
お客様の声
名古屋市在住M.S.様 50代前半女性

「これまでのダイエットはその期間だけ甘いものを我慢していました。
今回は欲しなくなるという変化が起きて不思議でいっぱいです。
体重も無理をしていないのに60日を境に減り始めました。」

お客様感想など 当院説明 検査結果

0日目

（ご要望）50歳になり糖尿病手前まで悪
化した検査値の改善をしたい。
体力がなく風邪をひきやすいので健康的
な身体になりたい。
90日間の短期集中で痩せたい。

ダイエットだけでなく
検査値改善も十分可能
です。頑張っていきま
しょう。

脂質、肝機能、
HbA1cがB判
定、血圧がE
判定です。

30日目

以前よりむくみが減った。
周囲から背中の肉や顔まわりが痩せたと
言われるようになった。服が緩くなった。
下着のホックもきつい感じがしない。

体感出来ている事は喜
ばしいですし数値的な
改善はこれから見込め
ます。

肝機能、中性
脂肪が正常値
になりました

60日目

腸内環境が改善した。
（便の色が明るく、臭いが減った）
歩いてつまづくことがなくなった。
甘いものを依然として欲するが身体が受
付ない気がする

管理栄養士さんが日々一生懸命コメント
をくれるので支えになっている。

上手に減量できていま
す。
食事の改善方法が悪い
と痩せられなくなった
り栄養不良でホルモン
が作れず髪や肌の質が
落ちかねません。
このまま頑張りましょ
う。

体脂肪減少、
筋肉量維持が
出来ています。

90日目

間食おやつが激減した。甘味を欲しなく
なるという変化が起きた。不思議でいっ
ぱい。
無理に我慢していないのに60日を境に体
重が減り始めた。
見た目の変化で周囲からもどんなダイ
エットしているの？と聞かれる。
こんなに良い結果になることが驚き。

検査値が改善していま
す。
将来的な検査結果の悪
化（生活習慣病リス
ク）を予防できていま
す。

体重、腹囲、
内臓脂肪が顕
著に減少して
います。
血圧がA判定
に

90日間の面談記録 M.S.様

体重82.5kg→74.4kg ▲8.1kg
内臓脂肪167. 1→136.6 ▲19％

脂質、肝機能、血圧、HbA1c
がA判定に改善しました

90日間の検査記録 M.S.様

注)改善値には個人差があります



お客様の声
愛知県在住T.S.様 60代前半女性

「食事制限をしているわけでないのに体重も腹囲も改善していて嬉し
いしなぜ減量出来ているか不思議、栄養士さんの日々のアドバイスに
とても助かっています。褒めて下さるし分からないことも丁寧で励み
になります。」

お客様感想など 当院説明 検査結果

0日目

（ご要望）健康維持のために週2
回柔道を始めたが身体が重く技が
かけられない。まずは体重を落と
したい。
料理は苦手で食事管理をしたいが
方法が分からない。
両親のように病気（高血圧）で亡
くなりたくない。

検査結果から心筋細動では心臓のポンプ機能の
20％がダメになっている。HbA1cもこれから上
がるであろうと推測。良いタイミングでお申込み
頂きました。体重減少は厳しいと予測しますが健
康寿命を伸ばすことに重点を置き長い目で見ま
しょう。

血圧、心電
図、脂質が
E判定です。

30日目

栄養士さんの日々のサポートに目
から鱗が落ちる思いだった。 1ヶ
月があっという間、上手に褒めて
くださるので続けやすい。サポー
ト内容をメモに録っているがノー
ト一冊分になった。食事のストレ
スは全くない。便通改善している。
冬の体調不良が今年はない。

体重、腹囲が減少しています。内臓脂肪が減って
きており基準値100㎠目前です。
HbA1cが1ヶ月で0.2改善しており糖尿病リスク
を下げています。

糖代謝がA
判定に改善
しています。

60日目

無理なく食事して体重、腹囲が改
善していて嬉しいし不思議。
食べたいものも頻度を示してくだ
さるので我慢している感覚は薄い。
体重が減って膝の痛みが無くなっ
てきて食習慣も改善できている。
老後に寝たきりになりたくないが
今が変われるチャンスと感じてい
る。

体重が5kgも減ってきています。筋肉量は維持で
きているのでこれから内臓脂肪が減っていくと腹
囲ももっと改善し血圧も下がりやすくなります。
服薬も減っていく事が期待できます。身体が軽く
なっている事は良い兆候ですね。

体重が減少
しています。

90日目

延長プランをあと数ヶ月続けて目
標体重まで落として行きたい。教
わった通り塩分や調味料に拘った
ら味の違いも感じて発見や驚きが
ある。メニューが決まらないこと
が多いがアドバイスに助かってい
る。体力向上についてもアドバイ
スお願いします。

検査結果は良くなっています。注意点として水分
を摂りましょう。水分が足りないと、脈がゆっく
りになるタイプの不整脈、腎機能の数値高め、と
なります。内科のかかりつけ医に本日の結果を報
告ください。
内臓脂肪が半分に。今後変化が表れてHbA1cなど
正常値に入っていくはずです。標準体重になると
さらに病気の予防になります。きれいにゆっくり
痩せると良いですね。

資質がA判
定に内臓脂
肪が半減し
ました。
肥満から
軽肥満へ
改善。

90日間の面談記録 T.S.様

体重86.1kg→77.3kg ▲8.8kg
内臓脂肪130.6→72.3  ▲44.7％

HbA1c、糖代謝、脂質が
A判定に改善しました

90日間の検査記録 T.S.様

注)改善値には個人差があります



［ご参考］体重推移グラフ

90日後検査

初回検査

改善例1 42歳男性 糖尿病から糖尿病予備群へ改善 脂質異常、高血圧改善

項目 単位 初回検査 3ヶ月後検査 減少値

身長 cm 174.3 174.1 -

体重 kg 84.1 78.2 ▲5.9

腹囲 cm 104.0 88.0 ▲16

体脂肪率 % 26.8 23.5 ▲3.3

内臓脂肪量 cm² 118.1 67.7 ▲50.4

皮下脂肪量 cm² 244.6 182.2 ▲62.4

［ご参考］体組成推移グラフ
（体脂肪、皮下脂肪、内臓脂肪レベル）

項目 単位 初回検査 3ヶ月後検査 減少値

身長 cm 174.5 174.4 -

体重 kg 69.2 66.7 ▲2.5

腹囲 cm 85.0 78.0 ▲7.0

体脂肪率 % 17.0 13.1 ▲3.9

内臓脂肪量 cm² 32.1 16.9 ▲15.2

皮下脂肪量 cm² 116.2 83.3 ▲32.9

初回検査

血圧 160/95⇒128/80 中性脂肪 397 ⇒90 Hba1c8.6⇒5.9(▲2.70)
従来療法では3年間下がらなかったHbA1cを90日間で健常者近くへ改善

改善例3 47才男性 隠れ肥満の改善 内臓脂肪半減 食習慣の改善

改善例2 54才男性 肥満改善 逆流性食道炎が治癒し睡眠中の嘔吐感も解消

90日後検査

内臓脂肪48%減
皮下脂肪29％減

注)改善値には個人差があります

【90日間の改善例：男性編】
糖尿病、高血圧、脂質異常だけでなく健常者も短期改善しています

医療機関

基準値 関連疾患

自主検査 大雄会LC 大雄会LC 自主検査 大雄会LC 大雄会LC 自主検査 大雄会LC 大雄会LC

日付
2019年
9月11日

2019年
9月29日

2019年
10月22日

2019年
11月15日

2019年
11月25日

2020年
1月9日

2020年
1月19日

2020年
2月5日

2020年
3月12日

日数 ー 開始 30日目 50日目 60日目 90日目 100日目 120日目 150日目

Hba1c 〜5.5 糖尿病 8.6 8 − 6.4 − 6.1 5.9 6.1 6.3

血圧 140/90
動脈硬化
脳梗塞
心筋梗塞

160/95 140/87 134/87 140/84 135/86 128/80

LDL
コレステロール

60-119 脂質異常
動脈硬化
脳梗塞
心筋梗塞

117 123 120 106 ー ー 125 ー 126

中性脂肪 30-149 231 397 93 90 ー ー 93 ー 119

30日 60日 90日



改善例2 52才女性 軽肥満および検査値改善

90日後検査

初回検査

内臓脂肪 29％減

体重
59.2kg→56.8kg

肝機能、腎機能
の改善

改善例1 30才女性 肥満および検査値改善

【30日間の成果】
体重 ▲3.2kg
BMI ▲1.5kg/㎡
腹囲 ▲5.0cm
体脂肪率 ▲2.2％
脂肪量 ▲2.8kg
中性脂肪 ▲110mg/dl
内臓脂肪量 ▲4.9c㎡
皮下脂肪量 ▲12.4c㎡

30日後検査

初回検査

改善例3 59歳女性 肥満および検査値改善

【90日間の成果】

【90日間の成果】

体重
78.3kg→73.4kg

血圧改善
143/83→129/75

90日後検査

初回検査

【30日間、90日間の改善例：女性編】

注)改善値には個人差があります


