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検索

フェリシティークリニック名古屋

最高の健康状態を保ちたいあなたへ！

体調不良改善、病気の予防、健康長寿
男性も女性も 体の中からキレイ に
なりませんか？

医学博士
日本抗加齢医学会専門医
日本整形外科学会専門医

アンチエイジングドックでは、あなたのお体の
河合 隆志
ホルモン・血管・神経・骨・筋肉の状態を詳細に分析し、体調不良を改善します。
同時にどの項目が実年齢より若く、どの項目が衰えているかも把握し、
あなたに最適な予防医療・アンチエイジング医療をご提案します。

70歳男性のケース（身長166cm

体重62.7kg）

人間ドックは「病気を見つけるための検査」ですが、
アンチエイジングドックは「体調不良を改善するための
検査」「若々しく健康に過ごすための検査」です
アンチエイジング外来とは？
あなたのお体を徹底的に分析した上で体調不良を根本か
ら改善し、病気の予防、最高の健康状態を実現する
プライベート外来です

※レポートは全30ページ以上におよびます（スタンダードドック）

診療の流れ

①ご予約

③再診

完全予約制です。お電話もしくは
Webにてご予約下さい。

検査結果を詳しくご説明し、あなたに
合わせたアンチエイジング医療を
ご提供・ご提案します。

②初診
問診票をご記入いただき、治療内容や
費用について専門スタッフがご説明い
たします。初回カウンセリングは
無料です。内容にご納得頂けたら、
同日アンチエイジングドックも受けら
れます。
費用：初診料10,000円（税別）＋
検査費

費用：再診料10,000円（税別）＋
薬剤費
アンチエイジング医療
○生活・運動指導
○ドクターズサプリメント
○点滴・オゾン療法
○天然ホルモン補充療法
○キレーション療法

アンチエイジングドック
スタンダード 72,000円（税別）
アンチエイジングドックを
受けて頂いた方（初回）に、
もれなくドクターズサプリメント
「マルチビタミン＆ミネラル」
（7,020円相当）
をプレゼントいたします

ご質問等ございましたら、お電話やWebよりお気軽にお問い合わせください

📞 052-231-5025
火～土曜

9:00-13:00 14:00-18:00

フェリシティークリニック名古屋
名古屋市中区丸の内2-14-19 安藤ビル3・4階

【丸の内駅4番出口から徒歩2分】
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アンチエイジングドックの詳細

70歳男性のケース（身長166cm

体重62.7kg）

※レポートはスタンダードドックで
30ページ以上、フェリシティードック
では50ページ以上におよびます

スタンダードドック
【ホルモン年齢】
≪血液検査≫
IGF-I（成長ホルモン）
DHEA-s（アンチエイジングホルモン）
TSH・FT3・FT4（甲状腺ホルモン）
エストラジオール・プロゲステロン（女性ホルモン）
総テストステロン・遊離テストステロン（男性ホルモン）
【血管年齢】
≪血液検査≫
コルチゾール精密測定（ストレスホルモン）
HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪
（脂質）
総ホモシステイン（動脈硬化リスク）
高感度CRP（炎症）
≪動脈硬化度検査≫
血圧脈波測定（ABI/PWV）
【神経年齢】
≪前頭葉機能検査≫
Wisconsin Card Sorting Test
【骨年齢】
≪骨密度検査≫
骨塩定量法mmAl
【筋年齢】
≪全身体組成検査≫
MC-780A
≪筋力検査≫
握力測定

【糖代謝検査】
≪血液検査≫
空腹時血糖・ヘモグロビンA1c・
インスリン精密測定
【肥満関連因子】
≪血液検査≫
アディポネクチン（肥満ホルモン）
【脂肪酸分画】
≪血液検査≫
DHLA・AA・EPA・DHA・EPA/AA比
【総合検査】
≪血液検査≫
WBC・RBC・Hb・Plt（血球）
TP・Alb（栄養）
T-Bil・AST・ALT・LDH・γ-GTP ・ALP ・アミ
ラーゼ（肝胆膵）
Na・K・Cl・Ca・P・Mg・Cu・Fe（ミネラル）
UA・BUN・Cr（腎）
PGⅠ・PGⅡ・PGⅠ/Ⅱ比（胃）
フェリチン（貯蔵鉄）
≪身体検査≫
身長・体重
ウエスト・ヒップ測定
【酸化ストレス】
≪特殊血液検査≫
dROM
【抗酸化力】
≪特殊血液検査≫
BAP

フェリシティードック

スタンダードドック すべての内容 ＋
【有害重金属検査】
（プロボケーション尿負荷検査）
体内に蓄積している有害金属の量を精密に調べます

【遅延型フードアレルギー検査】
体調不良、慢性症状の原因となりうる遅延型食物
アレルギー（隠れアレルギー）を詳細に調べます
【抗酸化・免疫】
≪血液検査≫ ビタミンC
【生活習慣病・骨・免疫】
≪血液検査≫ 25-OHビタミンD
【骨代謝（形成）】
≪血液検査≫ 血清オステオカルシン
【食欲抑制ホルモン】
≪血液検査≫ レプチン
【脂肪燃焼因子】
≪血液検査≫ カルニチン
【心不全マーカー】
≪血液検査≫ BNP
【各がん腫瘍マーカー】
≪血液検査≫
AFP（肝がんなど）
CEA（大腸（消化器）、肺、卵巣、乳がんなど）
CA19-9（肝、卵巣、精巣、胃がんなど）
CA15-3（乳がんなど）
CA125（卵巣、子宮体、膵臓、胃、大腸がんなど）
シフラ（扁平上皮がん（肺、頭頚部腫瘍）など）
Pro-GRP（小細胞がん（肺）など）
PSA（前立腺がんなど）
【骨代謝（吸収）】
≪尿検査≫ 尿中I型コラーゲンN末端架橋

【有害重金属検査】とは？
微量金属（ミネラル）の多くは基本的に栄養素であり、体が適切
に機能するのに必須の要素です。カルシウム、マグネシウム、カ
リウム、ナトリウム、亜鉛、セレン、ヨウ素などが挙げられます。
一方、水銀、鉛、カドミウム、アルミニウム、ヒ素など、健康を
むしばみ正常機能に干渉する、人体にとって有害な金属も多数存
在します。有害金属は、臓器系にとっても毒性があるばかりでな
く、必須栄養素のバランスを破綻させます。
この検査は、有害金属への暴露を評価するため最も精密な方法と
考えられています。さらにキレーション療法前後の結果を比較す
ることで、有害重金属の体内への蓄積量および治療効果を把握す
ることができます。
主に以下の疾患や症状に対して用いられます。
・有害金属への暴露
・体調不良
・疲労倦怠感
・頭痛
・動脈硬化（循環器疾患）
・高血圧
・抑うつ
・脱毛症
・皮膚炎

・創傷治癒の遅延
・消化器症状
・免疫機能障害
・耐糖能異常
・慢性炎症
・腎機能障害
・栄養失調
・パーキンソン病様症状
など

【遅延型フードアレルギー検査】とは？
「食べ物が体を作る」ということわざを聞かれたことのある方は多
いと思います。しかし、単に健康的な食事だけでは健康な体を維持
できないということはご存知でしょうか。食べ物によっては、体の
免疫システムが反応を起こす原因になってしまい、健康な体にさえ
負担を与えてしまいます。それが長期間にわたると多くの疾患や症
状の原因となる可能性があります。
アレルギーには「即時型」「遅延型」の2種類あります。即時型は
一般的にアレルギーとして知られている典型的なタイプで、誘発食
物との接触から数秒～数時間の間に起こります。一方、遅延型はそ
の名の通り、接触から「遅れて出てくる」アレルギーです。そのた
め、これによって生じる症状と食物との関係は認識されないことが
多く、誤った診断が下されてしまう可能性があります。
遅延型フードアレルギーと関係が疑われる疾患には以下のようなも
のがあります。
皮膚
・アトピー性皮膚炎
・じんましん
・慢性白斑
・血管性浮腫
・接触性皮膚炎
消化器系
・便秘
・慢性の下痢
・口腔アレルギー
・過敏性腸症候群
・腸の痛み
・逆流性食道炎
呼吸器系
・鼻炎
・慢性の鼻づまり
・アレルギー性鼻炎
・ぜんそく、咳ぜんそく
・慢性の咳

尿路
・遺尿
認知・心理
・頭痛
・偏頭痛
・自閉症
・不眠症
・多動性障害
・慢性疲労症候群
その他
・肥満
・慢性中耳炎
・メニエール症候群
・アフタ性口内炎
筋骨格系
・線維筋痛症
・腰背部痛
など

診察～アンチエイジングドックの流れ
カウンセリング
問診票を記入して頂きます。
その後診療の流れ、ドックに
ついてご説明します。

①尿検査
お手洗いにて、検尿カッ
プに目印のところまでお
小水をとって頂きます。

⑤動脈硬化度検査
両側の腕と足首に血圧計と同
じようなカフを巻きます。血
管の狭窄の状態および、動脈
硬化の程度を評価します。

診察
問診票およびカウンセリングの結果を確認しながら、医師が診察します。今までの経過、お体の悩み
や生活習慣、ドックに求められるものを総合的に判断し、よく相談の上でアンチエイジングドックの
コースを決定します。

②前頭葉機能検査
パソコンの画面に向かって行う検
査です。表示される図形を色・
形・数によって分類していくゲー
ム感覚で行って頂けます。

⑥骨密度検査
利き手でない方の手を板の上
に置いて測定します。同年齢、
若年成人の平均骨密度と比較
します。

③身体・筋力検査
身長・握力を測定、ウエ
スト・ヒップを服の上か
ら測定します。

④体組成検査
素足になって頂きます。体重および
全身の体脂肪・筋肉量のバランスを
測定します。衣類の重さは値から引
かれるようになっています。

⑦血液検査・特殊検査
⑧再診の予約
採血をします。コースにより検査項 次回の再診日の予約をします。
目が変わります。
コースにより、結果が出るまでの
ご自宅で行う特殊検査のある方は、 日数に違いがあります
マニュアルをお渡ししご説明します。（3～6週間程度）。

①ご予約

料金表

完全予約制です。お電話もしくはWebにてご予約下さい。
※当日のご予約相談は、お電話にてお願い申し上げます。

②初診
初診料10,000円（税別）＋
アンチエイジングドック費（税別）

③再診
再診料10,000円（税別）＋
薬剤費（税別）

スタンダード

72,000円（税別）

フェリシティー

181,000円（税別）

※初診・アンチエイジングドック当日は
2時間ほどかかります
お時間にゆとりをもってご来院ください

ご質問等ございましたら、お電話やWebよりお気軽にお問い合わせください

📞 052-231-5025
火～土曜

9:00-13:00 14:00-18:00

フェリシティークリニック名古屋
名古屋市中区丸の内2-14-19 安藤ビル3・4階

【丸の内駅4番出口から徒歩2分】

