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Dr. アンディ のライフスタイルマネジメント医療

肌質は、睡眠の仕方で決まる！？
睡眠と美容の関係性

　ダメージを受けた肌や身体のパーツを修復するための
新しい細胞は、眠っている間に作られます。

Dr. アンディは、“ 眠っている
間にケアする ” ＝「睡眠美容」
を提唱しています。

細胞の再生やダメージ修復に効

果のある最新薬品成分を高濃度

で配合したプロダクツで、より

よい睡眠へと導きながら、あな

たを蘇らせます。

次ページで詳しく紹介します！！

Dr.	アンディは…

医者・科学者・哲学者としての知識・技術・
経験を駆使して、「迅速」、「正確」に
そして「真摯」にあなたの思い通りの
「キレイ」と「モチベーションアップ」をか
なえます。	

睡眠美容と全身美白
睡眠こそが最大の美容法！？
Dr. アンディが提唱する「睡眠美容」とは…

　肌を美しく保つには、ターンオーバーの周期を正常にし、綺麗に生
まれ変わらせる必要があるのはみなさんご存知だと思います。
しかし、このターンオーバーが夜寝ているときに行われているという
事を知っている人は少ないのではないでしょうか？

　人間は寝ている時に成長ホルモンが分泌され、この成長ホルモンの
量が少ないとターンオーバー周期が崩れ、肌のトラブルの原因となり
ます。
また、肌のターンオーバーは 22 時〜 2 時までの 4 時間に最も行われ
ると言われており、この時間帯に寝ていないと成長ホルモンが足りず、
肌がうまく再生されません。
そのため、肌のトラブルをなくし、シミやシワの無い綺麗な肌にする
ためには実は「睡眠」が一番大切とも言えます。

しかし何かと忙しい現代人は、なかなか 22 時に寝ることは難しいと
思います。
そこで Dr. アンディーズクリニックでは肌のターンオーバーを司る成
長ホルモンである、「メラトニン」を配合したプロダクツをご用意し
ています。

　本来であれば肌のためにもしっかりとした睡眠を取ることをお薦め
しますが、どうしても睡眠時間が少ない人は Dr. アンディのプロダク
ツを利用することでターンオーバー周期を正常にし、肌を綺麗に生ま
れ変わらせることができます。

良質な睡眠こそ美の基本
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質のいい睡眠と美白効果が期待できるプロダクツ

睡眠ダイエットと塗って部分痩せのできるメソセラピージェル

脂肪燃焼には「質のいい眠り」が重要。睡眠とダイエットの関係性。
　睡眠は肌だけでなく、ダイエットにも深く関連しています。
ワシントン大学の研究では、睡眠時間が 7 〜 8 時間の人が最も肥満度が低く、睡眠時間が 5 時間を切っている人だと肥満
率が 1.5 倍以上になるというデータがあります。
これについては、睡眠時に分泌される２つの成長ホルモンが関わってきます。
その成分は「レプチン」と「グレリン」といい、睡眠時間が減ることで満腹感を満たしてくれるレプチンが減り、食欲を
増やすグレリンが増えてしまい、結果ご飯を必要以上に食べてしまいます。
また、睡眠中は胃腸などの消化器官の働きがスムーズになるので、余計な脂肪を溜め込まないようになります。そのため、
毎日しっかりと睡眠を取ることがダイエットには非常に効果が高いと言えます。
　ダイエットをしている方は、夜遅くまで運動をしていたりする方が多くいますが、むし
ろしっかり睡眠することの方が早く痩せられると言えるでしょう。
そして、ただ寝るだけでなく、深く眠ることでより成長ホルモンが分泌されると言われて
います。
そのため、睡眠環境を整えできる限り「質の良い睡眠」を取ることが重要となります。
　ストレスの多い現代社会ではこの「質のいい睡眠」をとれている方がほとんどいません。
Dr. アンディはそういった人に向け、睡眠の質を高めるプロダクツをご用意しています。

脂肪溶解  〜メソセラピー・塗るメソセラピー〜

フェロモンメソナイトジェル

(1) 皮膚のくすみやクマの改善 (6) 白髪の改善 (11) 運動機能の活性化
(2) 全身美白効果 (7) 骨密度が増加する (12) 意欲・気力が高まる
(3) 顔のシミやたるみが少なくなる (8) よく眠れるようになり、質の高い深い眠りが得られる (13) 病気になりにくくなる
(4) 外見が若返る (9) 疲れにくく、運動後の回復力が速やかになる (14) 外傷からの回復が早くなる
(5) ボディラインが引き締まる (10) ストレスを受けにくくなる (15) 風邪を引きにくくなる

GHRH+　GHRHプラス		 60ml		  ￥60,000（約 2ヶ月分）

脳で効力を発揮　〜 hGH 分泌を活性化〜

効　能：	全身・顔のリフトアップ、全身美白効果、脳の老化防止、ストレス・肥満解消・
記録力アップ。

主成分：	ピラセタム、フェナルアラニン、チロシン、メチオニン、トリトファイン、など
GHRH+ 自体はホルモンではありません。
数 10 種類以上のアミノ酸と抗酸化抗糖化成分の集合体で、成長ホルモン（hGH）と神経伝達物質分泌を促す「hGH
促進メディスン」です。皮膚に塗って瞬時に血流に入り、細胞レベルまで達し、脳で効力を発揮。hGH 分泌を活性化
させる特殊なプロダクツです。トータルな再生力を高める。慢性疲労、不眠症、肥満、ストレス、記憶力低下、やる
気のない、鬱に最適。

GHRH+ で期待される効果

Melatonin Night Cream　メラトニンナイトクリーム	 20g    ￥20,000（約 1ヶ月分）

質の良い睡眠を促し、ハリのある肌へ導くメラトニン配合シワ取りクリーム

効　能：	エイジング肌の改善、老化防止、睡眠改善、ストレスケア
主成分：	メラトニン、カプリックトライグシレート、ビタミン E、ローズオイル、など
睡眠の質を高めるホルモン、メラトニンを配合した夜用クリーム。メラトニンは高い抗酸化作用があり、老化防止に
も効果を発揮するため、ストレスケアとスキンケアが同時にできます。
日焼けによってダメージを受けた肌、シワの目立つ肌、疲れた肌をなめらかに修復し、若々しい肌へと蘇らせます。
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Medical Perfume　メディカルパフューム	 60ml    各￥20,000（約 2ヶ月分）

アミノ酸集合体と抗酸化成分のメディカルパフューム

効　能：	睡眠導入、美肌・全身の美白、疲労回復
主成分：	ピラセタム、メチオニン、カルニチン、メクロフェノサイト、チアミン、など
良い睡眠をもたらし、疲労回復にすばやいリセット力を与えてくれる Dr. アンディーズクリニックオリ
ジナル処方のメディカルパフューム。 
満ち足りた深い睡眠を促し、美肌・全身の美白などお肌の若返りだけでなく、疲労回復から脳のリフレッ
シュまでトータルなアンチエイジングに効果を発揮いたします。 
Dr. Andy のメディカルパフュームは独自の経皮吸収システムにより配合成分（アミノ酸の集合体や
CoQ10、αリポ酸その他の抗酸化成分）がセロトニンの分泌を促します。セロトニンの分泌によりメ
ラトニンが分泌されると良い睡眠が得られ、心と体の凝りをほぐします。 

Dr. アンディは中国美容の本を読破して、【即眠ツボ × 漢方精油】の「臍温灸」
をライフスタイルマネージメントの西洋医療を提供する Dr. アンディーズクリ
ニックに特別メニューとして導入しました！

睡眠の質を高める経皮吸収型のセロトニンプロダクツ

漢方睡眠美容

◆◇◆こういった症状をお持ちの方におすすめです！◆◇◆
○寝不足により肌荒れを改善したい方
○睡眠剤依存と離脱したい方及び離脱症候群の方
○手術後のストレスを改善したい方
○体をリセットして爆睡したい方
○旅行などで時差ボケにお悩みの方、夜勤などの交代勤務を従事する方

即 眠 ツ ボ を 刺 激 し、 体 内 時 計 を
リセットし…

「質の高い睡眠」を促します！

針を用いず、指の特技にてツボを
刺激する「指針」治療

Dr. アンディの経皮吸収システムを
応用した、「臍温灸」による素早い
睡眠導入

　「天人相応」のツボ

体質の調節と神経興奮のアンバランスを調

和するため、その人にあった体内時計を整

える即眠ツボを選びます。おもに頭・顔・首・

肩のツボと手足にある即眠ツボを刺激しま

す。それにより睡眠導入剤のように、人体

のリズムを同調させ、質の高い睡眠を促し

ます。

　一般的に用いられる「針」は安全面や衛
生面で劣るため、Dr. アンディは針の代わ
りに指の特技にてツボを刺激します。
指で治療を行うことで、刺激の強弱や振動
の変化があるため、針以上の効果がありま
す。Dr. アンディのオリジナルメソッドを
用い、10 本指で効率良く眠気ツボを刺激
することで、健康的な美容状態にリセット
します。

　おへそは新陳代謝が高く、皮下脂肪がな

いため、前腕皮膚の 2 〜 6 倍の吸収構造

があり、Dr. アンディの経皮吸収システム

にとても適しています。

このおへそから、Dr. アンディが一人一人

の体質や症状に合わせて配合した漢方薬由

来の精油を経皮吸収することで、睡眠障害

やストレスを解消し、質の高い睡眠へと導

入し、女性の健康美を引き出します。

特徴

③

特徴

①

特徴

②

グリーンティ、イランイラン、サン
ダルウッド、ジャスミン、グレープ
フルーツ、ローズを配合した香りの
6 種類から、その日の気分またはお
好みに合わせてお選びください。

　トータルライフマネージメントを提供する Dr. アンディーズクリニックでは、
患者様お一人お一人のお悩みやライフスタイルに合わせて各種メニューの組み合
わせをご提案しております。

　人によって「体質」も「生活スタイル」も異なるので、Dr. アンディによる丁
寧なカウンセリングを通してより高い相乗効果を望めるメニューの組み合わせ、
ご自宅でご使用されるプロダクツのご提案を行っていました。
それらが患者様の口コミによって “ 自分だけのオリジナル裏メニュー ” としてひ
そかに人気を集めるようになりました。

モンステラ、向日葵、ソテツ、葉蘭、
7月 1日　生け

Dr. アンディの
生け花

へそおんきゅう



掲載時読者より のお問い合わせ先

報道関係から のお問い合わせ先

Dr. アンディーズクリニック

e-mail : info@drandy.comhttp://www.drandy.comweb
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Dr. アンディ（アンドリュー・ウォン）　医学博士

お問い合わせ先

国籍　United Kingdom

Dr. アンディーズクリニック　院長
美容外科、美容皮膚科、メソセラピスト、アンチエイジング医
・	フランス・メソセラピー・ソサエティー正会員を始め、十数ケ国内外の重要医学会所属
・	 70 カ国以上の国際的人道的奉仕活動を提唱・活動
・	国際ロータリー最高栄誉賞（超我の奉仕賞）受賞
・	英・中・日・独・仏の 5ヶ国語を話す
・	著書：国際奉仕活動について、映画鑑賞、美容医療の本、10数点出版
・	趣味：オペラ鑑賞、歌う（テノール　パーツ１）、陶芸、茶道、武術、神社参拝、国際奉仕活動、食べ歩き --
日本料理	（京都料理）、イタリア料理、フランスワイン、朝のランニングなど

【経　歴】

■ 1974 年 国立岐阜大学医学部入学
■ 1981 年 国立岐阜大学医学部卒業
■ 1981 年 日本政府文部科学省外国人国費研究奨学生
■ 1986 年 国立岐阜大学大学院 整形外科学修了 医学博士
■ 1986 年 名古屋大学形成外科勤務後、欧米の有名な薬学科学者、 

アンチエイジング専門医、美容外科、 美容皮膚医 のもと
で研修、研究を進める

■ 1989 年 東京・六本木に Dr. アンディーズクリニック開設
■ 1999 年 カナダのトロントに北米研究所を設立、医薬品の開発と

ナノテクノロジーレベルの「経皮吸収システム」の研究
を始める。

【所属・活動】

アメリカ・アンチエイジング・アカデミーの正会員
厚生労働省認可日本美容医療協会正会員
日本美容外科学会正会員
日本形成外科学会会員
国際美容外科学会会員
日本頭痛学会会員
フランス・メソセラピー・ソサエティ学会正会員。
国際奉仕活動においては、国際ロータリーを中心に、数多くの人
道的プロジェクトや国際奉仕活動に励み、これまでに 70 カ国以上の
活動に参加しています。また、美容医療に関する著書に加え、国際奉
仕活動での出会いを記した「で愛、ふれ愛、たすけ愛」なども出版し
ています。
国際ロータリー最高栄誉賞 （Service Above Self Award）受賞。

最先端美容医療の研究
　Dr. アンディはカナダのトロントに研究所を持ち、分子生物
学、薬理学専門家ら世界レベルの科学者たちとチームを組み、
常にリアルタイムで最先端の美容医療研究 成果を欧米に発信し
ています。
　特に、「経皮吸収システム」による治療は、Dr. アンディが独
自に開発した当クリニックだけの最先端オリジナル治療で、数
10 種類以上の皮膚吸収促進剤を含んだ有効成分を皮膚に塗る
だけで、細胞のリン脂質二重細胞膜を通過します。この特殊な
システムによって吸収された成分は血流に入り、細胞レベルま
で到達し、有効に働きかけることができます。
皮膚吸収剤に薬剤を組み合わせることでダイエットやスキンケ
ア、デトックス、キレーション、モチベーションセラピー、花
粉症治療、禁煙治療などあらゆる臨床効果を得ることが可能と
なりました。
抗酸化抗糖化メソブレインサプリメント、痩身用の塗るメソセ
ラピープロダクツ、キレーション・デトックスの経皮吸収製品
等の研究実績で、各国の研究者から注目をあびています。
　Dr. アンディの科学者としての目は、肌だけにとどまらず、脳、
身体の内部と機能、筋肉や骨、そして心のバランスまで、トー
タルなアンチエイジングに常に向けられています。
　患者様のクォリティ・オブ・ライフの向上を目指し、メディ
カルダイエット、ストレスケアなどライフスタイル全体を快適
に過ごすための「ライフスタイルマネージメント医療」をご提
供しております。 

Dr.アンディは「最先端の美」を追求するために、様々
な分野の方 と々交流を持っています。
ドン小西さんはDr.アンディのファッションの先輩で
あり、お互いジャンルは違えど「美」を追求する立
場として、交流を深めております。

Dr. アンディの自作蝶ネクタイはドン
に褒められた！

Dr. アンディの自作「蝶ネクタイ」2本を先着順にプレゼント！
ご希望の方は、クリニックまでお申し込み下さい。

Dr. アンディーズクリニックまで


