
快眠のススメ
厚生労働省　～健康づくりのための睡眠指針 2014 より～

◆仕事中、よく眠たくなる
◆眠れないので寝酒を飲む習慣がある

疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠をとろう
こんなことありませんか？

◆長い時間眠ろうと、早めに布団に入る
◆昼寝を３０分以上とる

朝晩メリハリ、昼間に適度な運動で良い睡眠をとろう
こんなことありませんか？

こんなことありませんか？
◆寝る前に携帯電話やゲームに夢中になり、ついつい夜更かし
◆平日の睡眠不足を解消しようと、休日は遅くまで布団に入っている

夜更かしを避け、体内時計のリズムを保とう 　温度や湿度は、季節に応じて、心地よいと感じられる程度に調整しましょう。温度の
目安としては、布団の中の体に近い場所の温度が33℃前後になっていればよいと考え
られています。
　また、明るい光は目を覚ます作用があるため、寝室の照明が明るすぎたり、白っぽい
色味であったりすると、睡眠の質が低下します。真っ暗にする必要はありませんが、自
分が不安を感じない程度の暗さにすることが大切です。

良い睡眠のための環境づくり

　睡眠中の激しいいびき、手足のぴくつき・むずむず感や歯ぎしりがあると、一定時間
眠っても休息感が得られず、日中に異常な眠気をもたらすことがあります。
　寝つけない、日中の眠気が強いことが続くようであれば、早めに専門家（医師、歯科
医師、保健師、薬剤師など）に相談することが大切です。

いつもと違う睡眠・眠れないときは

良い睡眠で、からだもこころも健康に
適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを
良い睡眠は、生活習慣病予防につながります
睡眠による休養感は、こころの健康に重要です
年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を
良い睡眠のためには、環境づくりも重要です
眠くなってから寝床に入り、起きる時間は遅らせない
いつもと違う睡眠には、要注意
眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を 第２次
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　体内時計は、１日の覚醒と睡眠のタイミングをつかさどっています。
　ある研究では、起きた後、太陽の光を浴び、体内時計のリズムが
リセットされてから15～16時間後に眠気がでてくることが示されてい
ます。
　光による体内時計のリセットが毎朝起きた直後に行われないと、その
夜に寝つくことのできる時刻が少しずつ遅れます。通常の室内の明るさ
は、太陽光の10分の１以下、曇りの日でも屋外では室内の５倍以上の
明るさになっています。起きた後、2時間以上室内にいると体内時計の
リセットが十分に行われず、寝る時間が遅れやすいと言われています。
　起きた後は、なるべく早く太陽の光を浴びるようにしましょう。

体内時計のリズム

記事に関する問い合わせ▶安城市保健センター　☎76ー1133

　睡眠は、脳や体を休め、疲れをとるためにとても大切な時間で
す。また、睡眠と健康はとても深く関係しています。世代別のポ
イントを参考に、あなたも快眠力をアップさせましょう。

思い当たる人はウラをチェックしよう
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　世代ごとに、快眠のためのポイントを記載しましたが、その他の年代においてもあてはまる項目
ですので、参考にしてください。

※実際の睡眠時間・睡眠不足を感じている人・昼間よく眠くなることがある子の値は、安城市健康に関する基礎調査
　平成24年を参考に作成しています。
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　寝る前にリラックスをすることは眠りを促すために有効です。
　一方、寝る前の飲酒や喫煙はかえって睡眠の質を悪化させます。睡眠薬代わりの寝酒は、
眠りを一時的に促しますが、途中で目が覚めることが多く、睡眠が浅くなり、熟睡感が得ら
れなくなります。

睡眠薬代わりの寝酒、寝る前の喫煙やカフェイン摂取を避ける

　高齢になると、若い頃と比べて必要な睡眠時間が短くなります。
布団で過ごす時間を必要以上に長くすると、かえって睡眠が浅く
なり、夜中に目覚めやすくなり、熟睡感が得られません。年齢に
あった睡眠時間を大きく越えない習慣をつくりましょう。

眠たくなってから布団に入り、起きる時間は遅らせないようにしましょう

　日中に長い時間眠るような習慣は、活動と休息のメリハリをなくすことにつながり、夜間
の睡眠が浅くなりがちです。一方、日中に適度な運動を行うと、夜中に目が覚めることが少
なくなり、熟睡感の向上につながると考えられます。
　また、運動は、加齢により低下する日常生活動作の維持・向上にもつながります。

適度な運動は睡眠を促進

　熟睡感がない、疲れていても眠れないなどの不眠症状は、こころの病の症状として現れる
ことがあります。特に、眠っていても心身の回復感がなく、気持ちが重たく、物事への関心が
なくなり、好きだったことが楽しめないといったことがつづく場合は、うつ病の可能性があ
ります。

眠れない、睡眠による休養感が得られない場合、こころのSOSの場合
あり

　休日にたくさん眠っても、「睡眠」を「ためる」ことはできません。
毎日十分な睡眠をとることが基本ですが、仕事や生活上の都合で、
夜間に必要な睡眠時間を確保できなかった場合、午後の早い時刻
に30分以内の短い昼寝が役に立ちます。
　睡眠不足は、注意力や作業能率を低下させ、ミスや事故の危険性
を高めます。

午後の短い昼寝で 眠気をやりすごし 能率改善

　必要な睡眠時間は、個人によって大きく異なります。また、年齢によっても
変わるので、自分に必要な睡眠時間を知ることが大切です。日中の仕事や活動に支障をきた
す程度でなければ、普段の睡眠時間は足りていると考えられます。

必要な睡眠時間は人それぞれ。日中の眠気が睡眠不足のサイン

　休日は、平日の睡眠不足を解消しようと、起床時間が２～３時間
遅くなる傾向があります。これが体内時計のリズムを乱すことか
ら、休日後は朝寝坊の傾向になります。また、朝に暗いままの寝室
で長い時間過ごすと、体内時計のリセットがうまく行えないこと
があります。

休日も規則正しい生活を。朝、目が覚めたら日光
を取り入れよう

　寝る前に携帯電話やゲームに夢中になると、長時間光の刺激が入ることに
よって、目が覚めてしまいます。そのため、夜更かしをするようになり、寝る時間帯が不規則
になり、夜型化を招く可能性があります。

夜更かしは睡眠の質を悪くします。規則正しい生活を
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