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調査報告書 1：ナゼラン H、ブレイク-グリーンバーグ S。「ナノスケールカルノシンパッチ

は臓器機能を改善します。」 

 

医療および生物工学の国際会議で発表されたシリーズ（2010 年）。で：K.E.西部のヘロルド

Bentley、および J. Vossoughi（編）：SBEC 2010、IFMBE Proceedings 32、pp。138– 141、

2010。 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： 

 

•このパイロット研究の 20 人の健康な被験者をテストして、2 週間で臓器の生理学的機能状

態を改善するための LifeWave カルノシンパッチの有効性を判断しました。  

 

•LifeWave カルノシンパッチは、隔週（火曜日、木曜日、土曜日）に 2 週間にわたって毎日

12 時間着用されました。 

 

•テストしたツボ：A.受胎血管 6（CV6）B.受胎血管 17（CV17） 

 

•電気生理学的スキャニング（EIS）システムを使用して、20 人のボランティアから細胞生

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取得しました（ 7 人の男

性と 13 人の女性、19-83 歳）。 

すべての被験者が自分のコントロールとして機能しました。  

 

•細胞の生理学的機能は、10 の臓器（1.膵臓、2。肝臓、3。左腎臓、4。右腎臓、5。腸、6。

左副腎、7。右副腎、8。視床下部、9）で評価されました。 

カルノシンパッチを 2 週間着用している間、下垂体と 10。  

 

•カルノシンパッチの適用前の研究期間の開始時に、すべての被験者から細胞の生理学的機

能のベースラインデータを取得し、毎週繰り返しました。 

 

この研究でのパッチの有効性： 

 

•この研究の全体的なデータは、LifeWave カルノシンパッチが 2 週間にわたって毎日 12 時

間（週 3 日：火曜日、木曜日、土曜日）着用していることが非常に重要であることを示しま

した。 （p <0.01）膵臓、肝臓、右腎臓、左右の副腎、視床下部、下垂体、甲状腺の生理学



的機能状態の改善。平均統計力は少なくとも 95％。  

 

評価：この研究は、Y 年齢カルノシンパッチによる経穴（CV6 および CV17）の刺激が、電

気間質スキャン（EIS）システムによって測定される 8 つの臓器の生理学的機能状態を改善

するという裏付けとなる証拠を提供します。 

 

臓器機能の改善は、アンチエイジングの主張を裏付けています。 研究レポート＃2：タリー

L.健康な人間の柔軟性、強度、持久力の改善における LifeWave カルノシンパッチの有効性

のパイロット人間臨床研究のレポート。エネルギー医学研究所。米国コロラド州ボールダー。  

 

 

2011 年 4 月。 

 

安全性の問題：•有害事象は報告されていません。 

 

パッチの説明と調査手順：•結果は、LifeWave カルノシンパッチが柔軟性テストと 12 種類

の強度と耐久性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。 

 

•病気、妊娠、薬物またはアルコールの使用歴のない 18 歳から 65 歳までの 10 人の健康な

個人（5 人の男性と 5 人の女性）が、この非盲検パイロット研究の対象でした。 

実施したテストには、ストレッチとリーチ、手の強さ、30 秒以内の最大腹筋、30 秒以内の

最大腕立て伏せ、最大上腕二頭筋カール重量、最大上腕二頭筋カールの繰り返し、およびエ

ルゴメーター自転車での結果測定（ピークおよび平均電力とワット数キログラム、平均速度、

ピーク速度、キログラムあたりの速度、距離、カロリー 

 

•テストされたツボ：A.受胎容器 6（CV 6）B.受胎容器 17（CV 17） 

この研究におけるパッチの有効性：•このパイロット研究の結果 LifeWave カルノシンパッ

チを 1 時間装着すると、実施した 5 つの柔軟性、強度、耐久性のテストでパフォーマンス

が大幅に向上することを示しています。 

 

LifeWave カルノシンパッチを 1 週間装着すると、2 つを除くすべてのテストで大幅な改善

が見られましたさらに、2 つの時点で 3 つを除くすべてのテストで有意差があり、パッチを

長時間着用すると大きな変化が生じることを示しています。 

 cts はパッチを十分に許容し、悪影響は発生しませんでした。  

 

•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。  

 

•このパイロット臨床試験では、LifeWave カルノシンパッチを使用すると、健康な人の 1 週

間の着用で柔軟性、強度、耐久性に関する 12 以上のテストが大幅に増加することがわかり

ました。  

 

•表 2 は、カルノシンパッチを 1 週間着用した後の同じ結果の測定値を示しています。示さ

れているように、左手の筋力と 30 秒以内の最大腹筋を除いて、すべての結果測定について

ベースラインから統計的に有意な改善がありました。  

 

 

 

表 2：LifeWave カルノシンパッチを 1 週間着用した後の結果測定値のベースラインからの

絶対変化 

 

（注：*は p <0.05 を示し、**は p <0.001 を示します） 



 

評価：この研究は、Y エイジカルノシンパッチによる経穴（CV6 および CV17）の刺激が、

身体の生理機能を改善して運動能力を向上させるという裏付けとなる証拠を提供します。  

 

調査レポート＃3：ブジンスキーT、ブジンスキーH、タン HY。アンチエイジングカルノシ

ンパッチのテスト：グリコシル化と酸化ストレスによる精神的衰退の軽減。 

 

安全性の問題：•4 人の参加者が研究から除外されました。  

 

B.参加者＃2 は制御された糖尿病患者であると考えられていましたが、テストの直前に重度

の高血糖イベントが発生しました。  

C.参加者＃3 は事後テストのために来ましたが、研究とは無関係の理由で非常に感情的に圧

倒されました。  

D.参加者＃4 は明らかに無理がありましたが、その理由を説明しませんでした。  

 

•糖尿病患者には高血糖反応の既往があるため、これらの問題はカルノシンパッチの着用と

は無関係であると結論付けられました。 

 

パッチの説明と研究手順：•この二重盲検ランダム化研究では、40 歳以上の 20 人の治療被

験者と 20 人の対照被験者（急性疾患により運動能力を失っていなかった）が、Y 年齢のカ

ルノシンパッチが加齢の変化を逆転させるかどうかをテストします。 

パッチを 1 週間に 5 日間着用することで、1 か月以上かけて処理します。  

 

•この研究では、脳波記録（EEG）および精神プロセスの機能のコンピューター化された標

準化テスト（MicroCog）を使用して、情報処理速度、認知機能、認知能力などの脳活動の

改善を検討しました。  

 

•次に、この研究では、心拍変動（HRV）を測定することにより、ストレスの軽減を（心拍

動に対する交感神経と副交感神経のバランスをとることにより）調べます。  

 

•テストしたツボ：A.受胎 6（CV 6）B.統治船 24.5（GV24.5） 

 

この研究でのパッチの有効性：•HRV テストでは、副交感神経を改善するためにカルノシン

パッチを使用した治療グループが大幅に変更された測定して、心拍に対するより低いスト

レスの影響を示します。  

 



•認知テストでは、カルノシンパッチを使用した治療グループが認知機能の大幅な改善を達

成しました。 Microcog のテストでは注意が改善されました。 

 

推論、記憶、処理速度、一般的な認知機能および一般的な認知能力。  

この研究では、より複雑な思考プロセスが最も効果的に改善されたことは注目に値しまし

た。  

•年齢別にサンプルは均等に分散していました。治療グループの平均年齢は 57 歳で、対照グ

ループは 61 歳でした。性別では、治療グループは男性 35.2％、女性 64.71％でした。 対照

群の平均は男性 36.8％、女性 63.1％でした。  

•治療群と対照群の Microcog の違いは、有意水準を含めて表 3 に示しています。 空間処理、

反応時間、処理精度の例外を除き、すべての違いは有意でした（p <0.05）。後者の場合、

p> .05 の有意性にほぼ達しました。 表 3：カルノシン研究レポート-治療群と対照群のマイ

クロコグの違い（治療= 17;対照= 19） 

 

 

（注：*は p 値<0.05 を示します） 評価：この研究は、Y エイジカルノシンパッチによる経

穴（CV6）の刺激が、自律神経系の副交感神経活動を増加させ、認知を改善するという生理

学的効果があるという裏付けとなる証拠を提供します。 スタディレポート＃4：タリー。 L.

血中乳酸レベルの低下における LifeWave カルノシンパッチのパイロット臨床研究。  

 

エネルギー医学研究。 2011 年 8 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：•エルゴノメーターの固定自転車で 3 マイルの道路コースを走行

しながら、血中の乳酸を増加するパワーレベルで測定することにより、乳酸閾値の低下にお

ける LifeWave カルノシンパッチの有効性を決定するためのパイロット臨床研究。 乳酸閾

値での心拍数も監視されました。 10 人の健康なアスリートが、パッチを 1 時間着用した後

にテストされました。 

 

静止自転車。3 分ごとに作業負荷を 25 ワットずつ増やし、被験者が乳酸 1 リットルあたり

4 ミリモル（しきい値）に達するまで乳酸を再テストします。被験者は、パッチを毎日 1 週

間着用した後に再テストされました。  

 

•使用した経穴：o 受胎血管 6（CV6）o 受胎血管 17（CV17）この研究におけるパッチの有

効性：•1 時間のカルノシンパッチは、1 時間のパッチ適用（有意レベル.004）および 1 週間

の期間（.0001）。  

 



•2 つの治療期間の間で LT の有意な減少もありました（p = .037）。  

•ベースラインと両治療群の間に有意な増加がありました。 LT テストで観察されたように、

パッチを長時間着用した治療グループは、より高い有意水準を達成しました（1 時間および

1 週間の治療グループでそれぞれ p = .01 および p = .005）。  

 

評価：結果は、カルノシンパッチが乳酸閾値と乳酸閾値での心拍数を大幅に低下させること

を示しています。これは、カルノシンパッチが運動パフォーマンスの持久力を改善できるこ

とを意味します。  

 

研究レポート＃5：タリーL.健康な人間の柔軟性、バランス、強さ、持久力の改善における

LifeWave Y 年齢カルノシンパッチの有効性。エネルギー医学研究所。 2012 年 1 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：•この二重盲検

プラセボ対照研究の目的は、強度、持久力、バランス、柔軟性を改善する LifeWave Y-Age 

Carnosine パッチの有効性を評価するために、標準化された学術的な運動テストを利用する

ことでした。  

 

•筋力、柔軟性、バランスを測定するテストは、ストレッチとリーチ、片足での時間バラン

スの長さ、左手と右手の筋力、上腕二頭筋の最大重量と失敗までの繰り返し、30 秒での最

大腕立て伏せ、最大で起き上がり 30 秒、エルゴメーター自転車による結果測定（キログラ

ムあたりのピークおよび平均電力とワット、キログラムあたりの平均およびピーク速度と

速度、距離とカロリー。） 

 

30 人の被験者は、1 週間とその後、カルノシンまたはプラセボグループに無作為化されま

した。 2 週間のウォッシュアウト期間、さらに 1 週間、2 番目のグループに渡りました。

テストはベースラインで、1 週間後に、4 週間後に再び行われました。この研究でのパッチ

の有効性は次のとおりです。 1 つは、すべての結果測定（p <0.001、バランス、p = 0.005、

WPKG p = 0.014）でアクティブパッチを装着したグループで観察されました。これらの増

加は、0.2 ワット/ kg（平均電力）から 29.6 ワット（ピークパワー） 

 

•si なしプラセボ群でベースラインから 1 週目までの著しい変化が観察されました（最大腕

立て伏せ、p = 0.003 を除き、マイナスの変化でした）。プラセボ群は、ベースライン時より

も平均 0.5 回腕立て伏せを行いました。陰性をもたらした他のテスト 

 

プラセボ群のベースラインからの変化は、右手の筋力とピーク WPKG（それぞれ-0.3 PSI

と-0.1 ワット/ kg であり、これらの変化は有意ではありませんでした）。 •ベースラインか



ら 1 週目までの変化の有意差は、すべての研究結果でプラセボ群と実薬群で観察されまし

た（p <0.001、バランス p <0.010）。  

 

•重量強度テストなど、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、

数ポンド重い重量を持ち上げる重要性を考慮すると、大きな変化になります。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。 

 

さらに、アクティブパッチで観察された増加には有意なレベルがあり、テストにおけるアク

ティブパッチの有効性を示しています。評価：この二重盲検クロスオーバープラセボ対照臨

床試験では、LifeWave カルノシンパッチが 1 週間着用した健康なヒトの柔軟性、バランス、

強度、持久力のいくつかのテストで有意な増加をもたらし、この効果はパッチを 3 週間着

用することでさらに強化されることが示されています。 

 

アクティブパッチのパフォーマンスの増加は、強度および耐久性テストで 14.9％から 125％、

柔軟性テストで 28.8％、バランステストで 100.2％の範囲でした。これらの変化は劇的であ

り、パッチを長期間着用すると、より大きな効果または持続的な効果が得られる可能性があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


