
ICEWAVE®（翻訳） 

 

 

調査レポート＃1：クラーク D.ライフウェイブ IceWave 赤外線調査 2006 年 8 月 29 日。 

  

安全性の問題：•副作用は報告されていません。 

パッチの説明と調査手順：•「IceWave パッチをアクティブにした 30 人の赤外線調査が完了

しました。 

赤外線データは、IceWave パッチが、正確な赤外線技術で測定された場合に、一般に（高温

の）温熱領域を冷却するための全体的な神経系反応を一貫して生成することを示していま

す。逆に、ある領域が低体温（寒い）の場合、IceWave パッチはその領域に反対の効果を及

ぼし、局所化された領域を暖めることによる影響を及ぼします。 

 

 "•使用するツボ：-クロス法を使用してパッチを配置しました（付録を参照）人体の赤外線

出力の 8〜12 ナノメートルの範囲を測定するために、コンピューター化された赤外線画像

処理カメラ（「TIP」）が使用されました。 

 

これは、身体による赤外線出力の最も一般的な範囲です。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非侵襲性の診断イメー

ジング手順この特定のイメージングは、人との温度差を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達成-100 分の 1 度。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制御します熱応答。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。これは、このアプリケ

ーションで必要な、患者に害を及ぼすことのない、人の健康の純粋な尺度です。 

 

 •キャリブレーション期間後、ベースラインの赤外線画像を収集してレビューし、高体温/

低体温領域を特定しました。 

次に、特定の温熱領域にパッチを適用し、パッチの適用から 5〜20 分後に赤外線画像測定

を再度実行しました。  

 

 

 



5 分から 20 分の期間の前後にパッチサイトでコンピューターによる熱測定を実行し、熱差

を記録しました。 

この研究におけるパッチの有効性：•「赤外線イメージングは、LifeWave IceWave パッチが

体に温度調節効果を提供し、体の異常領域を正常化することで神経系が反応することを明

確に示しています。 

 

私の研究で IceWave パッチで見られた症状の変化には、痛みの緩和、可動域の改善、硬直

した関節の変化、エネルギー改善の報告などが含まれます。  

IceWave パッチを体の特定された温熱領域に配置し、5〜20 分後の即時反応を測定します。 

 

パッチを配置した後の身体の反応 

 

赤外線画像で測定される温熱領域では、局所的および適用部位から遠位の両方で皮膚温度

の測定値に対する冷却反応が証明されました。 

「•」30 人すべての被験者で熱変化が見られました。  

パッチ前の平均熱温度は 31.94°Cです。  

パッチ後の平均熱温度は 30.85°Cです。  

平均デルタ Tは 1.09°Cです。  

最小のデルタ T は 0.15°Cです。 

 最大のデルタ Tは 8.20°Cです。  

スチューデントの t 検定を使用して、0.008 の p値が取得されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



この研究での.008 の p（確率）値は<0.05 であるため、IceWaveパッチを使用した場合の温

度変化は統計的に有意であることを示しています。 "•臨床試験の熱画像の例を以下に示し

ます。 図 2。 

 

 
図 2：（上）LifeWave 鎮痛デバイスが参加者に適用される前に撮影された赤外線画像。 （下）

LifeWave デバイスを適用してから 5 分後に撮影した赤外線画像。 LifeWave が熱い炎症領

域（赤色）を冷却（緑色）したことがわかります。 

  

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の適用部

位の遠位の両方の熱変化によって示されるように起こることを示した。 2006 年 8 月 29日

に実施された IceWave®赤外線研究では、痛みの緩和、可動域の改善、硬い関節の変化、エ

ネルギーの改善も行われたことが示されました。 この研究はまた、温度と炎症の減少が 520

分以内に顕著であることを示し、急速な痛みの緩和を実証しました。 

 

 

 



研究レポート＃2：DeRock JL、クラーク D、ナゼラン H.赤外線サーマルイメージングは、

馬の筋骨格系の痛みの軽減における IceWave パッチの有効性を定量化します。  

Journal of the American Holistic Veterinary Medical Association（Vol。30、No. 1、2011）

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。  

 

パッチの説明と調査手順： 

 

痛みの研究は、筋骨格痛を経験している馬に焦点を合わせました。慢性筋骨格痛は、慢性腰

痛、非炎症性関節炎（変形性関節症など）、炎症性関節炎（関節リウマチなど）、線維筋痛症、

筋顔面痛症候群などのカテゴリーで構成されます。  

 

•合計 38 頭のウマが免許を持つ獣医師によって評価され、鍼と赤外線画像の組み合わせを

使用して診断されました。  

Icewave®パッチは、鍼治療の触診と赤外線画像で測定された痛みの領域に配置され、24 時

間着用された後、再評価されました。 

治療の有効性は、正常な活動の容易さ、炎症の触診源、赤外線画像など、いくつかの要因に

基づいていました。 

 

この研究におけるパッチの有効性：•「赤外線サーマルイメージングデータの統計分析によ

り、100％の統計力ですべての馬の患部（痛みを伴う）領域で IceWave パッチを着用してい

るため、非常に有意な（p <0.0001）効果が明らかになりました。 」  

 

•「1〜10 ポイントの痛み尺度に基づいて獣医が評価した鍼治療の触診データの統計分析で

も、IceWave パッチを患部（痛い）に装着することによる痛みレベルの非常に有意な（p 

<0.0001）低下が明らかになりました統計力が 100％のすべての馬この結果は、痛みの評価

の主観的な尺度として獣医が臨床診療で使用した経験的な鍼触診法と客観的な尺度として

の赤外線熱画像データとの間に優れた全体的な一致があることをさらに確認しましたこれ

らの調査結果に基づいて、データは、IceWaveパッチが馬の痛みの影響を受ける領域で非常

に有意な冷却効果（痛みの軽減）を生成することを明確に明らかにしています。 

 

.IceWave パッチは灌流の増加により温暖化効果を発揮することも観察されました異常循環

の影響を受ける低体温（寒冷）地域。」 •「LifeWave パッチは、年齢や品種の異なる馬の痛

みの影響を受ける地域で非常に大きな冷却効果を生み出しました。 

 



ほとんどの馬の所有者からの肯定的なフィードバックに非常に満足しています。非常に前

向きな変化と態度の改善。ほとんどすべての飼い主は、馬は穏やかで翌日は幸せそうだと述

べました。IceWave テクノロジーは、馬の日常の痛み、苦痛、苦痛を支援する上で非常に深

い効果をもたらすことを約束します。 

 

フリーの痛みの管理も多くの場合パフォーマンスを改善し、非常に高齢の馬に大きなエネ

ルギーと痛みを伴う状態からの解放を与えるようです。」 

評価：この馬の研究は、赤外線熱画像と呼ばれる客観的なテストによって炎症の減少を確認

した 38頭の馬の背中の痛みの減少を示しました。赤外線サーマルイメージングは、医療用

赤外線サーマルイメージングとしても文献で知られていますが、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非侵襲的な診

断イメージング手順です。 

 

表面の皮膚を介した熱放散は主に赤外線の形であるため、赤外線サーマルイメージングは

体温調節の生理学と痛みに関連する熱機能障害を研究するための効果的な方法を提供しま

す（Hobbins、1984; Herry and Frize、2004）。 

 

調査レポート＃3：Nazeran H、Haltiwanger E.「ナノスケールウェアラブルデバイスは、神

経筋痛の定性的および定量的手段を削減します。」International Journal of Medical Implants

＆Devices（Vol 5. Number 2、2011）に掲載。 

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： 

 

•痛みを伴う 26〜72歳の合計 30人の被験者が、この非盲検クロスオーバーデザイン研究に

参加しました。  

 

•被験者は、関節炎、腰、首、肩、坐骨神経痛、スポーツ関連、自動車事故関連、肩甲骨、

膝の痛みなどのさまざまな痛みを呈し、背中の痛みが最も一般的な症状でした。 

 

•クロスメソッド（付録を参照）を使用してパッチを適用しました。  

 

•Electro-Acuscope は、IceWave®パッチを着用する前後の痛みの「強度」を監視するために

使用されました。 

微小電流、低電圧レベル、損傷を受けた組織へのエネルギーのコンピューター制御フィード

バック制御送達を使用する Electro-Acuscope を使用して、2 つの電極間の神経伝導をモニ



ターしました。このデバイスは、パッチを皮膚に適用する前後に 0 から 100 の数値スケー

ルでコンダクタンスメーターで疼痛レベルの定量的測定を提供しました。  

 

•Visual Analog Scale（VAS）ツールを使用して、IceWave®パッチの適用前および適用後の

痛みの重症度の認識を評価しました。テスト対象の仮説は、「事前に指定された経穴に適用

された IceWave パッチは、痛みの定量的および定性的測定（強度と知覚）を低減します。」 

 

•この研究では、患者は、痛みや不快感の強い領域を指摘しました。 

次に、2つの Acuscope電極（プローブ）を約 2〜4インチ離れた痛み領域に配置して、2点

間の事前テストの導電率測定値を取得しました。  

 

•IceWave®パッチは、メーカーの小冊子から入手できる指示に基づいて着用されました（付

録を参照）。パッチの配置に続いて、2回目の適用後の導電率測定値が得られました。  

 

•全体として、各患者は 2〜5秒以内に IceWave®パッチを適用した後、組織の導電率が変化

しました。平均して、導電率の測定値は 20〜30 ポイント変化し、2〜5 分以内に大幅な主観

的変化が生じます。  

 

•Electro-Acuscope の測定値を比較するために統計分析を実施し、IceWave®パッチの適用前

と適用後の VAS を使用して痛みの重症度の定性的評価を評価しました。 

 

この研究でのパッチの有効性： 

 

•結果は、ElectroAcuscope の測定値と、IceWaveパッチの適用後の VASマーキングの伝導

に、これらのパッチの適用前の対応する値と比較して非常に有意な変化があることを示し

ました。 

 

これは単に、IceWave®パッチの適用が 30人の被験者に痛みの強度と重症度の知覚を軽減す

るという非常に重要な（p <0.001）効果をもたらしたことを意味します。  

 

•VAS ツールによって評価された平均主観的効果サイズは、Electro-Acuscope によって測定

された平均効果サイズよりも顕著だったことは注目に値します。 

効果の大きさを考慮した統計的検出力（痛みの軽減率、サンプル数、有意水準） 

 

Electro-Acuscopeデータは少なくとも 90％でしたが、VAS マーキングの統計的検出力は少

なくとも 99％でした。 



 

 •要約すると、この研究の全体的なデータは、IceWave®パッチを事前に指定された経穴に

適用すると、平均統計力がatで、痛みの定量的および定性的尺度が非常に有意に（p <0.001）

減少することを実証しました少なくとも 94％したがって、「IceWave パッチは痛みの定量的

および定性的尺度（強度と知覚）を低下させる」という仮説は真であると認められました。 

  

評価：この研究は、関節炎、腰、首、肩、坐骨神経痛、スポーツ関連、自動車事故関連、肩

甲骨、膝の痛みなど、さまざまな痛みの状態における IceWave®パッチの有効性を示しまし

た。 

  

調査報告書 4：ミラーTF、ホレンバック AE。膝痛を和らげるパッチの二重盲検、プラセボ

対照臨床効果評価。 Essex Testing Clinic、Inc. 2010 年 3月 15 日。 

 

安全性の問題：•有害事象は報告されていません。パッチの説明と研究手順： 

 

•この研究では、35〜75歳の 62 人の被験者が 2 日間のパッチ使用で二重盲検プラセボ対照

研究で IceWave®パッチを使用しました。 

参加者の半分はアクティブなテストパッチを使用し、残りの半分はプラセボパッチを使用

しました。  

•テストしたツボ：A.膀胱 53（UB 53）B.腎臓 10（子供 10） 

•包含/除外基準を満たす十分な数の被験者が登録されたため、約 60 人の被験者が試験手順

を完了しました。 （アクティブセル（パッチ X）の 30 人の被験者、プラセボセル（パッチ

Y）の 30 人の被験者。 

•登録された個人は、10点スケール（0 =痛みなし; 9 =片方の膝に激しい痛み。 

 

この研究におけるパッチの有効性： 

 

•62 人の被験者（テスト記事：IceWave®X を使用する 31 人の被験者とテスト記事：

IceWave®Y を使用する 31 人の被験者）自己認識された関節炎の膝の痛みは、使用の 2日間

で大幅に改善されました（使用の最初の日に p <0.001 ;使用 2 日目で p <0.05） 

•プラセボパッチを使用 

•研究の過程で、IceWave®パッチは、全体的な疼痛レベルの低下を報告する被験者の割合が

高くなり、統計的に有意な差が見られました。使用 2 日目のテスト記事の間 IceWave®パッ

チを使用すると、プラセボパッチよりも痛みのレベルが大幅に低下します。 

  

評価：この研究では、膝の痛みを軽減する点で、IceWave®パッチの効果がプラセボよりも



大きいことが示されました。 

  

  

調査レポート＃5：ブランディマルテ B、ミカレッリ A、アレッサンドリーニ M、ラベラ L、

ピエトロパオリ G. NM4 ゲージによるライフウェーブ科学的研究 

 

 

安全性の問題：•有害事象は報告されていません。パッチの説明と研究手順：•この非盲検研

究では、117 人の男性と女性が IceWave®パッチでテストされました。 •NM4 デバイスは、

IceWave®パッチの適用前と適用直後の両方で、非侵襲的な方法で神経筋電位の客観的な測

定値を収集するために使用されました。  

 

NM4 は、神経筋の電位を測定するためのデバイスです。 2 つの測定と 1 つの参照電極によ

り、ノイズと外部干渉を排除できるデュアル入力の 4 つの測定チャンネルがあります。  

 

•筋電図（EMG）は、筋肉の電気的活動の記録です。表面 EMG は、針電極の代わりに記録

に表面電極を使用するため、非侵襲的な検出技術です。  

 

•この科学的研究の目的は、主観的な（患者）データだけでなく、さまざまな程度の痛み、

炎症、拘縮、および筋緊張下で科学的に証明されたデータと値で LifeWave痛みパッチの有

効性と効果を実証することでした NM4 と呼ばれる新世代の筋肉電位測定装置の使用によ

り提供されるより客観的な知見。  

 

•使用されたツボ：-IceWave®パッチは、クロック方法を使用して適用されました（付録を参

照）。 

 

この研究でのパッチの有効性： 

 

•痛みの制御に IceWave®パッチを使用すると、筋肉の収縮と緊張、および関連する痛みの緩

和に非常に重要でほぼ即時の効果があることが実証されています。  

 

•すべてのマイクロボルト測定では、さまざまな問題の解決により、関節の可動範囲と、可

動範囲が正常に戻ったさまざまな動作の大幅な改善が示されました。  

 

•結論として、実装された機器の方法論は、収集された結果が重要な科学的証拠を提供した

痛みの急性期の両方でLifeWaveパッチの適用の有効性を確認する客観的データを得るのに



有用でした患者が感じる痛みの緩和がNM4 デバイスで得られた結果に比例する慢性期。 

  

評価：この研究は、痛み、炎症、拘縮、および筋肉の緊張を有する被験者における IceWave®

パッチの有効性を示しました。可動域の改善とほぼ即時の効果が認められました。首の痛み

（頸部）、背中の痛み（腰椎）、肩の痛み、膝の痛み、足の痛み、つま先の痛み、目の痛みの

ある被験者で改善が認められました。 

  

調査レポート＃6：ストリーターT、ニルカンス B、ダンデカーS、他 LifeWave 調査研究。

世界平和センター、MIT カレッジ、プネ、インド-2009 年 9 月〜12 月。バイオフィールド

科学センター。 

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： 

 

IceWave®実験グループの 50 人、グルタチオンパッチ実験グループの 50 人、プラセボ対照

グループの 20 人の計 120 人がこの二重盲検プラセボ対照研究に参加しました。  

 

 

•使用されたツボ：IceWave®グループに無作為化された被験者は、LifeWaveの配布資料「パ

ッチの説明」（付録に示されているように） 

 

•グルタチオングループに無作為化された参加者は、右心の手首にある特定の刺鍼点に心膜

6（P6-付録を参照）にパッチを配置するように求められました。 24 時間後に同じスキャン

を繰り返しました。  

 

•この研究の目的は、鎮痛剤としての IceWave®パッチの有効性を検証し、ヒトのバイオフィ

ールドの変化を観察することにより、鎮痛剤および抗酸化剤としてのグルタチオンパッチ

の有効性を調査することでした。  

LifeWave パッチを使用する前と後に使用したデバイスは、ポリコントラスト干渉写真

（PIP）、ガス放電可視化（GDV）、および電子間質スキャン（EIS）です。  

 

•ポリコントラスト干渉写真（PIP）スキャンは、色のスペクトルを使用して被写体のバイオ

フィールドを示し、光強度の変化に基づいて体全体の正および負のエネルギーを表します。

低/負のエネルギー領域は赤またはオレンジ色で表され、高/正のエネルギー領域は緑、ピン

ク、または紫の色で表されます。  

PIP スキャンは、IceWave®またはグルタチオンパッチを被験者に配置する必要がある、赤

くて負のエネルギーの混雑した領域を識別するのに役立ちました。  

 



•ガス放電可視化（GDV）は、痛み、炎症、または病気の領域を示す指先（Su Jok 鍼治療シ

ステム）の鍼治療ポイントからの生体光（光）放出に基づいてエネルギーリークを照らしま

す。 

健康的でポジティブな状態は活気に満ちた対称的なものとして示され、ネガティブなエネ

ルギー状態は鈍く非対称なものとして見られます。  

GDV スキャンは、体のエネルギーリークの位置を評価し、ライフウェーブパッチの配置を

決定するのに役立ちます。  

 

•Electro-Interstitial Scan（EIS）は、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す。 

これは、生理学的パラメータを測定し、89％の再現性のある精度で詳細なレポートを生成す

る、効率的で非侵襲的な医療機器です。  

EIS は、細胞間の間質液の伝導率を測定します。そのバイオインピーダンス技術は ECGお

よび EEG に似ていますが、EIS は脳または心臓のみに情報を提供するのではなく、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ーを

記述します。 

 

この研究でのパッチの有効性： 

 

•IceWave®実験グループのほぼ 90％の被験者が、IceWave®パッチを使用した後に肯定的な

変化を示しました。手、中背、腰、首の筋肉に最大の変化が見られ、太陽と海軍のチャクラ

に関してバイオフィールドの有意な正の変化が見られました。  

 

•グルタチオンパッチ実験グループの被験者の約 80％は、グルタチオンパッチを 12 時間装

着した後、3 回のエネルギースキャンで正の変化を示しました。対照群の結果は、被験者の

80％が改善を示さなかったことです。  

 

•対照群では変化が観察されなかったため。両方の実験グループで顕著な正の変化が見られ

ました。IceWave®パッチとグルタチオンパッチの両方が有益なエネルギー効果を生み出す

と結論付けることができます。 

 

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： 

 



•この非盲検研究では、117 人の男性と女性が IceWave®パッチでテストされました。  

 

•NM4 デバイスは、IceWave®パッチの適用前と適用直後の両方で、非侵襲的な方法で神経

筋電位の客観的な測定値を収集するために使用されました。 NM4 は、神経筋の電位を測定

するためのデバイスです。 2 つの測定と 1 つの参照電極により、ノイズと外部干渉を排除

できるデュアル入力の 4 つの測定チャンネルがあります。  

 

•筋電図（EMG）は、筋肉の電気的活動の記録です。表面 EMG は、針電極の代わりに記録

に表面電極を使用するため、非侵襲的な検出技術です。  

 

•この科学的研究の目的は、主観的な（患者）データだけでなく、さまざまな程度の痛み、

炎症、拘縮、および筋緊張下で科学的に証明されたデータと値で LifeWave痛みパッチの有

効性と効果を実証することでした NM4 と呼ばれる新世代の筋肉電位測定装置の使用によ

り提供されるより客観的な知見。  

 

•使用されたツボ：-IceWave®パッチは、クロック方法を使用して適用されました（付録を参

照）。 

この研究でのパッチの有効性： 

 

•痛みの制御に IceWave®パッチを使用すると、筋肉の収縮と緊張、および関連する痛みの緩

和に非常に重要でほぼ即時の効果があることが実証されています。  

 

•すべてのマイクロボルト測定では、さまざまな問題の解決により、関節の可動範囲と、可

動範囲が正常に戻ったさまざまな動作の大幅な改善が示されました。  

 

•結論として、実装された機器の方法論は、収集された結果が重要な科学的証拠を提供した

痛みの急性期の両方でLifeWaveパッチの適用の有効性を確認する客観的データを得るのに

有用でした患者が感じる痛みの緩和がNM4 デバイスで得られた結果に比例する慢性期。 

  

評価：この研究は、痛み、炎症、拘縮、および筋肉の緊張を有する被験者における IceWave®

パッチの有効性を示しました。可動域の改善とほぼ即時の効果が認められました。 

首の痛み（頸部）、背中の痛み（腰椎）、肩の痛み、膝の痛み、足の痛み、つま先の痛み、目

の痛みのある被験者で改善が認められました。 

  

調査レポート＃6：ストリーターT、ニルカンス B、ダンデカーS、他 LifeWave 調査研究。

世界平和センター、MIT カレッジ、プネ、インド-2009 年 9 月〜12 月。バイオフィールド



科学センター。 

 

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： 

 

IceWave®実験グループの 50 人、グルタチオンパッチ実験グループの 50 人、プラセボ対照

グループの 20 人の計 120 人がこの二重盲検プラセボ対照研究に参加しました。  

 

•使用されたツボ：IceWave®グループに無作為化された被験者は、LifeWaveの配布資料「パ

ッチの説明」（付録に示されているように） 12時間 

 

•グルタチオングループに無作為化された参加者は、右心の手首にある特定の刺鍼点に心膜

6（P6-付録を参照）にパッチを配置するように求められました。  

 

24時間後に同じスキャンを繰り返しました。  

 

•この研究の目的は、鎮痛剤としての IceWave®パッチの有効性を検証し、ヒトのバイオフィ

ールドの変化を観察することにより、鎮痛剤および抗酸化剤としてのグルタチオンパッチ

の有効性を調査することでした。 LifeWave パッチを使用する前と後に使用したデバイス

は、ポリコントラスト干渉写真（PIP）、ガス放電可視化（GDV）、および電子間質スキャン

（EIS）です。  

 

•ポリコントラスト干渉写真（PIP）スキャンは、色のスペクトルを使用して被写体のバイオ

フィールドを示し、光強度の変化に基づいて体全体の正および負のエネルギーを表します。

低/負のエネルギー領域は赤またはオレンジ色で表され、高/正のエネルギー領域は緑、ピン

ク、または紫の色で表されます。 PIP スキャンは、IceWave®またはグルタチオンパッチを

被験者に配置する必要がある、赤くて負のエネルギーの混雑した領域を識別するのに役立

ちました。  

 

•ガス放電可視化（GDV）は、痛み、炎症、または病気の領域を示す指先（Su Jok 鍼治療シ

ステム）の鍼治療ポイントからの生体光（光）放出に基づいてエネルギーリークを照らしま

す。健康的でポジティブな状態は活気に満ちた対称的なものとして示され、ネガティブなエ

ネルギー状態は鈍く非対称なものとして見られます。 GDV スキャンは、体のエネルギー

リークの位置を評価し、ライフウェーブパッチの配置を決定するのに役立ちます。  

 

•Electro-Interstitial Scan（EIS）は、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す。これは、生理学的パラメータを測定し、89％の再現性のあ



る精度で詳細なレポートを生成する、効率的で非侵襲的な医療機器です。 EIS は、細胞間

の間質液の伝導率を測定します。そのバイオインピーダンス技術は ECG および EEG に似

ていますが、EIS は脳または心臓のみに情報を提供するのではなく、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ーを記述します。 

 

この研究でのパッチの有効性： 

 

•IceWave®実験グループのほぼ 90％の被験者が、IceWave®パッチを使用した後に肯定的な

変化を示しました。手、中背、腰、首の筋肉に最大の変化が見られ、太陽と海軍のチャクラ

に関してバイオフィールドの有意な正の変化が見られました。  

 

•グルタチオンパッチ実験グループの被験者の約 80％は、グルタチオンパッチを 12 時間装

着した後、3 回のエネルギースキャンで正の変化を示しました。対照群の結果は、被験者の

80％が改善を示さなかったことです。  

 

•対照群では変化が観察されなかったため。両方の実験グループで顕著な正の変化が見られ

ました。IceWave®パッチとグルタチオンパッチの両方が有益なエネルギー効果を生み出す

と結論付けることができます。 

 

 

評価：この研究では、ほぼ 90％の被験者で IceWave®パッチの有効性が示されました。最大

の変化は、手の筋肉、腰、腰、首に見られました。これらは、他の研究の被験者が痛みの緩

和を経験した場所と同じです。これらの客観的機器の使用は、IceWaveパッチを着用したと

きに生理学的変化が測定されていることを示しています。 

  

  

調査レポート＃7：Toneguzzi D、Carlovich S、Gini G. BIO-EXPLORER TECNOLOGY を

使用したライフウェーブパッチの生化学的効果の調査研究。イタリア、2010 年。 

  

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： 

 

•これは、33 から 70 歳の 10 人の研究で、慢性腰痛を患っており、12 週間以上監視されて

いました。最初の 8 週間は、1 日 24 時間 IceWaveパッチを適用します。  

 



•IceWave®パッチは、クロック方式を使用して適用されました（付録を参照）。夜、足の裏の

ツボである腎臓 1に着用しました。  

 

•Bioexplorer メソッドは、Biophysics Research-Rome によって開発された非侵襲的検出技術

です。 Bioexplorer メソッドは、パッチ適用前後の脳脊髄領域と人体の内部器官の両方で発

生するアクティブな生化学プロセスの機器による非侵襲的評価を提供するために考案され

ました。 

 

この試験でのパッチの有効性： 

 

•「このパイロット試験で得られた結果は、他の以前の試験で得られた痛みの個人的認識と

しての LifeWave IceWave 製品の有効性を確認し、生化学的観点からの特定の変更を強調し

ています。 

一般的に関与する分子慢性炎症プロセスでは、COX-2、PGE-2、PGF2、IL-1、および乳酸

の有意な減少が検証されました。  

IceWave パッチの臨床効果は、この製品によって誘発される実際の生体液性の変化から生

じることを示唆しており、炎症生化学プロセスに対する IceWave の特定の作用を強調して

います。」  

 

•削減は最初の 3〜4 週間以内に行われ、最後の 4 週間パッチが削除された後でも、12 週間

にわたって維持されました。  

 

•このパイロット研究では、IceWave®パッチの臨床効果は、この製品によって引き起こされ

る実際の生体液性変化から生じることを示唆し、炎症生化学プロセスに対する IceWave®の

特定の作用を強調しています。 

評価：この研究は、慢性腰痛に対する IceWave®パッチの有効性を示し、抗炎症反応を実証

しました。 

研究レポート＃8：Dharia R、PivenE.IceWave®有機ナノスケールパッチの筋骨格痛の軽減

に対する効果。パームビーチ内科、2010 年。 

安全性の問題： 

 

3 名の被験者が脱落した。 

 

1 つは無応答用。 

•麻薬からの離脱効果用。  

•頭痛用で、解毒効果が認められています。 



すべてのイベントは 24 時間以内に解決しました。 

 

パッチの説明と調査手順： 

 

•筋骨格痛に苦しむ 40 人の被験者を対象としたオープンラベルの多施設試験。  

•最初のパッチの配置は、痛みの原因によって決定され、クロック方式が使用されました。 

•被験者は、パッチを配置する前にユニバーサルペインスケールを使用して痛みを評価し、

1 時間後と 3時間後に再び痛みを評価しました。  

•被験者はパッチを 5日間 24時間着用し、1時間後の 2〜5日目に毎日痛みを評価しました。 

調査中のパッチの有効性： 

•ベースラインでは、疼痛スコアは 4〜10の範囲で、平均は 6.08、中央値は 6.0 です。平均

スコアは、1日目、1時間目で 3.03 に減少しました。 

•その後のすべての時点で、平均値は 1.40 から 2.15 の範囲でした。 •少なくとも 2 ポイン

ト改善した被験者の割合は 90％〜95％で、85％または 34 人が 5 日目 1 時間までに 4 ポイ

ント以上の削減を達成しました。 

•1 日目までに、被験者の 100％塗布後 1 時間で痛みが緩和されます。 5日目までに、77.5％

が塗布後 1 時間で 4レベル以上の痛みの軽減を経験し、平均痛みスコアは 1.4 でした。これ

は、ほぼ全員が痛みがないことを示唆しています。 

 

評価：この研究は、IceWave パッチを使用すると、被験者の痛みの知覚が塗布後 1 時間で低

下することを明確に示しました。 


