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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

その人その人の生活スタイルに合わせた、
最適な美容施術を提案します！

Dr. アンディーズクリニックのテイラーメイド
医療の中心となる考え方・施術とは…

　テイラーメイドのライフスタイルマ
ネジメント医療に、ドン小西さんも興
味を持ち、現在施術中です。
　特に多忙であるドン小西さんは、漢
方睡眠美容を用いた睡眠の質を高める
治療がお気に入りです。

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。 

Dr. アンディーズクリニックの特徴である
「テイラーメイド」のライフスタイル
マネジメント医療は質の良い睡眠から！

　美容整形は患者様の「美」への希望を叶えてくれる反面、長いダ
ウンタイムや、繰り返し通院する必要があるなどの負担が必要でした。

　そして、Dr. アンディは患者様の抱える悩みは表面的な治療だけで
なく、内面からの治療が必要であると考えています。
また、医者としての 25 年間の臨床経験の結果、患者様が悩みを抱え
ていてモチベーションが下がったり、やる気が無くなった状態でいる
と本人だけでなく、ご家族やご友人・同僚など周りに悪影響を与える
と考えています。
　そこで、Dr. アンディは医者としての診察だけでなく、科学者とし
て患者の身体の内部・心のバランス・ライフスタイルまで目を向けた
カウンセリングを行った上で、独自のプロダクツを用いた「痛みの無
い治療」や、通院の必要がない「ホームケア」まで、患者様一人ひと
りにあったオリジナルのメニューを考え、提供しています。
そうすることで、患者様のストレスを可能な限り減らし、ライフスタ
イルの向上を目指すことができるのです。

Dr.アンディーズクリニックでは患者様それぞれにあった施術メニュー
を作成するに当たり、5 本となる柱をご用意。
ここでは、その美容施術の 5 本柱についてご紹介したいと思います。

現在、ドン小西さんにもライフスタイルマネジ
メント医療による施術を行なっています。

東洋医学の経絡ツボ 漢方睡眠美容の臍温灸 ドン小西さんと Dr. アンディ

お知らせ　　Dr. アンディが出演しています！

番組名：ここだけバブル　芸能人の派手な領収書ダービー
放送予定日：TBS テレビ 6 チャンネル　9 月 16 日（日）14 時～
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Dr. アンディーズクリニックのライフスタイルマネジメント医療の 5 本柱とは…

　多くの美容クリニックでは、「外見の修正」のみを追求していますが、
自分を魅力的に見せるにはやる気を出したり、異性に対して積極的に
なる事が重要だと考えています。また、「美の基本は質のいい睡眠に
ある」という考えに基づき、睡眠の質を上げることで日頃の疲れをそ
の日の睡眠のうちに無くし、肌のターンオーバーの適正化と気持ちの
リセットを促せるような施術・プロダクツをご用意しています。

　様々な施術やプロダクツを組み合わせ、若さを保つ事を Dr. アンディはスロー＆ハッピーエイジングと呼んでいます。 
自分のライフスタイルに合わせて、楽しく若返る事ができるようになります。

　医学博士でもある Dr. アンディは日夜新しい治療法の研究を行なっております。
世界各国の学会などで、その最先端の治療法が注目されており、美容業界の情報の発信源となっています。

　外科手術のスペシャリストでもある
Dr. アンディは、その数多くの臨床経
験に基づいた、
できる限り身体への負担・ダウンタイ
ムを短くした外科的治療法を行なって
います。
大きな手術であっても入院の必要はな
く、日帰りが可能となっています。

腫れの全く無いメソセラピー注射、即効性のある塗る痩身ジェルと、レスベラトロール配合の塗るヒアルロン酸を
顔の右側だけに行った一週間後の様子です。顔が引き締まって見えます。

最新の医療用レーザー機器を用いた美容皮膚科治療の様子

　ストレスが原因で食生活が乱れてダイエットが失敗したり、交感神
経が緊張をすることで免疫力が低下し、肌トラブルの原因になったり
と、ストレスが美に与える影響は計り知れません。また、日頃のスト
レスから常に怒りっぽい顔をしていたりすると、眉間などに余計なシ
ワができたりもします。そのためストレスをケアすることは「美」を
語る上で無くてはならないものとなります。
　Dr. アンディーズクリニックではストレスとの付き合い方といった
カウンセリングから、神経伝達物質に直接作用するプロダクツを用い
た治療法まで、幅広い方法でストレスを解消します。

　Dr. アンディは自身が専門とする「形成外科・美容外科」「美容皮膚科」の 2 大柱だけでなく、医学博士と
して研究している分子生物学の知識を用いた「モチベーションセラピー」「ストレスケア」、新しい美容の考
え方である「スロー＆ハッピーエイジング」を組み合わせた 5 本柱より、施術メニューを提供しています。

＜手術の様子＞ Before After

手の甲の浮き出た血管を解消する
人気上昇中のハンドベイン  硬化療法エラ削り

Pheromone Spray フェロモンスプレー
効　能： 魅力・モチベーションアップ、自己アピール
主成分： アンドロステンノール、コプリン、アンドステ

ノン、ローズオイル、ヒュゴボーズ、など

　「ここぞ！」というときの即効性が必要なときの高濃度
フェロモンのスプレータイプ。女性用はエレガントなロー
ズの香り、男性用はさわやかなアクア系の香り。 即効性。

60ml     ￥30,000　男性用／女性用（約 1 ヶ月分）

GHRH+ GHRH プラス
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

　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。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。

60ml    ￥60,000（約 2 ヶ月分）

やる気をアップさせ内面から美を磨く、「モチベーションセラピー」とは……

アンチ  　 スロー＆ハッピーエイジング

世界の美容業界の中心となる、最先端の美容皮膚科施術

ダウンタイムをできる限り短くした、美容外科的処置

普段の生活の中にあるストレスを解消させる、ストレスケア
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注射 塗る痩身ジェル 塗るヒアルロン酸

施術前施術後

▼ ▼ ▼

Before

After
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〜  施術例紹介  〜
　この Dr. アンディーズクリニックオリジナルの、テイラーメイドの「ライフスタイルマネジメント医療」を、
浜田ブリトニーさんにご協力して頂き、実際に体験してもらいました。そこで今回は、浜田ブリトニーさん
の施術内容と、体の変化を紹介したいと思います。

◆◇◆浜田ブリトニーさんの悩み◆◇◆  ＜ライフスタイルマネジメント医療による解決法＞
○やる気が出ない フェロモンによるモチベーションアップ

○仕事・ストレス等による睡眠不足 セロトニンプロダクツによる経皮吸収、メディカル・メリディアンセラピー（経絡睡眠）

○乾燥肌・シミ フォトフェイシャル、抗酸化、抗糖化プロダクツによるホームケア

○セルライト・脂肪 メソセラピー注射、塗る痩身ジェル、ダイエットメディスンによるホームケア

Before

二重あご   Before

After（二週間後）

After

・ メソセラピー注射やメソナイトジェルによる顔やせ、 
フォトフェイシャルによる美肌効果が現れています。

・ 顔が一回り小さくなり、顎や首元の脂肪も大幅に取るこ
とができました。

・ メソセラピー注射、飲むダイエットメディスンにより全
体的な痩身に成功しています。

・ 体重は− 3kg、ふくらはぎと太ももはそれぞれ 5cm 細く
なりました。

・ ウェストは３cm 細くなっています。

・ GHRH+ などを用いた全身美白効果で、肌のトーンが明る
くなっています。

Pheromone Meso Night Gel フェロモンメソナイトジェル
効　能： 部分痩身、セルライトの改善
主成分： プロカイン、カフェイン、アミノフィリン、

フォスフォーディルコリン、ヒトフェロモン、
など

　塗った部分の脂肪やセルライトに直接働きかけて、
脂肪を分解・燃焼させ引き締めるフェロモン配合の痩
身ジェルです。

10ml × 3 本    ￥90,000（約 1 ヶ月分）

Fat Burners ファットバーナーズ
効　能： 体内脂肪燃焼
主成分： フ コ サ ン チ ン、 チ ア ミ ン、 ピ ロ ド ク シ ン、 

グルタミン、など

　脂肪溶解と脂肪燃焼を効率よくサポートするダイエット
メディスンです。代謝を高め、脂肪の溜まらない、太りに
くい体質とボディラインを改善します。リバウンドしない
ダイエットに効果的です。

60 caps    ￥50,000（約 2 ヶ月分）

Weight Loss Formula ウェイトロスフォーミュラ
効　能： 脂肪吸収調整、食欲調律
主成分： アンブットアミノリップスタンチン、グルタミ

ン、グライシン、など

　食べた物に含まれる脂質の 4 分の 1 をブロックし、カ
ロリー摂取を抑えます。また、満腹感を引き起こして食欲
を抑制し、自然と食べる量を減らすことができるダイエッ
トメディスンです。過食症の改善に効果的です。

30 caps    ￥40,000（約 1 ヶ月分）

Before After（二週間後）



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. アンディのライフスタイルマネジ
メント医療は世界各国で注目されてい
ます。
　先月8月18日には、中国の大連大
学の国際美容学会にて発表し、大変な
反響を呼びました。

論文：Life	Style	Management	Medicine	&	SurgeryDr. アンディの学会発表の様子

Dr. アンディーズクリニックまで


