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快眠し

睡眠と季節

季節の変わり目で

自律神経が乱れ

やすい

睡眠障害には、不眠症・過眠症・概日リズム睡眠障害・睡眠時無呼吸症候群

などがあります。また、アトピー性皮膚炎などの身体的疾患や、うつ病などの

精神疾患、ストレスなども睡眠障害の原因になります。

睡眠障害について

睡眠不足は心や体の健康に悪影響を及ぼし、

重大な事故につながることもあります

質の良い睡眠をとることが重要です

よく眠れない、眠ってもすっきりしないなど、睡眠の悩みはさまざまです。

快眠できず日常生活に支障がある状態を総称して「睡眠障害」と言います。

寝つきが良くない

途中で目覚めてしまう

朝早く目が覚める

眠りが浅い

熟睡感が得られない

↓

日中の眠気

注意力散漫

疲れ・体調不良

不眠症 過眠症

夜に睡眠を十分とっても

日中に強い眠気が生じ、

起きているのが困難になる

・ナルコレプシー

・突発性過眠症など

気温が高く

湿度も高い

３６５日繰り返される睡眠。よく眠れる日もあれば眠れない日もあり、

誰もが一様ではありませんが、季節ごとに異なる「睡眠の傾向」があります。

朝なかなか

起きられない

寝苦しいので

よく眠れない

睡眠時間は

短くなる
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夏春

～人生の３割は睡眠です～

かちどき薬局のブログ

よう

何らかの原因で体内時計が

狂い、昼夜の生活リズムが

乱れてしまう

↓

夜間の不眠

日中の眠気

昼寝の増加など

概日リズム睡眠障害

気温が下がり

湿度も低く

日照時間も短くなる

気温が低く

日照時間が短い

よく眠れる

過ごしやすい秋の

夜長は夜更かしして

しまうことも

体が冷えて

寝つけない

秋 冬
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睡眠のメカニズム

理想的な睡眠時間は人それぞれで

個人差があります

睡眠時間の長い人もいれば短い人もいます。

また、高齢になると睡眠時間は短くなると

言われていますが、目安として「朝の目覚めが良く

昼間に眠くならないなら睡眠は足りている」と

考えられており、時間にこだわる必要はありません。

睡眠のリズムと体温

睡眠のサイクル

眠っている間、脳はずっと休んでいる

わけではありません

０時 １時 ２時 ３時 ４時 ５時 ６時 ７時 ８時

浅いノンレム睡眠

レム睡眠

深いノンレム睡眠

覚醒 覚醒

朝の光を浴びてから約１５時間後に

分泌されるメラトニンの働きで
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眠りのホルモン「メラトニン」
朝に体温が上昇し始め、体が活動する日中は

体温が高くなります。寝る時間に近付くと

少しずつ体温が低下し、体の内部の温度

(深部体温)も低下すると眠くなります。

「ノンレム睡眠」＝大脳を休める深い眠り。

「レム睡眠」＝脳波活動が活発で夢を見る。

この２つの眠りが約９０分周期で変動し、

朝の覚醒に向けて準備をしています。

目が覚めてから１５時間前後で眠くなる

高齢になると朝早く目覚めたり、若い頃よりも

睡眠時間が減るのは、メラトニンの減少により

体内時計の調節機能が弱まるからとも

考えられています。

また、夜更かしなどの不規則な生活習慣でも

ホルモン分泌が乱れ、睡眠の質が低下する

ことがあります。

８時 １６　　　　 ２４ ８

眠気の強さ

１２　　　　２０ ４

体温

時刻

３８℃

３７

３６

体温変化

眠気

６Ｈ？

７.５
Ｈ？

快眠を得るコツ

リズム
同じ時刻に起床

夜勤・日勤の

交代勤務睡眠障害

について

休日の前日に夜更かししたり、平日の睡眠不足分を

補うために休日の朝はいつもより遅くまで寝ていると、

日中に著しい眠気を引き起こしたり、その後の

生活リズムを崩してしまう可能性があります。

夜に快眠するには、夕方の昼寝は禁物です。

　昼寝の時間は２０～３０分以内に

休日の朝ゆっくり

寝てしまうと

休日明けの朝が

つらくなる

睡眠不足を休日に補うなら

昼寝は１５時までに

毎朝同じ時刻に起床し、

夜は１２時前の就寝が理想です。

快眠スイッチは 朝

夜勤がある仕事に就いていると生活リズムが乱れ、睡眠に問題が

生じやすくなります。根本的な改善方法は夜勤をなくすことですが、

現実的には難しいため、夜勤を続ける場合は睡眠の障害が少しでも

改善に向かう工夫を、今できることから取り入れてみましょう。

Zzz
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早寝早起きではなく、

早起きが早寝の秘訣

１５時過ぎの昼寝や

長時間の昼寝は

夜の睡眠に悪影響

　平日との睡眠時間の差を１～２時間以内に

に

ON!

寝る時間が遅くなっても、起きる時間はずらさない

・・たくさん眠りたい場合は・・

できれば休日も普段と同じ時刻に“就寝・起床”

　　　夜勤中に光を浴びる
太陽光を浴びる時間が短いのも

睡眠障害の原因です。夜勤の職場は

十分に明るくし、寝つきを良くする

ため強い光を避けて帰りましょう。

　　　体温が上がる前に寝る
夜勤から帰ったら、できるだけ早く

布団に入りましょう。朝→昼→夕方と

時間が経つほど体温は高くなり、

眠りにつきにくくなります。

　　　上手に仮眠をとる
夜勤前の仮眠は夕方前が理想です。

できれば夜勤の間にも仮眠をとり

ましょう。深く眠りやすい午前４時～

５時頃、２時間程度がおすすめです。
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寝室の環境

布団の中の快眠温度は ３３℃　快眠湿度は ５０％　

吸湿性・放湿性に優れ、

形状や素材が自分に合っているもの

就寝の１時間ほど前に

エアコンのスイッチを

入れておく

↓

つけたままにするなら

肌掛け布団で寝冷えを防ぐ

就寝前に

寝室・寝具・パジャマを

暖めておく

↓

電気毛布は

眠る時に

スイッチを切る

温度と湿度

光

寝具

強い光を浴びない
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カーテンを開けて

太陽の光を浴びる

１日は２４時間ですが体内時計のサイクルはそれよりも長く、

少しずつズレが生じるため、光の覚醒作用を利用して補正

しましょう。明るい光を朝に浴びると体内時計は前進し、

夜に光を浴びると後退してしまいます。

体内時計を

リセット！

通気性のある布団を使い、蒸れを防ぐ

冷たさを感じる機能素材もおすすめ

夏 冬

エアコンなしなら保冷剤をタオルに包み

首や脇の下にあてる（冷やし過ぎに注意）

保温性のある布団を使い、冷えを防ぐ

掛け布団・電気毛布・ゆたんぽなどを

多用して暖め過ぎない

暖め過ぎると

湿度が上がって

寝苦しくなる

夏 冬

朝 夜

パソコンやスマホのブルーライトは

メラトニンの分泌を妨げ、睡眠のリズム

が乱れてしまうため、就寝1時間前には

パソコン・スマホ・ゲーム機をＯＦＦに

太陽光の入らない部屋なら、

早めに屋外へ出掛けたり

電車に乗るなら窓際の席に座る

照明は昼白色ではなく暖色系で暗めに

Zzz

快眠を得るコツ

朝～昼は明るさを意識し、夜は暗さを意識した生活に

深夜のコンビニ店舗は

約1500～1800ルクス

体内時計をリセットするには

2500ルクス以上の光

室温は

１６～１９℃に

室温は日中より

やや高めで

２６～２９℃に
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⽣活

夕方に軽く体を動かす

入浴する　

湯温３８～４０℃程度で

１５分ほど浸かりましょう。

　就寝９０分前に入浴を終える

軽いリズム運動が効果的

湯温に注意！

運動すると一時的に体温が上昇し、

その後は発汗により体温が低下して

深部体温も低下しやすくなります。

適度な体の疲労感も入眠を助ける

効果があります。

睡眠モードと覚醒モードを切り替えて、

体のリズムを整えることが大切です。

運動するのにベストな時間は

夕方～就寝の約３時間前まで

こんな時は

シャワーがおすすめ
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快眠を得るコツ

メリハリをつける 良い睡眠には

良い覚醒

２１:００　お風呂に入る

２１:３０　お風呂から出る

２３:００　布団に入る

上手な入浴で

快眠が得られる

例

湯温が高いと交感神経が優位になり、

深部体温が下がりにくく、かえって

寝つきが悪くなる

入浴直後には体が火照ったり、

汗をたくさんかいているので、

就寝まで９０分空けることがポイント

日中は活動的に過ごす 夜は静かに過ごす朝 夜

昼

夕

寝室でテレビを見たり

仕事をするのはやめ、

眠りにつくモードに

切り替えましょう。

体を温めてから熱を放出し

深部体温を下げることで

眠りにつきやすくなります。

・就寝までの時間が短い

・体に熱がこもっている

・湯船に浸かるのが難しい時

同じ動作を繰り返す運動がおすすめ

☆ウォーキング

☆サイクリング

☆ダンスなど

１.５Ｈ
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睡眠の悩みがあったら

受診するのもひとつの方法です

思うように睡眠がとれないのは辛いことですが、

早く眠ろうと意気込むと、かえって頭が冴えて

寝つきが悪くなることもあります。

「布団に入る時刻」に

こだわらない

まずは２週間程度の睡眠の状態を

記録して診察時に見せましょう。

症状を正確に医師に伝えることで、

原因の特定と、的確な対処・治療法が

みつかります。

気持ちをラクに
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・不眠症外来

・睡眠科

・睡眠障害科などへ

睡眠⽇誌 ⽒名      

快眠を得るコツ

こだわらない、悩まない

早く横になってもなかなか眠れないなら、

眠たくなってから布団に入ればいい

と割り切る

適した睡眠時間は人によって異なるため、

睡眠時間が短くても昼間の活動に

支障がなければ心配は要らない

「何時間眠れたか」に

こだわらない

自分なりのリラックス法で睡眠モードに切り替えて、

いつも同じ条件で就寝するルールを作ってしまうと

スムーズに入眠できるようになります。

マイルールで安眠習慣

就寝前は刺激を避けることも大切

●読書

●音楽

●鎮静効果のある香り

　（ラベンダーなど）

例 ●今日の嬉しかったことを思い出す

●朝食のメニューを決めておく

●明日着る服を決めておく　

など、スムーズな眠りを妨げないなら

どんなことでも

●呼吸法や瞑想をする

●筋弛緩トレーニングをする

●シーツを毎日替える

布団の中では

脳の緊張をほぐす

Zzz

起きた時刻、

布団に入った時刻、

その日の体調や睡眠で

気付いたことを詳しく

書きましょう

就寝前は飲食を控える

夕食時に軽く晩酌を楽しむ程度ならリラックス

効果で快眠につながるが、寝る直前の飲酒は

利尿作用でトイレに起きたり、途中から睡眠が

浅くなり、睡眠の質が低下しやすい

夜遅い時間に飲食をすると

消化のために内臓が働いて

深部体温が上昇してしまい、

よく眠れなくなります。

翌朝の食欲も減るので

日中の活動にも影響します。

朝食は心と体を目覚めさせ、昼間の

集中力アップ、夜の快眠に役立ちます。

トリプトファンは体内で

生成することができない

必須アミノ酸です。

夕方以降はカフェインを控える

どうしても夜食を摂りたい場合は

脂質を少なく、炭水化物を中心に

ごく少量だけに

カフェインは数時間後まで睡眠に影響する

×コーヒー・紅茶・緑茶

寝る直前の飲酒は注意

基本は規則正しい⾷事と

栄養のバランス⾷事
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快眠を得るコツ

朝食を必ず摂る

トリプトファンは体内で神経伝達物質「セロトニン」

を作り、夜間には「メラトニン」になります。

トリプトファンを

摂る

自然な眠りを誘う

睡眠ホルモンとも

呼ばれる

目覚めがよくなる・

精神安定・鎮静・

鎮痛など

セロトニンの働き メラトニンの働き

朝食でトリプトファンを

摂ることが質の良い

眠りへの近道

いつものメニューに＋プラス＋ トリプトファン

☆よく噛んで食べるとさらに

　 セロトニンが増える

夕食は就寝の

３～４時間前までに

☆トリプトファンを摂ると

　 １５時間前後でメラトニン

　 になる

大豆製品・乳製品・魚・肉・鶏卵・

ナッツ類・バナナなどに含まれる

＋ビタミンＢ６も合わせて

　 摂ると快眠効果が高まります。

ハムエッグ

牛乳

野菜サラダ
みそ汁

焼魚や卵
パン

小麦胚芽入り

＋バナナ

＋チーズ

ツナ
ご飯 ＋豆腐

＋ヨーグルト

パンなら ご飯なら

＋ ◆ビタミンＢ６

◆ビタミンＢ６

◆ビタミンＢ６
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