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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

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。 

痩せやすい体を作るための鍵として Dr. アンディが提唱するのは、「脳
の働き」です。
外的な刺激、ストレスなどが原因で脳の各神経伝達物質はバランス
を崩し、食欲に対し
て様々な影響を及ぼ
します。
Dr. アンディは、そ
の脳の働きと食習慣
に着目し、特殊なア
ミノ酸で神経伝達物
質を通じて脳の安定
を保ち、脳から痩せ
るための体内環境を
作る「メソブレイン
サ プ リ メ ン ト・ シ
リーズ」をプログラ
ムに取り入れていま
す。

Dr. アンディのメディカルメソセラピーダイエットプログラムの特徴
は、リバウンドやバストサイズダウンのないことです。また、ライ
フスタイルにおけるストレス改善ができる欧米最新脳の医学・科学
を基本としたダイエットプログラムとしても、注目を集めています。
Dr. アンディが北米研究所で独自で開発したメソセラピーカクテルを
使用します。食事や運動療法では困難な「部分痩せ」や、大切な日
のために今すぐ痩せたいという「駆け込み痩身」も可能です。また、
暴飲暴食や偏食を防ぐためのサプリメントやメディスンを併用する
ことで、一層の効果が期待できます。

Dr. アンディのメディカルメソセラピー
ダイエットプログラムによる 脳の安定編
“脳の安定” はダイエットの成功の秘訣！

メソセラピーで理想のボディラインを作り
“脳の安定” で綺麗なボディラインをキープする

Dr.アンディの
メディカルメソセラピーダイエット

ポイント
Dr. アンディが開発した最新の薬剤を使
用しているため、腫れや肌トラブルが
起こりません。

ポイント
オリジナルのカクテル注射・メディカルダイ
エットメディスンの処方による理想的なダイ
エットプログラムでリバウンド知らず！

ポイント
高度な注射技術やオリジナルのカクテ
ルで全身同時に施術可能

ポイント
注射針や痛みが苦手な人にも行える、 
オリジナルの「塗るメソセラピー」

ポイント
脂肪吸引などが原因の他院の修正施術
が可能

トータルライフスタイルマネジメント
Dr. アンディが開発したオリジナルのメソセラピーの 
5 つのポイントをご紹介
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神経伝達物質の原料は、食事からとれる栄養素です。バランスの取れた栄養摂取を心がける事は、脳
にとってとても重要です。神経伝達物質の形成に重要な栄養素は、グルタミン、フェニルアラニン、
トリプトファンなどのアミノ酸です。そして、アミノ酸は、タンパク質が消化酵素で分解されてでき
たもので、アミノ酸が血液を通じて脳内に運ばれビタミン B6 や各種ミネラルと結びつき、①セロト
ニン、②ノルアドレナリン、③ドーパミン、アセチルコリンなどが形成されます。
栄養素の中でも特にタンパク質は重要で、できれば動物性タンパク質をしっかり取る必要があります。
日本では、ダイエットというと、タンパク質を減らすような風潮がありますが、これは脳の健康にも
ダイエットにもマイナス効果で、ダイエットをきっかけに摂食障害になる人は、正しい栄養補給ができていないために
心のバランスが乱れて、 食事という行動に異常が出ている
とも言えます。また、ビタミン B6 も重要な栄養素で、ビタ
ミン B6 は上記のアミノ酸を神経伝達物質への変換に必要な
栄養素です。
タンパク質だけ摂っていても、神経伝達物質は生成されず、
ビタミン B6 を一緒に摂取する事を心がける事が大切です。

● ビタミン B6 を含む食材
豚、　牛、　鶏のレバー、　マグロの赤身、　カツオ、　サ
ンマ、　ビーナッツ、　ピスタチオ、　ごま、　ニンニク、
バナナ、　アボガド、ピーマン、　ジャガイモ、　サツマ
イモ、きな粉、しいたけ　など…
＊脳の健康のために…「食生活」も充分に注意が必要です。

上記の三大神経伝達物質の中でも、セロトニンは人間の精神面に大きな
影響与える神経伝達物質で、セロトニンが不足すると、精神状態が不安

定に陥りやすいと言われています。セロトニンは、ノルアドレナリンやドーパミンの暴走を抑え、心の
バランスを整える作用のある伝達物質です。

セ ロ ト ニ ン
神経を安定させる作用があるホルモンです。ドーパミンやアドレナリンで、ある種異常な状態になっ
ている精神状態を戻す作用があります。

ノルアドレナリン
神経を興奮させる神経伝達物質です。　別名「怒りホルモン」とも言われます。「意欲」「不安」「恐
怖」といった感情・精神状態とも深い関係があります。

ド ー パ ミ ン
神経が興奮して、ハイな感じになるホルモンです。（別の説もある）ランナーズハイのように、苦
しい状況でも気持ちの良い状態になるのがドーパミンの作用です。

セロトニンの重要性

セラトニンが減少 !?　こんな方は要注意です !
過度なコンピュータ操作、　テレビやゲーム漬けの毎日、　運動不足、　昼夜逆転の生活、　眠りが浅い、
無理なダイエットや不規則な食生活　　など…　

セロトニンを増やすにはどうすればよいでしょうか？　まずはセロトニン神経の活性を
妨げる生活習慣を改善することが第一です。

脳科学はまだ未解明の部分が多いですが…、規則正しい生活こそ、本当の意味で、「脳の働き」が健康的なダイエットに
つながると言えるでしょう…。

セロトニンを増やす

1) 早寝早起きの規則的な生活を心がける　　2) 太陽の光を浴びる　　3) リズミカルな運動をする
4) 食事をする際に、よく噛む　　5) 食事の栄養（バランス）に気を付ける
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脳にとって重要な　神経伝達物質 と 栄養

三大神経伝達物質



アンチエイジングの療法でもっとも最先端といえるのは「脳からのアプローチ」です。
Dr. アンディのブレインサプリメントは、脳から分泌されるホルモンや、情報を伝達する神経伝達物質の分泌バランス
を整えて、脳の各部分の働きを活性化させます。それにより、脳が若返り、肌はもちろん、肉体、精神、各器官の機能、
運動能力などトータルなアンチエイジングが可能となるのです。

複数のアミノ酸を組み合わせた「ダイエットメディスン」は、神経伝達物質を正常に保ち、脳から痩せるための体内環
境を作ります。飲むだけで脂肪燃焼・食欲抑制・脂肪吸収・筋肉増強・代謝アップをかなえ、自然と痩せやすい身体へ
と導きます。

飲むダイエット　　～ メディカルダイエットメディスン ～

Dr. アンディーズクリニックでは、「ダイエットメ
ソセラピーのコース」をご用意しています。
ダイエットメソセラピーは、施術の痛みと腫れが
ほとんどなく、治療効果も即効性です。
脂肪吸引とは違い麻酔を必要としないため、安全
性が高く、全身・部分痩身に最適な最先端の治療
です。ぜひ、美容医療のパイオニア Dr. アンディの
トータルライフスタイルマネジメントによる最先
端医療を体験してみてください。

全身メディカルダイエット
脂肪溶解注射メソセラピーコース

●メソカルテル注射：3回　　●ブレインエナジー：60日分
●ブレインムード：60日分　　●ファットバーナーズ：60日分
●ウェイトロスフォーミュラ：30日分

詳しくは、Web をご覧下さい http://www.drandy.com/campaign/2013-10.html

今年こそもっとキレイに…
身体に無理な負担をかけず、理想的な美ボディを手に入れよう！　
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脳からのアンチエイジング　　～ ブレインサプリメント ～

Brain Energy & Skin Beauty　ブレインエナジー＆スキンビューティー 60 錠    ￥20,000（約 2 ヶ月分）

効　能： 脳の直感力・集中力アップ
主成分： フェナルアラリン、メチオニン、チロシン、など
神経伝達物資ドーパミンの分泌を整える「脳の直感力サプリメント」。すぐに疲れる方、気分が落ち込み気味な方、性欲減退・倦
怠に悩む方、砂糖やカフェインを摂取しがちな方。

Fat Burners　ファットバーナーズ 60 錠    ￥50,000（約 2 ヶ月分）

効　能： 体内脂肪燃焼
主成分： フコキサンチン、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
つくります。リバウンドしないダイエットに効果的です。

Brain Mood & Skin Beauty　ブレインムード＆スキンビューティー 60 錠    ￥20,000（約 2 ヶ月分）

効　能： 脳の安定感アップ
主成分： イノシトール、アミノブタリック酸、トリトファン、など
神経伝達物質セロトニンの分泌を整える「脳の気分をよくするサプリメント」。炭水化物を摂取しがちな、頭痛、腰痛、息切れ、
睡眠障害、咳き込み、拒食症・多食症、うつ気味の方に。

Weight Loss Formula　ウェイトロスフォーミュラ 30 錠    ￥40,000（約 1 ヶ月分）

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メディスンです。
過食症の改善に効果的です。
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Dr. アンディ（アンドリュー・ウォン）　医学博士

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。

。賞受）drawA fleS evobA ecivreS（ 賞誉栄高最ーリターロ際国

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。 

（10/24）に向けて…
    

     

 
  

 


