
☹ ｢寝つきが悪い｣｢よく目が覚める｣｢寝起
きが悪い｣など睡眠の困り事は辛いもの。

☹ 睡眠を妨げるような生活習慣や悩み事に
焦点をあて、ご自分でできる改善方法に
ついて、心理士がお話しします。

こころメンタルクリニック 第８回セミナー

「睡眠」の困り事を改善するヒント
日時：2019年（令和元年）11月21日（木）15時～16時

場所：こころメンタルクリニック



本日の内容

１．睡眠の困り事＝「不眠」を知ろう

２．自分の睡眠環境を点検してみよう

３．意識的にからだをリラックスさせよう

４．睡眠日記を活用した方法

５．最後に

＜おまけ＞それでも・・・眠れない時・・・



１．眠りの困り事＝「不眠」を知ろう

眠気、集中力低下、倦怠感、意欲の低
下など、日中にも生活や仕事に支障あり

入眠困難：寝つきが悪くなかなか眠れない

睡眠維持困難：しばしば目が覚める

早朝覚醒：眠いのに朝早く目が覚めてしまい、
再び眠りにつけない

不眠症
成人の4人に一人
中年期以降急増
40～50歳台でピーク
女性＞男性



副交感神経 交感神経

拡張 → 血管 ← 収縮

下降 → 血圧 ← 上昇

ゆっくり → 心拍 ← 速い

弛緩 → 筋肉 ← 緊張

蠕動促進 → 腸 ← 蠕動抑制

抑制 → 発汗 ← 促進

◆交感神経は、日中に活動するときなど、

心身が緊張・興奮する際に働く

◆副交感神経は、くつろいだり眠ったり、

心身がリラックスする際に働く

◆車に例えると、アクセルとブレーキの役割
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◆自律神経：神経系自体が制御する神経

私たちの生命活動を24時間支える、つまり呼吸や血液
循環、食物の消化、体温調節等は、自分の意思でなく
自律神経がすべてを調節



☹眠気のリズム

深部体温（体の中心内部の温度）が下がり始めると、
眠りにつきやすくなる（深部体温を下げるために皮膚の温
度は上がります）



＜自律神経の一日の波＞

交感神経
優位

副交感神経
優位

6時 18時 6時

2つの神経のバランスが崩れること＝自律神経の乱れ

体内時計に合わせて生活する=健康への第一歩 6

☹光と体内時計

体内時計の働きで、毎日決まった時刻に様々なホルモンが
分泌されたり、睡眠や覚醒を繰り返す体内リズムが生まれる

セロトニン分泌

睡眠ホルモン（メラトニン分泌）



睡眠を妨害する要因

① かゆみ、痛み、喘息発作など、身体症状によるもの

② 生活環境や生活習慣

環境～室内温度、体温、明かりなど

習慣～アルコールやカフェイン、ニコチンの摂取

③ ストレス、生活上の不安、緊張

ストレス 一過性（一時
的）な不眠

不眠の長期か

不眠の長期化

寝室と不眠が関連
付けられてしまう

寝室に行くと目がさえる

ストレスがなくなっ
た後も眠れなくな
ってしまう



不眠を維持する３つの特徴

① 行動的特徴

日中の生活習慣(運動)、寝る前の習慣(飲酒など)やベッドに入
ってからの習慣(TVを見る)、寝られない時の習慣(時計を見る)

② 認知的特徴

寝る前の考え(今日は寝られるだろうか)、ベッドに入ってから浮か
んでくる考え(今後、どうなるのだろう)、睡眠に対する考え(8時間
寝なければいけない)

③ 身体的特徴

体温、睡眠のリズム、ベッドに入ってからの緊張やりきみ

身体

行動

認知

1つの歯車を調整しても、他が動いていれば連
動してしまうことがあるので、3つの歯車を止め
る方法を見つけるとよいでしょう

眠れない状態が維持される！



☹睡眠環境チェックリストでご自分の生活を振り返ります

☹いかがだったでしょう？

☹具体的に睡眠環境で改善できそうな点はありましたか？

☹次に「健康な睡眠のための10か条」から、適切な睡眠環

境を整えるヒントをつかみましょう

２．自分の睡眠環境を点検してみよう



その通り そうではない どちらとも言
えない

①週に3回以上運動（1回30分以上）をしている

②カーテン、ブラインド、雨戸などのおかげで、朝日が昇っても部屋の中は暗い

③夜間、寝室は静かで、家の前の道路や隣家から物音がめったに聞こえない

④暖房の音や床を歩く音は気にならないくらい小さい。このような音によって起き
ることはない

⑤ペットが、自分の寝つくのを邪魔したり、夜起こしたりすることはめったにない

⑥一緒に寝室で寝ている人の動き(読書、身動き、布団を取ってしまう<一緒の布団
に入っている場合>、いびきなど)によって、自分の睡眠が妨げられることはめった
にない

⑦子供が夜にやっていることで、自分の睡眠が妨げられることはめったにない

⑧自宅は安全である。家族、ペット、戸締り、警報装置、隣の人などのおかげで、
自分は自宅の安全性について心配になることなく夜は快適に過ごせる

⑨敷布団、マットレス、枕が自分にとってぴったりになるようにお金をかけたこと
がある
⑩すきっ腹で寝たり、または逆にお腹いっぱいの状態で寝たりすることはほとんど
ない

⑪コーヒーなどカフェインの入ったものを夜に飲むことはない

⑫夕食後や寝る前にお酒を飲む習慣はない

⑬夕食後や寝る前にタバコを吸う習慣はない

⑭寝室で次のこと(〇をつけてやってください)のどれかをやることもあるが、やっ
ても週2日以下である
・何かを計画する
・昼間のことを思い出す
・問題をどうやったら解決できるか考える

⑮夜中に起きても時計を見ない

睡眠環境チェックリスト
下記の質問にどれくらい自分が当てはまるか、お答えください。



健康な睡眠のための10か条

① 睡眠時間は人それぞれ。翌日の昼間に眠気で困らなければ、
それで十分

② 定期的に運動しよう

③ 寝室を快適にして、光や音が入らないようにしよう

④ 寝ている間、寝室を快適な温度に保とう

⑤ 規則正しい食生活をして、すきっ腹でない・寝る前に水分をとり
過ぎないようにしよう

⑥ カフェインの入った物は午後3時を過ぎたら取らないようにしよう

⑦ 寝る前の2時間や夜中はアルコールは取らないようにしよう

⑧ 寝る前の2時間や夜中は喫煙を避けよう

⑨ 昼間の悩みを寝床に持って行かないようにしよう

⑩ 眠ろうとして頑張らない、夜中に時計を見ないようにしよう



《健康な睡眠環境10か条の解説》

① 睡眠時間は人それぞれ。翌日の昼間に眠気で困らなければ十分

睡眠時間には個人差がある。また年齢により変化する。昼間の眠気
がなければ、時間を長く取ることにこだわらないようにしましょう。

② 定期的に運動しよう

運動のスケジュールを入れましょう。1回20～30分、週3回程度の
運動が睡眠を促進します。寝つきやすくなり睡眠が深いものになりや
すいです。ただし、寝る2時間前の運動は避けるほうがよいでしょう。

③ 寝室を快適にして、光や音が入らないようにしよう

明るすぎたりうるさかったりすると、目が覚めてしまったり睡眠の質が落
ちることがあります。些細な光や音でも脳は活動し休息できません。
真っ暗で騒音がない環境が望ましいです。朝は日光を浴びると、睡
眠リズムが調整されます。



《健康な睡眠環境10か条の解説》

④ 寝ている間、寝室を快適な温度に保とう

暑すぎたり寒すぎたりすると睡眠の妨げになります。暑いよりは寒い
ほうが寝やすいですが、寒すぎはよくありません。

⑤ 規則正しい食生活をして、すきっ腹でない・寝る前に水分を取り
過ぎないようにしよう

空腹は睡眠の妨げになります。睡眠の前に軽い軽食(特に炭水化
物)をとると、睡眠の助けになります。脂っこい物や重いものは、寝る
前の2時間は避けましょう。寝る前の水分を控えると、夜中にお手
洗いに行く回数は減るでしょう。

⑥ カフェインの入った物は午後3時を過ぎたら取らないようにしよう

カフェインの入った飲料(コーヒー、紅茶、緑茶、コーラ、チョコレート
など)は、朝なら覚醒効果がありますが、昼過ぎだと寝つきが悪くな
ったり、夜中目覚めやすかったり、睡眠が浅くなります。



《健康な睡眠環境10か条の解説》

⑦ 寝る前の2時間や夜中はアルコールは取らないようにしよう

緊張している時にはアルコールで寝つきやすくなるかもしれませんが、
夜中に離脱症状で目覚めやすくなります。

⑧ 寝る前の2時間や夜中は喫煙を避けよう

たばこに含まれるニコチンには精神刺激作用があります。

⑨ 昼間の悩みを寝床に持って行かないようにしよう

悩んだり翌日の計画を立てたりするのは、寝る前や寝てからはやめ
ましょう。不安な状態で寝ても眠りが浅くなります。夜中に思いだし
たら（思いついたら）メモしておいて翌朝考えましょう。

⑩ 眠ろうとして頑張らない、夜中に時計を見ないようにしよう

リラックスしていない状態では眠れません。眠ろうと頑張っても、状態
は悪くなるだけです。



１）体温：熱いお風呂は避けましょう。入浴は就寝の2時間前が
よいでしょう。冷え性の方は深部体温の低下が不十分なため、寝つ
けなさと関係します。手足が冷えないよう工夫しましょう。

２）安眠を誘うお風呂の入り方

◆ゆっくり湯船につかる！

39~40度のお湯に、15分程度つかる

最初の5分は肩まで、その後10分は半身浴

◆お風呂上りに水を1杯、水分補給

◆ドライヤーをかける時、ちょっと上向きにしてみましょう

交感神経か
ら副交感神
経へのｽｳｨｯﾁ
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＜健康な睡眠環境～番外編＞



☹不安と緊張はリラックスと相反する関係

☺1929年にJacobsonにより開発され、その後心理療法の１つであ
る行動療法で確立

☺悪循環を断ち切る

ストレス場面→緊張→筋肉や各種の臓器から不安と緊張感→中枢神経系

☺この連鎖を断ち切ることで不安感を減少させ、

筋肉の緊張を和らげることでそれ以上

中枢神経を刺激せずにゆったりした気

分になれ、眠りにつきやすくする

３．意識的にからだをリラックスさせよう

不安・緊張 リラックス



認知行動療法について 17

☺筋弛緩法の効果

①生理的活動の正常化

・血圧、特に最低血圧が下がり、狭心症の予防にも役立つ

・不眠状態の改善

・習慣的、慢性的な頭痛がなくなる、特に緊張性頭痛に効果あり

・排尿や排便を楽に我慢できるようになる、消化器系の病気予防・治療に効果

②不快感の解消

・騒音、嫌な臭い、痛みなどから受ける苦痛や不快感を和らげる

・神経質な状態からの解放

・いらいらした爪噛みとか貧乏ゆすりなどの癖が直る

③精神生活の向上

・頭を十分に休ませることができ、新しい活力、精神的エネルギーが補給される

・精神集中、精神統一ができ、明確な判断がつき決断力が得られる

・頭の中を空にすることができ、落ち着きを取り戻す
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リラクゼーションの順番
筋肉群 部位 緊張（5秒程度） 弛緩＝脱力（20秒程度）

① 上肢
手 こぶしを硬く握る 指をだらりとさせる

腕 ひじを曲げる ひじを伸ばしてゆったり

② 頭部

額 額にしわを寄せ、眉をひそめる しわを伸ばしてゆく

目 硬くつぶる 目の周りをゆったり

あご 歯を食いしばる 歯をゆるめる

首 首を後ろに曲げる 楽な位置に戻す

肩 すくめて、上げる おろす

③ 胴体
胸 深く息を吸って止める 胸板をゆるめる

おなか 腹筋を硬くする 腹筋をゆるめる

④ 下肢 足 つま先を遠く下の方向に押す 元の位置に戻す

深呼吸 身体全体をゆったりとリラックスさせる

参考：『ストレス・マネジメント入門 自己診断と対処法を学ぶ』中野敬子著、金剛出版

➢緊張、弛緩時の各部位の感覚に集中しましょう。

➢ 1日2回以上、1回の実施で、手から深呼吸まで一連の流れを2回以上練

習するのが望ましいです。

➢毎日2回以上練習すると、早ければ1週間で効果を感じられます。



☹もっと積極的に取り組みたい方へは、睡眠日記を記録し
て、目標を立て段階的に改善する睡眠スケジュール法も
あります

４．睡眠日記を活用した方法

睡眠日記
↓

就寝・起床時間、夜中の覚醒時間、
睡眠の質など睡眠全体を分析

睡眠環境チェックリスト
↓

見直し項目を健康な睡眠の10か条を
参考に、できそうなもの1~3個を宿題

としてやっていく

※睡眠日記、睡眠
環境チェックリス
トは配布資料参照

週単位で睡眠状態
を確認しながら、
質の良い睡眠を取
って行く



☺睡眠と体のしくみや環境との関連についてお話しました。

☺ご自分の生活習慣や行動、環境を振り返ってみて、いか
がだったでしょう？何か気づかれましたか？

☺「健康な睡眠のための10か条」を参考に、できそうなことか
ら、具体的に考え、試してみましょう。

☺睡眠は、昼間に入力された情報を

整理する大切な活動です。

今後快適な睡眠が健康維持に

繋がりますよう願っています。

５．最後に



☺眠れない時は寝床からいったん離れましょう

30分以上眠れなかったら、寝床を離れてみます

（「眠ろう」とすることを意識して頭がさえてしまうから）

⇒ 自分がリラックスできることで眠気を待つ
好きなTVを見る、音楽を聴く、読書、アロマなど

☺眠気には周期がある⇒周期を逃したら眠くなるの待つ

サーフィンの波を待つ感覚

羊さんを数えるより、一旦寝床を離れ

次の眠気の波をゆったりと待ちましょう

＜おまけ＞それでも…眠れないとき・・・


