いを比

較するためにコールバックされた後の測定が追加されました。 

 

この研究におけるパッチの有効性： 

 

•皮膚コンダクタンス測定の結果は、4 つの鍼治療部位（肺、心膜、胃、腎臓）で、皮膚コン

ダクタンス測定を使用したエネルギーパッチの適用後、平均がコンダクタンスの増加を示

すことを示しました。 

ベースラインと比較。両側 t 検定では、図 3 に示すように、肺、心膜、腎臓で有意な前後差

があり、胃部位のみが有意に達していないことが示されました。A。 

肺 1 は p <0.0005B。心膜 6 p <0.02 C.胃 36 p <0.17 D.腎臓 6 p <0.03 



 

図 3：パッチ配置前とパッチ配置後の平均皮膚コンダクタンスの比較*注：グラフは、元の

研究レポートで図 1 として示されています。  •皮膚コンダクタンスの場合、おそらく皮膚

コンダクタンスの測定が経絡に小さな刺激を与えるという事実の結果として、各連続測定

は皮膚コンダクタンスのレベルに追加されました。 しかし、より重要なことは、エネルギ

ーパッチのセットが身体に配置されるたびに、パッチセットが次のサイトに移動したとき

にそれらのパッチが削除されても、肌のコンダクタンスのレベルはアプリケーションごと

に増加するように見えました 図 4 

 

図 4：4 つのパッチ配置での連続皮膚コンダクタンス測定 

 



皮膚のコンダクタンス測定とは対照的に、心電図は心膜と胃の領域でわずかにしか増加し

ませんでした。  

一方、肺と腎臓の平均はパッチの適用とともに減少しました。  

片側のみ、腎臓の測定値のみが有意水準 0.05 を示しました。  

 

評価：この研究では、バイオフィードバック機器によって測定された 4 つの異なる経穴で

の経絡コンダクタンスに対する EnergyEnhancer®パッチの効果を調べました。  

この研究は、体全体のエネルギーの流れが経絡経路を介して伝達されるという前提に基づ

いています。  

この研究は、エネルギーパッチデバイスを経穴に適用すると、皮膚のコンダクタンスが増加

することを示しました。  

皮膚のコンダクタンスの増加は、身体の生理学的変化の証拠です。  

この研究は、LifeWave Energy パッチの効果（作用のメカニズム）の 1 つが経穴を刺激し、

経絡システムを通るエネルギーの流れを増やすことであるというサポートを提供します。 

 

 

研究レポート＃7：原田 T、土屋 K、マレット K.LifeWave パッチが鍼治療の経絡とヒト被

験者の生物光子放出に与える影響（パイロット研究）。 2009 年 12 月 16 日。鳩健康同盟お

よびカリフォルニア人間科学研究所。  

 

安全性の問題： 

 

•有害事象は報告されていません。 

 

パッチの説明と研究手順： 

 

•テストしたツボ：-腎臓 1（キッド 1） 

 

•10 人の健康な男性被験者（19〜43 歳）を募集し、EnergyEnhancer®パッチの使用前と使用

中にテストを実施しました。  

 

•このオープンラベルのパイロット研究は、EnergyEnhancer®パッチに起因する可能性のあ

る、人間の経絡システムおよび生体光子放出（BE）パターンの状態に検出可能な変化があ

るかどうかを判断することを目的としています。 

微妙な変化の検出における月経周期の影響を取り除くために、この最初の研究では女性を

除外しました。  



•連続 AMI およびスナップショット AMI デバイスを使用して鍼経絡システムのエネルギー

状態を監視し、光子計数システムを使用して被験者の右手からの生体光子放出を検出しま

した。心電図（ECG）からの心拍数、フォトプレチスモグラフィ（PPG）からの脈拍数、お

よび呼吸も、補助情報を取得するための連続 AMI 測定とともにポリグラフシステム（ポリ

グラフ）から監視されました。  

 

•テストは次の順序で実施されました。 

（1）血圧と心拍数。  

（2）スナップショット AMI。  

（3）バイオフォトン放出 

（4）ポリグラフによる連続 AMI（15 分間の制御期間、パッチなし）;  

（5）Polygraph による継続的な AMI（パッチによる 30 分間の継続的な監視）;  

（6）バイオフォトン放出（パッチ付き）;  

（7）スナップショット AMI（パッチ付き）;  

（8）血圧と心拍数。結果が処理され、「パッチ前」と「パッチあり」の間の変化が分析のた

めに抽出されました。この研究におけるパッチの有効性： 

 

•結果：おそらく足底に EnergyEnhancer®パッチを着用した効果として、次のことが判明し

ました。 

 

A. EnergyEnhancer®パッチを足の腎臓 1 ポイントに適用すると、右手の手のひらからのバ

イオフォトン放出が減少します。 

バイオフォトン放出の減少は、より望ましい健康状態への移行と解釈される場合がありま

す。 

 

B.体のエネルギー機能（気エネルギー、交感神経系、免疫系の活動）は、体の下半分にシフ

トする傾向があります。  

 

C.免疫システムの活動は、全身で強化される傾向があります。  

 

D.個々の経線の左右バランスに共通のパターンはありませんでした。  

 

E.心拍変動（HRV）と呼吸頻度の測定からの自律神経系機能は、副交感神経支配状態に移行

する傾向があります。  

 

 



•EnergyEnhancer®パッチが、バイオフォトン放出強度と体のエネルギー状態の両方で測定

可能な変化を生成することを示す統計的に有意な結果が得られました。 

一般的に健康な被験者では、誘発される変化は望ましい方向にあるように見えます（つまり、

身体機能の改善とよりリラックスした状態）。  

 

•10 人の被験者のうち、「パッチ前」と「パッチあり」の間で実質的に有意な変化はなく、

わずかに陽性または陰性だったのは 2 人だけでした。減少率は、被験者に応じて 15％から

90％まで変化しました。  

 

•2 つのグループの[（Aft-M）-（Bef-M）]データセットに at-test を適用し、p = 0.05 を事

前設定の有意水準として、結果は p = 0.043 で有意であることが判明しました。  

2 番目の分析方法では、10 人の被験者のうち、7 人の被験者がバイオフォトン放出（BE）

の統計的に有意な減少を示し、p 値が有意（p = 0.0062）から非常に有意（p = 4.2x10-24）

の範囲にあることがわかりました。 

 

残りの 3 人の被験者のうち、1 人は事前設定された基準に近い p = 0.052 の減少を示しまし

た（p = 0.05）。他の 2 人の被験者では統計的有意性は見つかりませんでした。 

データセグメントの選択と分析のアプローチは異なりますが、2 つの分析方法によって得ら

れた結果は、互いにほぼ一致していることがわかりました。  

10 人中 7 人の被験者は、「パッチ適用前」と「パッチ適用」の間で BE の統計的に有意な減

少を示しました。 評価：この研究では、研究レポート＃6 で使用したものとは異なるバイ

オ フ ィ ー ド バ ッ ク 機 器 で 測 定 し た 、 身 体 の 経 絡 系 の エ ネ ル ギ ー シ フ ト に 対 す る

EnergyEnhancer®パッチの効果を調べました。この研究は、体全体のエネルギーの流れが経

絡経路を介して伝達されるという前提にも基づいています。 

 

この研究では、経穴にエネルギーパッチを適用すると、経絡システムにエネルギーの変化が

見られました。この研究はまた、LifeWave Energy パッチの効果（作用のメカニズム）の 1

つが、経穴を刺激し、経絡システムを通るエネルギーの流れをシフトすることであるという

サポートを提供します。 

さらに、これはエネルギーパッチが副交感神経支配状態に向かって移動する自律神経系に

生理学的効果（作用のメカニズム）があることを確認した別の研究であり、研究レポート＃

2、3、4 で見られる結果を確認します。 

 

 

 

 



研究レポート＃8： 

モンゴメリーM.フェネストラリサーチ-LifeWave 製品の純粋なエネルギーパッチ 60-被験

者テスト：最終報告 2006。  

 

安全性の問題： 

 

•有害事象は報告されていません。  

 

パッチの指示と研究手順： 

 

•テストしたツボ：A.心膜 6（P 6）B.肺 1（Lu 1）C.胃 36（St 36）D.腎臓 3（子供 3） 

 

 

この 30 日間の研究には、さまざまな年齢、運動レベル、人種、性別、健康レベルの 60 人

の被験者が参加しました。  

 

•被験者は、最初の 3 日間は毎日パッチを最初に装着してから 1 日おきに 4 つの配置を回転

させるという LifeWave パンフレットの標準プロトコルに従いました。  

 

•被験者はベースラインでテストされた後、研究の 2 週目と 4 週目の終わりに、最適なウェ

ルネステストによって再度テストされました。3 つを組み合わせて実行されます。 

 

この研究におけるパッチの有効性： 

 

•60 名の被験者、30 日間の試験および摂取が完了すると、これらの重要な測定値が見つか

りました。 

 

-被験者の 30％が、パッチを着用している間の幸福感の向上を報告しました。  

-5 人の被験者が、この研究中に少なくとも 6 ポンドの体重減少を報告しました。  

-LifeWave EnergyEnhancer®パッチを毎日使用すると、被験者の 100％のエネルギーレベル

が改善されたことが報告されました。  

 

-エネルギーパッチを被験者に適用すると、被験者の脂肪からエネルギーへの変換能力が平

均 22.3％増加したことが測定されました。 

 

 



評価：この研究では、研究＃5 でテストしたのと同じ作用メカニズムである脂肪燃焼による

エネルギーの増加が示されました。 

 

この研究は、EnergyEnhancer®パッチがエネルギーを改善するという主張を裏付けています。 

研究レポート＃9：タリーL. 10 人の健康な人のフィットネス、強さ、持久力、バランスの改

善における LifeWave Energy Patch の有効性を決定する非盲検パイロット研究。 

 

エネルギー医学研究リサ・タリー、2010 年 12 月博士号。2011 年 6 月 24 日、21 回目の

ISSSEEM 会議で発表。  

 

安全性の問題： 

 

•1 人の被験者は、数分以内に吐き気を訴え、EnergyEnhancer®パッチでテストを続けまし

た。他の悪影響は報告されていません。 

 

パッチの指示と研究手順： 

 

•テストしたツボ：-肺 1（Lu 1） 

 

•このパイロット研究では、18〜65 歳の健康な 10 人（男性 6 人、女性 4 人）の柔軟性、強

さ、持久力を測定するテストを実施しました。 

病気、妊娠、薬物またはアルコールの使用歴のない、または薬物療法を受けていない年齢の

人。すべての被験者の健康状態は良好であり、高レベルのフィットネスはありませんでした。  

 

•被験者は、EnergyEnhancer®パッチを 1 時間着用する前後に測定されました。 •強度と耐

久性にさまざまなテストを使用して、これらのパラメーターの最も効果的なテストを決定

しました。 

実施したテストには、ストレッチとリーチ、手の強さ、力こぶカールと広背筋プルダウンの

最大重量、力こぶカールの繰り返し失敗、エルゴメーター自転車でのさまざまな結果測定

（ピークと平均パワー、平均とピーク速度、心拍数、距離、） 

 

この研究でのパッチの有効性： 

 

•柔軟性テストでは、平均ストレッチとリーチの測定値が 15.77 インチから 16.88 インチに

上昇し、この増加は p <0.05 で有意でした。  

16 ポンドから 17.5 ポンドに上昇し、緯度プルダウンの平均値は 130.83 ポンドから 133.33



ポンドに上昇し、1 ポンドあたりのピークワットの平均値は 232.22 から 273.22 に上昇しま

した。 

 

 

•表 2 は、すべての強度テストで大幅な改善が示されたことを示しています。 表 2：ベース

ラインから治療後までのすべてのアウトカム測定値の絶対変化の分析 

 

 

 



*注：p <0.05•5 分間の自転車テスト中、表 3 は、すべての結果測定値が増加したことを示

しています。  

平均速度の平均値は 16.91 から 18.22 に増加し、ピーク速度は 19.53 から 21.2 に上昇し、

ピーク電力は 208.38 から 259.56 に上昇し、ピーク心拍数は 164.2 から 169 に上昇し、距

離は 1.44 マイルから 1.55 マイルに増加し、消費カロリーは 43.84 から 50.04 に増加し、キ

ログラムあたりのピークワットは 2.82 から 3.24 に増加しました。 

 EnergyEnhancer®パッチを着用している間のピーク速度と電力、距離、キログラムあたり

のピークワットの増加は、統計的に有意でした（p <0.05）。  

 

表 3：ベースラインおよび治療後の評価のためのすべての結果測定の要約統計量。 

 

耐久性テストでは、1 ポンドあたりの平均ワット数の平均値（長時間にわたって物理的なパ

ワーを維持する能力、つまり耐久性の尺度）が 106.81 から 130.67 に上昇し、これは大幅な

改善でした（p <0.05）。  

 

•追加の耐久テストが実施され、より多くの結果測定が報告されています。 

被験者が EnergyEnhancer®パッチを 1 時間着用した後、すべての結果測定値の平均値が増

加しました。 

平均電力は 139.42 から 159.56 に増加し、平均心拍数は 150 から 154 に増加し、1 キログ



ラムあたりの平均ワット数は 1.86 から 2.12 に増加しました。  

LifeWave Energy パッチの着用中の MPH の平均速度の変化は、統計的に有意でした（p 

<0.05）。  

 

•このパイロット研究の結果は、EnergyEnhancer®パッチが、実施された強度、柔軟性、耐久

性のすべてのテストでパフォーマンスを大幅に向上させることを示しています。 

ほとんどの被験者は、すべてのテストでパフォーマンスの向上を実証し、すべてのテストで

パフォーマンスが大幅に向上しました。 

 

これらの絶対的な変化は、重量強度テスト（上腕二頭筋のカールとラットのプルダウン）な

どのこれらのテストの一部では小さいように見えますが、体重だけを持ち上げることの重

要性を考慮すると大きな変化です 

 

数ポンド重い。同じ結論は、重量を持ち上げるのではなく、距離をエンドポイントとして使

用したストレッチとリーチのテストにも当てはまります。  

 

•耐久性テストでは、いくつかの結果測定値が大幅に改善されました。 3 マイルコースでは、

EnergyEnhancer®パッチにより、1 ポンドあたりのピークおよび平均ワット数が大幅に増加

しました。 2 回目の耐久テストの結果はより劇的でした。 

サンプルサイズが 5 のみの場合、平均速度とピーク速度、ピーク電力と平均電力、距離とキ

ログラムあたりのピーク電力の増加に関して統計的有意性が達成されました。 

 

より大きな研究が計画されています。  

 

評価：これは、経穴に EnergyEnhancer®パッチを着用すると、実施したすべての強度、柔軟

性、持久力のテストでパフォーマンスが大幅に向上することを実証するパイロット研究で

した。この研究は、エネルギーパッチがエネルギーとパフォーマンスを改善するという主張

を裏付けています。  

 

研究レポート＃10： 

 

タリーL.柔軟性、強度、持久力の改善における LifeWave エネルギーパッチの有効性に関す

る人間の臨床研究のレポート。  

2011 年 6 月 2 日にエネルギー医学研究所から提出されました。  

 

 



 

安全性の問題： 

 

•1 人の被験者は、プラセボパッチを使用したテスト中に手首が負傷したと述べました。 

 

パッチの説明と試験手順： 

 

•テストしたツボ：-心膜 6 

 

•人間の二重盲検クロスオーバー臨床試験では、LifeWave Energy パッチの有効性を調べ、

60 人の健康な被験者の柔軟性、強度、持久力を向上させました。  

 

•被験者は、EnergyEnhancer®パッチを 1 時間着用する前後に測定されました。 •強度と耐

久性にさまざまなテストを使用して、これらのパラメーターの最も効果的なテストを決定

しました。 

実施したテストには、ストレッチとリーチ、手の強さ、力こぶカールと広背筋プルダウンの

最大重量、力こぶカールの繰り返し失敗、エルゴメーター自転車でのさまざまな結果測定

（ピークと平均パワー、平均とピーク速度、心拍数、距離、） 

 

調査で使用したパッチの有効性： 

 

•この調査の結果は、EnergyEnhancer®パッチが、実施された柔軟性、強度、耐久性のテスト

の 1 つを除くすべてのパフォーマンスを大幅に向上させることを示しています。 

被験者は、すべてのテストおよび結果測定でパフォーマンスの向上を実証し、これらのテス

トのパフォーマンスが大幅に向上しました 

 

•重量強度テスト（緯度プルダウン）など、これらのテストの一部では絶対的な変化は小さ

いように見えますが、わずか数ポンド重いウェイトを持ち上げることの重要性を考慮する

と、大きな変化です。同じ結論はストレッチと再各テストでは、重量挙げではなく距離をエ

ンドポイントとして使用します。  

 

•結果に影響を与える可能性のある要因を分析した結果、影響はありませんでした。アクテ

ィブなグループとプラセボグループ間のベースライン測定値の差がないことからわかるよ

うに、すべての被験者は適切にランダム化されました。さらに、ウォッシュアウト期間の長

さに関係なく、テストを繰り返した結果として発生する学習効果はありませんでした。 

 



報告されたエネルギーレベルの増加は、パフォーマンスの増加と相関しており、

EnergyEnhancer®パッチがエネルギーレベルを増加させていることを示しています。この研

究で観察された運動能力の増加は相当なものです。 

 

さらに、この研究では、パッチは 1 時間だけ着用されたことに注意する必要があります。通

常の使用中に発生する長いアプリケーションは、より大きな効果をもたらす可能性があり

ます。  

 

•このパイロットスタディで使用されるテストは、標準的な運動テストで使用される柔軟性、

強度、持久力の客観的尺度です。これらは学術的に信頼でき、運動パフォーマンスを向上さ

せる製品の有効性を実証するために一般的に使用される運動学テストよりも優れています。 

 

評価： 

 

この研究の結果は、EnergyEnhancer®パッチが、実施された柔軟性、強度、耐久性のテスト

のうちの 1 つを除くすべてのパフォーマンスを大幅に向上させたことを示しています。 

および平均速度、キログラムあたりの最大および平均ワット、距離およびカロリー）。被験

者の多くは、すべてのテストおよび結果測定でパフォーマンスの向上を実証し、これらのテ

ストのパフォーマンスが大幅に向上しました。 

 

この二重盲検クロスオーバー臨床試験では、EnergyEnhancer®Patches が健康なヒトの柔軟

性、強度、持久力のいくつかのテストで大幅に増加することが示されました。 

この研究で使用されるテストは、標準的な運動テストで使用される客観的な尺度であり、主

張を実証し、作用メカニズムは EnergyEnhancer®パッチがエネルギーを増加させることで

す。  

 

調査レポート＃11： 

Goodson JA、Schmidt D. LifeWave Strength Test 2003。  

 

安全性の問題： 

 

•副作用は報告されていません。 

 

パッチの説明と研究手順： 

 

•この研究では、モアハウスカレッジフットボールチームの 44 人の男性大学アスリートが、



この二重盲検プラセボ対照研究に参加し、EnergyEnhancer®パッチをテストしました。  

 

•60 分間のヘビーウェイトトレーニングワークアウトでアスリートが疲労した後にベース

ラインと比較データの両方が収集されるように、研究が実施されました。 

さらに、重度の身体的外傷下でアスリートをテストすることも決定されました。 

アスリートは午前 4 時 30 分から、温度が 95°F を超えて維持されているウェイトトレーニ

ングルームでトレーニングとテストを行いました。 

このテストのために選択された標準化されたエクササイズは、185 ポンドまたは 225 ポン

ドのベンチプレスでした。 

ベースラインデータは月曜日に収集され、比較データは木曜日に収集されました。  

 

•二重盲検、無作為化、プラセボ対照試験を使用して、18 から 30 歳の合計 44 人の被験者

が、この 2 日間の試験研究への参加を志願しました。 

被験者のベースラインベンチプレスデータは、通常の規定のオフシーズンフットボール上

半身 60 分間のトレーニングセッション後に収集されました。 

被験者は、失敗するまで固定重量をベンチプレスするように求められました。次のセッショ

ンでは、被験者を番号付けシステムを使用して 3 つのグループに無作為に分け、参加者に

実験グループ、プラセボグループ、またはコントロールグループのメンバーとしてラベル付

けし、44 でこの 2 セッションの研究を完了しました。 

 

この研究におけるパッチの有効性： 

 

•対照群の平均強度変化率は、ベースラインテストから比較テストまでのパフォーマンスが

3.1％低下しました。 （2）プラセボ群の強度持久力の平均変化率は、パフォーマンスの増

加でした。 

ベースラインテストから比較テストまで 3.6％ （3）実験グループでの強度耐久性の平均変

化率は、ベースラインテストから比較テストへのパフォーマンスの 33.9％の増加でした。  

 

•結果は、実験グループがすべてのメンバーを平均したときに強度耐久性の改善の割合が最

も高く、改善を示したメンバーのみを平均したときに強度耐久性の改善の割合が最も高く、

パフォーマンスの低下を示した個人。 評価：収集されたデータと得られた結果に基づいて、

EnergyEnhancer®パッチは運動パフォーマンスを改善する方法であり、より具体的には個人

が正味のスタミナ/筋力の出力を増加させる手段であることが実証されました。  

研究レポート＃12：Schmidt D、Shaughnessy R.高性能大学陸上競技における筋力持久力の

改善に関連する LifeWave テクノロジーの二重盲検プラセボ対照研究。  

 



2003 年。安全性の問題： 

 

•副作用は報告されていません。 

 

パッチの説明と学習手順： 

 

•被験者はパッチを 30〜60 分間着用しました。  

 

•18〜22 歳の 25 人の男性被験者が、EnergyEnhancer®パッチをテストするこの二重盲検無

作為化プラセボ対照研究への参加を志願しました。  

 

•この研究の主な目標は、EnergyEnhancer®パッチが、個人が製品を最初に使用する際に正

味強度の耐久性を大幅に向上させる手段であるかどうかを判断することでした。被験者は、

コントロール、プラセボ、テストの 3 つのグループに分けられました。  

 

•強度持久力の正味の増加を測定するために標準化されたテストが選択されました。この場

合、すべてのアスリートによって実行された運動は 225 ポンドのフラットベンチプレスで

した。  

 

•このテストのベースラインデータは 2003 年 6 月 26 日木曜日に収集されました。比較デー

タは 2003 年 7 月 2 日水曜日に収集されました。すべての被験者は、EnergyEnhancer®パッ

チまたはプラセボパッチを着用しているかどうかについて盲検でした。このテストは、選手

にパッチを最初に適用してから 10 分以内に実施されました。 

 

•短時間のウォームアップ期間後、被験者のベースラインベンチプレスデータが収集されま

した。被験者は、失敗するまで 225 ポンドの固定重量をベンチプレスするように求められ

ました。 

次のセッションでは、参加者にテストグループ、プラセボグループ、またはコントロールグ

ループのメンバーとしてラベル付けしたナンバリングシステムを使用して、被験者をラン

ダムに 3 つのグループに分け、25 人がこの 2 セッション研究を完了しました。 

テストグループには、LifeWave テクノロジーを含む非経皮パッチが提供されました。プラ

セボグループには、水を含む非経皮パッチが提供されました。プレイヤーとは独立した収集

チームが、調査プロセスを通じてデータを収集および監視しました。 

 

 

 



この調査におけるパッチの有効性： 

 

•収集された生データから、各グループから最高および最低のスコアを削除することにより、

次のことが決定されました。 

（1）対照グループの強度持久力の平均変化率はパフォーマンスの増加でしたベースライン

テストから比較テストまでの 8.9％（平均 0.875 担当者の改善） 

 

（2）プラセボ群の強度持久力の平均変化率は、ベースラインテストから比較テストへのパ

フォーマンスの 13.8％の増加でした（平均 1.67 rep の改善）。  

 

（3）の平均変化率テストグループの強度耐久性は、ベースラインテストから比較テストへ

のパフォーマンスの 43.2％の増加でした（平均 2.6 rep の改善）。  

 

•結果は、LifeWave テクノロジーを使用したテストグループが、すべてのメンバーを平均し

た場合に強度耐久性の改善の割合が最も高く、改善を示したメンバーのみを平均した場合

に強度耐久性の改善の割合が最も高く、パフォーマンスの低下が最も少ないことを示しま

したパフォーマンスの低下を示した個人のみを平均化する場合。 

 

評価：収集されたデータと得られた結果に基づいて、LifeWave テクノロジーは運動パフォ

ーマンスを改善する方法であり、より具体的には個人が正味のスタミナ/筋力の出力を増加

させる手段であることが実証されました。  

 

調査レポート＃13：DeRock JL。鍼の触診後の生体周波数変調に対するウマの反応。  

 

Journal of the American Holistic Veterinary Medical Association（JAHVMA）2005 Oct-Dec; 

24（3）：11-14）。 

 

安全性の問題： 

 

•有害事象は報告されていません。 

 

パッチの説明と試験手順： 

 

•テストしたツボ：-膀胱 23（UB 23） 

 

•これは、EnergyEnhancer®パッチの非盲検試験でした。 



 •認可された獣医である PI による鍼治療の触診評価の後、138 頭の馬が登録された。所有

者は、不快感の兆候を示す馬を持ち込みました。 138 人のうち 7 人のサブセットにプラセ

ボパッチが与えられました。  

 

•この研究の目的は、経穴触診の使用と、馬の皮膚の特定のポイントへの EnergyEnhancer®

パッチの適用を調査することでした。目標は、EnergyEnhancer®パッチが馬の背中をリラッ

クスさせ、背中の不快感を軽減するかどうかを確認することでした。  

 

•この研究は、鍼治療の訓練を受けた免許を持つ獣医師が主導しました。獣医は彼女の技術

を応用して、動物を動 pit させ、常に痛みの原因を診断しました。 

この手法は、協会または「バックシュー」ポイントおよびアラームまたは「フロントシュー」

ポイントと呼ばれる中国の手法に基づいています。 

鍼 modulation 変調スケールを使用して、感度のスコアを割り当てる不快感のレベルの前後

を測定しました。 

 

この研究におけるパッチの有効性： 

 

•腰痛のある 138 頭の馬のうち 135 頭は、5 分間のパッチ配置後に腰痛の解消を示した。 

最初に反応しなかった 2 頭の馬は、パッチの位置が逆転した後、背中の痛みの解消を最初

に示した。 1 頭の馬は反応しなかった。  

 

•腰痛が重くなるほど、効果は劇的になりました。最初にプラセボパッチを受け取った 7 頭

の馬は、配置後に再評価しても感度スコアに変化は見られませんでした。  

 

•治験責任医師が盲検化されたプラセボパッチを配置した後、知覚された改善の欠如は、お

そらく、EnergyEnhancer®パッチに対する知覚された治療反応の正当性を確認します。 

 

評価：結論として、EnergyEnhancer®パッチは、この論文で概説されたテクニックに従って

配置された場合、鍼治療の触診によって評価されるように、一貫して馬の背中の痛みを軽減

しました。  

 

研究レポート＃14：McGill R. Electro Meridian Analysis System®（EMAS）を使用した

LifeWave パッチの長期効果の調査研究。 

ネバダ州ラスベガスで開催された LifeWave コンベンションで発表されました。  

 

 



2005 年 9 月。安全性の問題： 

 

•副作用は報告されていません。 

 

パッチの説明と研究手順： 

 

•この 7 人のパイロット研究の目的は、経絡のエネルギーを変更または調整し、その変化を

測定する EnergyEnhancer®パッチの能力をテストすることでした。  

 

•EMAS システムを使用してエネルギーの変化を測定し、測定値をテストしました。二次主

観的尺度は被験者ごとに記録されました。 

•7 週間の研究では、クロスオーバーデザインを使用しました。最初に、被験者はプラセボ

または EnergyEnhancer®パッチのいずれかにランダムに割り当てられ、次に 2 番目の治療

を行う前に 1 週間のウォッシュアウト期間が割り当てられました。  

 

•一緒に使用するツボ（陰と陽）： 

 

o トリプルバーナー5 o 腎臓 4•パッチは週 3 日着用しました。 

この研究におけるパッチの有効性： 

 

•自己評価されたエネルギーレベルは、盲検化されたパッチの割り当てと正しく相関してい

ました。 

•1 人の被験者は、プラセボからアクティブへのエネルギーレベルの変化はないと報告しま

した。  

 

•4 人の被験者は、自己および EMAS によって記録されたエネルギーが増加しました。  

 

•2 人の被験者のエネルギーが減少しました（3％および 13％）。  

 

評価：この初期のパイロット研究では、EnergyEnhancer®を使用すると経絡でエネルギーレ

ベルが増加し、プラセボを使用するとエネルギーレベルが減少する傾向が示されました。  

 

研究＃15：マレット K、シュヴァリエ G、原田 T、土屋 K.鍼治療経絡、バイオフォトン放

出、およびヒト被験者の心拍変動性に対するライフウェーブパッチの影響（二重盲検研究）。

鳩の健康同盟。  

 



2011 年 9 月。安全性の問題： 

 

•有害事象は報告されていません。パッチの説明と研究手順： 

 

•使用するツボ：-腎臓 1 

 

•15 人の男性被験者を無作為化して、プラセボまたは EnergyEnhancer®パッチのいずれかを

受け取りました。放出、心拍変動、鍼経絡関数。  

 

•鍼経絡システムのエネルギー状態を監視するために、連続 AMI およびスナップショット

AMI が使用されました。光電子増倍管（PMT）ヘッドを備えたフォトンカウンティングシ

ステムが、バイオフォトン検出に使用されました。 EKG と呼吸は、ProComp 5 Encoder に

よって記録されました。 

（Thought Technology Ltd）オフライン HRV 分析用。被験者の補助情報を提供するために、

RJL 体組成分析システムによって身体インピーダンスも測定されました。この研究におけ

るパッチの有効性： 

 

•両方の治療グループを比較した場合、生物光子放出データは統計的に異ならなかった。 

 

•時間領域 HRV メトリクス（SDNN、RMSSD、変動性）に統計的に非常に有意な差が見ら

れ、EnergyEnhancer®パッチが副交感神経緊張をプラセボパッチよりも明確に強化したこと

が示されました。  

 

•連続 AMI 信号の分散分析は、パッチ間で反対の増減パターンを示し、EnergyEnhancer®パ

ッチがプラセボパッチよりも Kienergy アクティビティのダイナミックレンジをより強く増

加させたことを示しました。  

 

評価：測定された生体エネルギー変数の詳細な分析から得られた結果とその意味に基づき、

プラセボパッチよりも EnergyEnhancer®パッチの適用でより機能的に望ましい変化が見つ

かったことは合理的に明らかです。 

 

調査レポート＃16：リー、ウーリー、ハルティワンガー、スティーブ。  

Bionetic-Feedback Assessment（2006）を利用した BioCoherence および Lifewave エネルギ

ー強化パッチ。ウェルネスのための NuVisions。  

 

 



安全性の問題： 

 

•有害事象は報告されていません。パッチの指示と研究手順： 

 

•エネルギーパッチは、以下の両側鍼治療部位での測定によりテストされました。-胃 36（ST 

36）-心膜 6（P 6）-肺 1（Lu 1）-腎臓 3（Kd 3） 200 人の被験者がサンプリングされ、そ

れぞれ 30 分間テストされました。  

 

•BioCoherence Analysis（BCA）は、皮膚の表面で検出されたマイクロ電圧の読み取り値を

測定することにより、身体からの固有の生体電気情報を記録および分析する、新たな複雑な

科学です。生体電気情報は、特定のユニークな帯域幅で特殊な SsEMG 機器によって分離さ

れたコアデータ内から特に意味のある情報を抽出する FFT 分析を通じて、特定のアルゴリ

ズムによって数学的に変換されます。  

 

•データサンプリング時間には、2.5 分間のテストの 90％以上が含まれ、4.5 分間のテスト時

間の 10％のみが含まれています。 

サンプリング期間の変数は、時間ベースの変調の増加のみによって変調の増加を示し、選択

した周波数帯域幅で 2.25 分あたり 3〜5 の変調が平均であったことを示しました。 

より短いテストでは、一貫した読み取り値が示され、サンプリングの最初の 2 分以内に最

高の振幅が現れ、4.5 分以内に再び現れることが示されました。 

これらの長波の特性は短波とは異なりますが、このホワイトペーパーでの説明では、測定さ

れた周波数は 0〜10 KHz の範囲でした。 

最高の振幅は、0.01〜5.8 の範囲を示しています。平均振幅は.00〜1.3 の範囲を示していま

す。 0〜13 の信号強度の変調範囲。 

 

コヒーレンス範囲には、一致した変調数、同様の振幅、および範囲外の周波数がないことが

含まれます。最も一貫性のある被験者では、平均値は、常に最大振幅の 50％を示しました。

十分に水分補給され、質の高い栄養を摂取しており、瞑想も行っていた被験者は、この研究

におけるパッチの BioCoherence 測定値の有効性に有意差を示しました。 

 

振幅の平均読み取り値はデータに重要な意味を持ち、すべてのテストケースで、全体の平均

振幅範囲の増加や周波数帯域幅の正規化が検出されました。  

 

これらの効果は、すべての被験者の 94％を超える全体的な BioCoherence の増加における

圧倒的な成功を示しています。  

 



評価：この研究では、変調、振幅、エネルギー分布の全体的な変化が認められました。 パ

ッチを着用したときの初期測定値と最終測定値の比較は、すべての被験者のベースライン

データを 18-33％上回る利用可能なエネルギーポテンシャルのシフトを示しました。 要約

すると、EnergyEnhancer®パッチは、バイオコヒーレンスの再正規化または増加を促進しま

した。調査レポート＃17：Connor、M.、Baldwin、A.、および Eickhoff、J. 最適な癒しの研

究。 

 

安全性の問題： 

 

•有害事象は報告されていません。 

 

パッチの指示と研究手順： 

 

•密封された FDA 登録ホメオパシーEnergyEnhancer®パッチの生理学的変化を評価するた

めに、アクティブパッチを着用した 10 人とプラセボパッチを着用した 10 人の健康な成人

20 人の二重盲検プラセボ対照試験パイロット研究。  

 

•被験者は同意された後、ホルモン検査のために最初のベースライン唾液サンプルが収集さ

れました。その後の 24 時間でさらに 3 つの唾液サンプルが提供されました。  

2 日目、被験者は午前 8 時に最初のレーザードップラースキャンのために実験室に入り、両

手 の 指 先 （ 人 差 し 指 、 中 指 、 薬 指 ） の ベ ー ス ラ イ ン 血 液 灌 流 を 評 価 し ま し た 。 

EnergyEnhancer®パッチが適用されました（右手首のポイント TB5 への白いパッチ、手首

の手のひら側の折り目から 3-4 指幅、および左手首の P6 への日焼けパッチ）。 

次に、パッチ適用の直後と 10 分後にスキャンが行われました。被験者は終日パッチを残し、

正午と午後 4 時に更なるスキャンのために研究室に戻るように求められ、その後パッチは

削除されました。 

翌日、新しいパッチを使用して被験者に同じプロセスを繰り返し、唾液サンプルの 2 番目

のセットを収集しました。  

 

•Marlowe-Crowne Social Desirability スケールは、社会的反応がプラセボ効果をサポートす

る傾向を示したかどうかを判断するために管理されました。 

グローバルモードスケールとハッスルスケールおよびアップリフトスケールを管理して、

パッチの適用によって気分に大きな変化があったかどうかを判断しました。  

Tellegen Absorption Scale は、被験者が自己催眠の可能性を示す高レベルの吸収を引き起こ

しているかどうかを判定するために投与されました。エネルギーの eVAS は、被験者のエネ

ルギーレベルに対する認識に変化があったかどうかを判断するために管理されました。 



この研究におけるパッチの有効性： 

 

•ベースライン評価中、グループ間でコルチゾールレベルの統計的に有意な差は検出されま

せんでした。正午（2.39±0.17 ng / mL 対 2.15±0.27 ng / mL、p = 0.036）および午後 4 時

（2.02 +/- 0.24 ng / mL 対 1.67+）に比べ、有意に高いコルチゾールレベルがプラセボ群と

比較して高かった/-0.31 ng / mL、p = 0.0156）。  

 

•DHEA レベルは、実薬群と比較した場合、プラセボ群のベースライン午前 8 時と午後 8 時

に有意に低かった。午後 8 時 p = 0.032 および深夜 p = 0.0464 のアクティブグループとプ

ラセボグループ間で、DHEA レベルの治療日に対するベースラインの DHEA レベルの変化

に有意差が観察されました。プラセボ群の DHEA は影響を受けませんでしたが、アクティ

ブグループの DHEA は治療日に減少しました。EnergyEnhancer®臨床研究 22 ページ  

 

•エストラジオール、プロゲステロン、またはテストステロンのグループ間で、ベースライ

ンから治療日評価までの変化について有意な差は検出されませんでした。 

 

•グループ間で検出された Marlowe-Crowne Social Desirability Scale の合計スコア、eVAS の

合計スコア、または Telegen Absorption Scale の合計スコアに有意差はありませんでした。  

 

評価：DHEA とコルチゾールのテストでは、プラセボとアクティブグループの間に有意差

が示されたため、さらなるテストが必要です。 

 

パッチの配置自体は、皮下血管の一時的な弛緩を引き起こす可能性があります。 

アクティブなパッチを配置すると、室温で健康な被験者に微小で遅延した微小血管の弛緩

が生じます。より低い温度で実行された実験では、レーザードップラー灌流イメージングで

より明確な結果が得られる場合があります。 

プ 

ラセボグループのエネルギーレベルは、1 日目と 2 日目の間に統計的に有意な減少が見られ

ましたが、アクティブグループはエネルギーレベルに対する認識を維持していました。 

さらに、アクティブなグループとプラセボグループの間で、グローバルムードスケールのポ

ジティブな影響スコアでベースラインから治療 1 日目までの変化に有意差がありました（p 

= 0.0167）。大幅な減少。 

 

 


