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第 11 回 外観先端医療シンポジウム 

『将来の美と健康 食がつくる美 ～賢く食べる将来のために～』 

第 3 部トークディスカッション（15：30～16：40） 

 

堤 皆さまお待たせいたしました。これより第 3 部トークディスカッションを行いたいと

存じます。休憩時間にご来場の皆様方よりたくさんのご質問をいただきました。とても真

面目な質問から、控室全員で大笑いした質問までいろいろとございましたが、似ている質

問などはまとめて、このあと限られた時間ですが、できる限り講演者のお三方にお答えい

ただきたいと思います。 

 たくさんの質問の中から、最初に、それぞれ今のご職業を選んだ理由について、一言ず

つお答えいただきたいと思います。 

 

かづき 私は小さいときに心臓が悪く、冬になると血流が悪くて顔が赤くなって、それが

嫌でした。顔が赤いと心がつらく、心がつらいと体がしんどいという経験から、顔と心と

体はつながっていると感じました。30 歳のときに心臓の手術をして、顔が白くなって、そ

れでメイクの勉強をしようと思い立ったわけです。でも、美容学校に行っても、一日中取

れないお化粧などは教えてくれません。それで私は、自分の考えるような、ゼロからプラ

スになる化粧ではなくて、マイナスからゼロになる化粧、普通に戻れる化粧をやってみた

いと思いました。そうやっているうちに、あるとき、やけどの女の子が看護師さんに連れ

てこられて、「体のリハビリは終わりました。でも先生、この顔じゃ世の中に出ていけませ

ん。顔のリハビリも要りますよね？」と言われて、それで私はリハビリメイクを考案して、

それからはずっとこの道を爆進してまいりました。 

 

鈴木 私は小さい頃から映画が好きでした。映画を見ていると、パニックが起ったような

ときでも「医者がいるぞ」って言うとみんなが安心するんですね。それで、いつも人を安

心させる仕事をしたいと思って、医者を選びました。 

 

高木 私、最初は女優だったんですけれど、今はコメンテーター、タレントです。最初女

優を選んだきっかけは、お金儲けをしたかったからなんです。本当ですよ（笑）。両親が経

営していた託児所が少子化で倒産状態になってしまって、大学も中退することになったん

です。そのとき、女優になりたいという友達に誘われて一緒にオーディションを受けたら

受かってしまいました。これで生活費を稼げると思ったら、最初の 5 年ぐらいは年収 5 万

円ぐらいでがっかり。その後、お昼のドラマの主役のオーディションに受かってようやく

欲しいものが買えるようになりました（笑）。 

 それで調子に乗ってしまった結果、ワーカホリックからパニック症候群になってしまい

ました。体も心もつらく生きるのが苦しい日々でした。そこから立ち直るために、かなり
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の決意が要りましたが女優を辞めました。しばらく休んだあと、拘束時間の短い生放送の

コメンテーターを始めました。リアルな問題について自分の頭で考え自分の言葉で話し、

賛否両論をいただきながら、世の中とコミュニケーションができることは新鮮な経験で、

とてもよかったと思っています。 

 

堤 三者三様に波乱万丈の人生をここまで生きてこられました。そのお三方には、先ほど

講演でとても素晴らしいお話をいただきました。それに関する質問にお答えいただきたい

と思います。 

 早速ですが、鈴木先生宛てに「女性ホルモンを長く出し続けるにはどうしたらいいでし

ょうか、女性ホルモンを増やすにはどうしたらいいでしょうか」という質問がたくさん来

ています。 

 

鈴木 女性ホルモンをたくさん出すのは難しいです。やはりその量は一人ひとり決まって

います。閉経の時期も遺伝的に決まっているので、これを遅らせることも難しいです。そ

れでも努力するとしたら脂肪組織を増やすことです。先ほど説明したように、脂肪組織か

らはレプチンというホルモンが出て、脳に働いて女性ホルモンを出します。また脂肪組織

にはアロマターゼという酵素があって女性ホルモンを活性化するのです。 

 

堤 脂肪は敵じゃないんですね。 

 

鈴木 そうです。あとはそうですね、植物性の女性ホルモンを補充するというのが一つの

手ですね。植物性女性ホルモンは、皆さんよくご存じだと思いますが、ナッツとか大豆製

品とか青魚とか、ビタミン E や C や必須脂肪酸が含まれているようなものは、女性ホルモ

ンを補充することになります。 

 もう一つは、外的なもので補う。例えば、コラーゲンが減ってきたなと思ったら、外か

らクリームや何かで補う。また、毛が少なくなってきたなと思ったら、ウイッグを付ける

とか。 

 三つ目は、女性ホルモンが減るのを気にしないこと。私は母がうつ病になるくらい更年

期障害がひどかったので、私も覚悟していたのですが、私は仕事が忙しくて、更年期で汗

をかいても、運動もしないのに患者さんを診ているだけで汗をかけたって思っていました。

ものは考えようで、気にしないというのも一つの手だと思っています。 

女性ホルモンが減るのは残念かもしれませんが、自然なことなので、私はうれしく受け

止めた方がいいと思っています。閉経を迎えるまで生きていられるということですからね。

先ほど説明したように、1945 年当時の平均寿命でいえば、閉経を迎えられずに亡くなった

女性はたくさんいたわけですから。 
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堤 そうですか。なんかちょっと明るい気持ちになってまいりましたが、女性ホルモンに

関連して、高木さんには「更年期の楽しい過ごし方を教えてください」という質問がたく

さん来ています。高木さん、更年期の症状はありますか？ 

 

高木 はい、たくさんあります（笑）。ポーっとなって、汗が出るなんていうのは、もう当

たり前。頭痛、ひどい肩こり、不安、動悸、物忘れ。私はつらい時は「今日は更年期がつ

らいから助けてねー」って SOS 発信しちゃいます。世の中には更年期に触れてはいけない、

語ってはいけないとタブー視するところがありますよね。でも誰でも通る道じゃないです

か。もっとお互い普通に考えてよいと思うのです。自分流の対処法としては、婦人科の先

生の話によると、更年期障害は女性ホルモンが減ることが直接悪い症状を出しているので

はなく、女性ホルモンが減ったことで脳があわてて疲れてしまった結果、自律神経の調子

の悪い状態が起きてくるのだそうです。だから、散歩のように疲れすぎない運動をして、

ストレス解消と深い睡眠を心がけ脳をリラックスさせてあげたところ、それだけでかなり

楽になりました。実は女性ホルモンも試したのですが、1ヶ月で4キロも太っちゃったので、

やめてしまいました。また症状が出てくるのが怖かったのですが、脳をリラックスさせる

生活、つまり自分に優しい生活を続けている現在は安定しています。日々のモットーは「自

分の責任はみんなの責任。みんなの責任はみんなの責任。ごめんなさい、更年期です。治

ったら恩返しします。美保の恩返し」（笑）。他には、朝日と夕陽を浴びること。食生活は

バランス良く、○○抜きダイエットはしない、豆乳を朝晩温めて飲む、です。 

 

鈴木 高木さんがすごく分かりやすく話してくださったんですが、確かに女性ホルモンが

下がっていると、脳が出さなきゃいけないというホルモンをどんどん出すんですね。この

落差の時期に更年期障害という症状が出るんです。だから女性ホルモンが原因じゃなく、

落差を柔らげるのが、女性ホルモン治療なんです。 

 女性ホルモンは今では飲むものだけでなく、貼るテープもあります。体重が変化しない

人もいて、個人差があるので、一度トライしてみればいいと思います。あとは、桃核承気

湯、柴胡加竜骨牡蛎湯、加味逍遥散、女神散、当帰芍薬散などの漢方薬もあります。人に

よって、自分に合ったものを選べばいいと思います。 

 

堤 かづき先生は何か気になさったことがありますか？ 

 

かづき 更年期障害ですか。もう遠い昔で分かんないです（笑）。今年の初めに肩が痛くて、

マッサージに行ったら「四十肩ですか」って言われて、それがうれしかったです（笑）。 

 更年期の年代のときは、忙しいまま、ずっと動いていて、ワーっと過ぎてしまった感じ

です。30 歳までは心臓が原因でしんどかったです。それに比べれば、上を向いて寝られる

し、薬もないし。お体の悪い方というのは薬を減らすことがうれしいんですよ。これだけ
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減りましたというのが元気になっていく証拠だから。だから私は薬は何も飲んでいません。

好きな物を食べています。 

 

堤 更年期の不調をちょっと悩むっていうのは、本当に深刻な病気の方から比べると、み

んなが通る道だからちょっとぜいたくな悩みなのかもしれませんね。 

 

鈴木 本当に症状が重い方ももちろんいらっしゃいますから、そういう方には治療が必要

です。 

 

高木 孤独にならないで、一人で悩まなくても大丈夫だということを知るのが大事ですね。 

 

堤 続いての質問は、かづき先生宛てですが、50 代の女性の方からです。「55 歳の男性の

友人が顔面のがんで左半面を失いました。誰にも連絡を取りたくないと言っていた彼が手

術後リハビリのため定期的に会って欲しいと言ってきました。痛みを聞いて欲しいと言わ

れました。何かアドバイスをいただけますか」という質問です。 

 

かづき 私は心臓の穴を塞ぐ手術のために入院していたとき、かわいそうねとか、つらか

ったでしょ、痛かったでしょと言われるより、「今何が欲しい？何して欲しい？」と言って、

毎日少しだけでも顔を出してくれる人、それが一番うれしかったですね。 

 「ちょっと顔を見せて欲しい」って言われるのは素晴らしいことだと思います。痛いで

しょとか、かわいそうだねとか、つらかったわねとかは要らないと思うんです。横にいて、

ちょっと喉が乾いているんだったら何か飲み物を持っていくとか、小さなことでいいんで

す。お見舞いに行って、お話を聞いてください。顔面を取っているご本人にはなれないの

で、そのなれないことをわきまえて、ちゃんとお話を聞いて、ずっとお友達でいることが

大切だと思います。 

 

堤 続いて、鈴木先生への質問ですが、「摂食障害になりやすい体質というのはあるんでし

ょうか」。摂食障害についての質問が何人かの方から来ています。 

 

鈴木 だんだん研究が進んできまして、摂食障害になりやすい脳の機能、素因というのが

分かってきました。その方がわがままだから病気になるんじゃなくて、脳になりやすい原

因があるんです。 

 脳の機能で、ストレスで食の異常を来しやすいという素因があって、性格的にはすごく

真面目で、完璧主義できちんとしていて、善良な方がなりやすいと言われています。 

 

堤 なりやすい素因がある人がなるべくならないようにするために、何か気を付けること
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はあるんでしょうか？ 

 

鈴木 はい。この病気はストレスの病気なんですね。高木さんがお話ししてくださったよ

うに、食べないで痩せると視野が狭くなって嫌なことに対する感受性が鈍くなります。そ

こで、ストレスが大きいと、それに対処するために、人は痩せようとします。反対に、過

食症の人は、アルコールと同じで、食べている最中は何も考えないという快感が得られる

ので、過食をしてしまいます。どちらもストレスへの対処の問題なのです。だから、拒食

症や過食症にならないためには、ストレスを減らすこと、ストレスへの対処に上手になる

こと、ストレスを早く発散させる知恵を持つことが大事なのです。これはすべてストレス

対処能力です。コーピングスキルと呼んでいます。スキルなので学べます。臨床心理士さ

んなどが教えてくれるので、これが予防になります。いま学校でも授業でコーピングスキ

ルを伸ばす授業をしている学校もあります。会社でもコーピングスキル講座ははやってい

ます。 

 

堤 さて、そんなストレスに関する質問で、高木さん宛てに「ストレスを減らす良い方法

を具体的に伺いたいです」ということですが。 

 

高木 そうですね。一言で言いますと、あまり期待しすぎないこと。コメンテーターとい

う仕事をしていて一番学んだのは、人はそれぞれ違う生き物であって、私もあの人のこと

を全部理解できないのだから、あの人も私のことを全部理解できるはずがないということ

でした。それで良いのです。意見が違えば揉めることもそりゃあります。例えばソーシャ

ルネットワークの炎上って言葉、流行りですが、あんなふうに人を攻撃すると、実は自分

の中にマイナスの感情が溜まってしまう。それってすごく心身の健康に悪いです。逆に攻

撃でなく意見交換の場と考えて使えば、ゆとりのある人間関係を作るための練習になりま

す。健康にも非常に良い。でもどうしても今日は仕事上衝突しそうだという日、あります

よね。その時は相手を否定するのではなく、最大目標としてそれぞれ違う意見の中で、最

大の妥協点を見出そうというふうに、互いに目標設定を少し変えるといいと思います。相

手が間違っているというふうに恨んだりするより、最大の妥協点を見出して、それで「な

るほど」と言えば、恐らく問題は相当解決します。人は変えられないけれど、自分は変え

られる。少なくとも相手を好きになれなくても好きな自分でいられる。 

 

堤 そうですよね。何で分かってくれないのっていうところからストレスが始まりますけ

ど、分かってくれなくて当然というところから始まると、気も楽になりますし。 

 

高木 ちょっとでも分かってもらったときには嬉しいですしね。 
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堤 かづき先生は、ストレスについてはいかがですか？  

 

かづき 高木さんがおっしゃるように、別に人に分かってもらおうと思わなくていいんで

すよ。人は人、自分は自分で。無理やり迎合して話を合わせたりとか、群れたりするとき

って、一時期はありますよね。でも、そこから離れて自分のやるべきことを一生懸命やっ

ていると、自分と合う人が自然に集まってきます。そういう自分の心地よいところを作れ

ばいいのです。 

 私は、刑務所や少年院などを出て更正保護施設に入っている人達にメイクを教えていま

すが、4～5 年くらい前から就職率が 100 パーセントになりました。もっとうれしいのは、

再犯率がすごく減ったんです。 

美人じゃなくても、いい顔ってありますよね。相手にとっていい顔。ニコっと笑って相

手を癒やすんですよ。だから就職率が良くなるんです。そういうのを化粧と思わないで、

自分自身の延長と思って、生きるための技と思えばいいんです。 

 元気な顔がいいのです。元気な顔はすごく運が良くなります。元気な顔をつくっていれ

ば、対人関係が変わります。対人関係が変わると犯罪に関わらなくなります。 

 対人関係はストレスと関係しますからすごく重要です。だから、笑顔が大事なのです。

笑顔は損をしないですからね。 

 鏡の前で笑顔の練習をするんですよ。でも顔だけじゃダメなんです。心から笑うのが大

事です。心から笑えるためには元気でないといけません。だから、心の健康が大切なんで

す。そうすると、どんどん対人関係が良くなりますから、ストレスが解消されるのです。 

 

堤 鈴木先生、いかがですか。 

 

鈴木 私も女子刑務所のモデル事業の諮問委員会の委員をしています。一般社会で高校生

の拒食症は 0.3 パーセントなんですが、女子刑務所には 3 パーセントもいるんです。これは

普通の病気と違って対処が難しいので、それで支援に行っています。 

 そこで聞いた話で、かづき先生のおっしゃるように、再犯率を減らすためにはやっぱり

人の手と人の気持ちが必要なんですよ。受刑施設は今までは外からの支援をあまり求めて

いなかったのですが、私どものモデル事業では、助産師会、看護師会、臨床心理士会とい

った方々を交えて、一人ひとりを手厚く、お話を聞いたり支援することで、再犯を減らす

ことを目指して、モデル事業をやっています。 

 

かづき やっぱりストレスは対人関係から起こるんですよ。いろいろな方々にメイクをす

る機会がありますが、時には難しい人もいます。でも 30 年以上の経験から、そんなときに

は、相手を瞬間的に好きになる素晴らしい方法を見つけたんです。相手の人が一生懸命し

ゃべっているとき、この人の悩みや悲しみ、辛さを少しでも解消したいと思うと、その人
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がかわいく見えてきて、化粧で元気になってもらいたいと思ううちにその人を好きになる

んです。そうしないとお化粧できません。これも一つの技ですよ。瞬間的に相手を好きに

なる方法を作ればいいんです。 

 

堤 相手からどんな信号が出ていようが・・・。 

 

かづき 全然関係ありません。こちらが好きだという信号を送ると、相手もこちらを好き

になります。こちらが拒絶すると相手も拒絶しますから、こちらが変われば相手も変わる

んです。ご主人でもね、主人が変わればいいんだというのは違うんですよ。奥さんが変わ

ればいいんです。 

 

高木 そこすごく共感できます。コメンテーターという仕事は人間研究なんですが、難し

いんですけど、そのときに一番役に立つのが、相手の中に感じる嫌な部分は、実は自分自

身の気付いていない悪い部分なんだということ、それを知っておくことなんです。例えば、

自分がかつて何か人のものを盗んだ－盗んでないですよ（笑）－盗んだ経験があるから、

あの人は私から大切なものを盗むかもしれないって想定するんです。 

 だから相手の中にある嫌なものは、自分の中にあって、それを自分の中でやめればいい

んです。自分のことはすぐにできますから。こちらから警戒心が出ていれば相手もそれを

察知します。自分の中の嫌な部分を「やーめた！」ってできると、相手の警戒心もなくな

るんです。「最初に会ったときの印象と全然違いますね」ってときどき言われることがある

んですが、これはやっぱり自分の中で「やめた」が成功した例だと思います。 

 

堤 ということは嫌な人に会えば会うほど、そのとき「やめた」って自分に言い聞かせて

っていれば、自分がどんどんいい人になれるということですか。 

 

高木 そうです。ただ、いい人っていうのも面倒じゃないですか。いい人じゃなくて、自

分が好きな自分になるということ。好きな人と一緒にいるときの自分って、すごく自分で

自分が好きだと思うんです。自分が好きでいられる自分になれる時間が増えていく。そう

すると気持ちに余裕が出てきて、私は更年期だけど、前より生きるのが大変じゃなくなっ

てきました。 

 

堤 自分のことが好きになれるというのが、一番ストレスが少ない状態だということです

ね。 

 

かづき ところで、うちの冷蔵庫はしゃべるんですよ（笑）。「何月何日、何曜日、おはよ

う」「きょうもよろしく、しっかり冷やします」って。私はそれに返事をするんです。「よ
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ろしく」って（笑）。今朝も冷蔵庫がしゃべっていたんですけど、「腐ったものがないです

か」って言うから、「ありますよ、ありますよ」って返事したんです（笑）。 

物ってしゃべると愛情が湧きますよね。しゃべる鏡を作りたいなと思うんです。鏡を見

ると「今日はきれい」って言ってくれるんです（笑）。 

 

堤 言ってほしいですね。 

 

かづき 言ってほしいでしょ。「きょうはあなたが一番」とかね（笑）。「きょうはちょっと

変」とか言われると、自分も鏡もがっかりしちゃって（笑）。そんなふうに、そういう自分

をちょっと笑ってしまう自分がいて、そういうのもストレス解消法ですよ。 

 

高木 私はよくテレビに話しかけます（笑）。 

 

かづき そうですよね。 

 

高木 テレビ見ながらずっとしゃべってる（笑）。だって突っ込みどころいっぱい（笑）。

けっこうストレス解消になって、実際に番組に出演しても「よろしくお願いしまーす」っ

て平和にできます（笑） 

 

堤 会う前に発散してますからね（笑）。 

いろいろなストレス解消法が出ましたね。皆さんも是非きょうからこれも取り入れてい

ただきたいと思います。 

 次の質問ですが、かづき先生宛てに「毎日欠かさず食べているものは何ですか」という

質問が来ています。他のお二方にも同じような質問が来ています。 

 

かづき 毎日食べている物というと、私の場合は、毎朝自分で作ったジュースですね。リ

ンゴ、ニンジン、コマツナ、トマトに、旬の物を入れます。モモがあるときはモモを少し

入れます。それとハチミツを少しだけ入れます。 

やっぱり自分で作るということが非常に大事ですよ。買ってきて飲むんじゃなくてね。

安心でフレッシュですから。 

 

鈴木 人には偉そうなことを言っても、多分私はそんなに考えて食べていないです。私は

和食が一番好きなので基本的に和食です。外国の人がよく言うんです。「どうして和食を治

療食にしないのか」って。そのくらい世界では、和食のバランスの良さは評価されていま

す。 

 旬の物もよく食べています。それからお野菜・果物は多く食べていると思います。あと
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は本当に気にしないで食べています。 

 

堤 そうですか、心の声に従って食べたいものを食されるという感じですね。 

 

鈴木 私は小さい時、まだ電気冷蔵庫がない頃で、母がトマトを冷やしておいてくれて、

それがおやつだったんです。だから、高木さんと同じで、トマトの生がすごく好きです。 

それから、私が受験勉強している頃に夜中にお腹がすくんですね。それで「お茶漬け食

べたい。でももう 12 時なんだけど」って言うと、母が「好きなら食べなさい」って言って

作ってくれたんです。今でも夜になると「お茶漬け食べたい」と思うと、母が「食べなさ

い」って言ってたなと思いながら食べています。だから人にはあんまり偉そうには言えま

せん。好きなものを楽しく食べています。 

 

高木 昔よりも、食べたいと思う物が長く続かないんです。すごくサイクルが短くなって、

いろんなものをかわるがわる食べています。その中でずっと続けているものが一つあると

すれば、お湯です。朝起きたらお水を飲むといいってよく言われますが、私は水だと体が

冷えちゃって駄目なんです。だから、白湯をゆっくりと朝一杯飲みます。そうすると胃か

ら腸から全部温まって動き始めてくれる感じがするんですね。 

 野菜は体にいいというけれど、唯一欠点は繊維が多いので消化が悪いんです。私は胃腸

が弱いので、野菜で胃が痛くなっちゃうことがあるんです。でも白湯を飲んでから野菜を

食べると、比較的そういうことがなくていいんです。ずっと続けています。 

 あとは更年期に入ってからは、大嫌いだった豆乳を飲んだら、おいしくてしようがない。 

 

堤 実は私もそうなんです。ずっと豆乳が飲めなかったんですけど、高木さんと同じ年な

ので、ちょうど 3 年前から、豆乳ってこんなにおいしかったっけと思って飲んでいます。 

 

高木 そうでしょう？ 

 

堤 体の声を聞くって大事かもしれないですね。 

 いま高木さんがおっしゃったように、定期的に違うものが食べたくなるというのは、腸

が体に信号を送っているという話を聞いたことがあります。腸の専門の先生に「腸の声は

聞かなきゃ駄目だよ」って言われました。腸は第 2 の脳と言われているらしいんですけれ

ども、腸は飽きっぽいんだ、だから同じものを食べていると、もういい加減にしてくれっ

て指令を出すらしいです。 

 だから、人が 1 週間おきに、もう最近キャベツばっかり食べたから次はトマトがいいな

とか、次はイチジクがいいなっていうのは腸の声らしくて、「腸を飽きさせない食事が一番

体にいい食事なんだよ」って話を聞いたことを今思い出しました。 
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高木 じゃあ私、腸と会話してるんですね。 

 

堤 恐らく。先ほどの講演でも思いましたけど、高木さんは本当にご自身の身体とよく会

話していらっしゃいますよね。 

 

高木 多分私、自分が世界一好きなんです。 

 

堤 それが最大のストレス解消ということなんでしょうか？ 

 

鈴木 私は、この年になっても私のことを好きじゃないです。 

 

堤 そうですか。 

 

鈴木 若いと未熟なのに理想が高いので、若い人こそ自分のことをそんなに好きじゃない

と思うんですね。でも、カウンセリングに行くと、自分のことを好きになりましょうとよ

く言われます。でもそれは無理だと私は思っていて、完璧を目指せば目指すほど、やっぱ

り自分の嫌なところに目が行くので、自分のことを全部好きという人はそんなに多くない

んじゃないかと思います。 

だから自分のことを好きじゃなくてもいいと思います。私は自分のお誕生日に自分で自

分にご褒美をあげます。「こんな私だけど 1 年よく頑張ったね」って言って、私が私にご褒

美をあげるんです。だから皆さんも、誰も認めてくれなくても、嫌いな自分がいても、ま

ず努力している自分を自分がしっかり褒めてあげて戦ってほしいと思っています。 

 

高木 私は完璧じゃない自分でもすごく好きなんです（笑）。 

 

堤 その域に達してらっしゃるんですね。 

 

高木 だから夫とかマネージャーが大変だと思います（笑）。 

 

かづき 周りにストレスをかけないと自負される方は、「こうしたら相手にストレスをかけ

ない」って言うんですけど、その方のおっしゃることがすごいストレスなんですね（笑）。

そういう人は周りにストレスをかけてますよね。 

 

高木 そうそう。きっと周りは大変。 
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堤 ご本人は気にしていらっしゃらないんですよね。 

 

かづき そうなんですよ。「こういう生き方をしましょう」とか言われて、周りがどっと疲

れるんですよ。不思議ですよね。 

 

高木 気を遣われると気を遣うでしょ？逆もそう。 

 

かづき そうそう、気を遣わないって気を遣う。 

 

高木 だから私は「気を遣わないで、私も気を遣わないから」って言っちゃいます。わり

と好評です。 

 

堤 そういう人を自分の周りに何人置けるかっていうところもありますよね。全員が全員、

気を遣わなくていられればいいですけど、仕方なく気を遣わなきゃいけない相手もいます

から。 

 

鈴木 でも「気を遣う」というのと「気遣い」というのは違うんじゃないかと思います。「気

遣い」というのは、自然に出てきて、代償を求めなくて、私はこうしてあげたからあちら

はこうだろう何ていうことは全然思っていない。「気を遣う」っていうのは、わざわざ気を

遣っているから、こんなにしてあげたのに相手は気を遣ってくれないっていうことになっ

ちゃうんじゃないかと思います。 

 

堤 期待が違うってことですね。 

 

鈴木 そうそう。私が「してあげてうれしい、はい終わり」というのが「気遣い」だと思

います。 

 

高木 相手が「ありがとう」と言わなくて済む「気遣い」というのが一番上手な気遣い。 

 

堤 面白いですね。面白い話がどんどん出てきますが、そろそろ終わりの時間が近づいて

きましたので、最後に「今一番幸せと思うことは何ですか」という質問に対するお答えを

入れながら、一言ずつお願いします。 

 

高木 私は動物が好きなんですよ。動物が出ているテレビを見ていると 1 日終わっちゃう

の。そのときが一番幸せかもしれないですね。動物ってかわいいし、不思議だし、感動す

るし、こんなに世の中に素晴らしい生き物がいっぱいいるんだから、人間も威張らなくて
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いい、自分もこの生き物たちと同じだわって思うと、それでなんか幸せって思えるの。 

 

堤 じゃあ、皆さんにも動物に触れ合ってもらいたいと思うことがおありですか？ 

 

高木 動物が好きな人にはね。別に動物が嫌いな人を無理やり触れ合わせようとは思わな

いですけど。旦那さんが好きだったら旦那さんと触れ合えばいいし（笑）。 

 

堤 旦那さんも動物ですからね（笑）。 

 

鈴木 オキシトシンも出ますよ（笑）。 

 

かづき 好きなものとどっぷり触れる瞬間が一番幸せですね、きっとね。 

 

鈴木 私は、家族が一応健康でいる、きょうのこの瞬間が一番幸せですね。そして、医者

をやっているので、やはり患者さんとどんなに悪い状況でも笑っていられる時間ですよね。 

 

かづき いろんなことを幸せと感じるんです。30 歳まで体が弱かったので、いま元気に生

きられるというのが本当に幸せです。現在メイクの仕事をして、こういう場所で素晴らし

い先生方と一緒に過ごせることが私には夢の中にいるみたいなんですよ。 

 私は本当に仕事が大好きで、メイクをさせていただく幸せを本当に感じるんです。顔に

傷のある方がメイクを終って、ニコッと笑って「先生、うれしい」って言ってくれた瞬間、

その人はどんな人よりも美人ですよ。そして、今日もきれいな人に巡り会えたと思った瞬

間、私の体の細胞が喜ぶんですよ。身体の細胞がウワーっと喜ぶのを感じるんです。その

瞬間、私は本当にすべてのものに感謝しています。太陽にも感謝していますし、スタッフ

にも感謝だし、家族にも感謝、全てのものに感謝しています。それが幸せです。 

 

堤 ありがとうございます。きょうの第 11 回外観先端医療シンポジウム、テーマは『将来

の美と健康 食がつくる美 賢く食べる、将来のために』でした。 

 この 3 時間、皆さんと共に過ごした時間、私もなんかすごく細胞が喜んでる感じがいた

します。そして会場にお越しの皆さんも、ここから皆さんのお顔が一人ひとり見えますが、

とっても笑顔でいい顔していらっしゃるなと思います。きょうは皆さんきっとおいしいご

飯を笑顔で召し上がるんじゃないかと思います。 

 最後までご清聴ありがとうございました。そして素晴らしい 3 人の先生方にどうぞ、大

きな拍手をお送りください。 

 

 


