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『こころと体の健康と睡眠について』
　睡眠の大きな役割として､ 脳と
体の疲労を回復させる働きがあり
ます｡ その他にも､ 寝ている間に､
骨や筋肉の成長や細胞の修復に関
わる成長ﾎﾙﾓﾝの分泌､ 免疫機
能の増強､記憶の整理 ･ 定着､といっ
た大切な役割があります｡ また､ 不
眠は､ うつ病の危険因子となるこ
とが知られており､ うつ病の患者
さんの大半に何らかの不眠症状を
伴うことが報告されています｡
　このように､ 睡眠時間の不足､ 睡
眠の質の悪化は､ こころと体の健康
に大きな影響を及ぼし､ 日常生活
へ支障をきたす可能性があります｡

　表 1 は､ 2014 年に改訂された厚生労働省による睡眠についての指針です｡ この指針では､ 睡
眠についての正しい知識を身につけ､ 定期的に自身の睡眠を見直して､ 適切な量や質の睡眠を確
保し､ 睡眠障害へ早期から対応することによって､ こころと体の健康づくりを目指すことが示さ
れています｡

　今回の特集では､ こころと体の健康づくりに役立つ､ 睡眠に関する基本的な知識や､ 私たちの
生活の中で取り組めそうな工夫について､ ご紹介したいと思います｡

◆ 特集「こころと体の健康と睡眠について」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １
◆ 福岡県精神保健福祉セﾝターの事業紹介 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  5
◆ 【トピックス】「最近の精神保健医療福祉に関する話題について」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  7

１. 良い睡眠で、からだもこころも健康に。

２. 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。

３. 良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。

４. 睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。

５.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。

６. 良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。

７. 若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ。

８. 勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。

９. 熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。

１０. 眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない。

１１. いつもと違う睡眠には、要注意。

１２. 眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。

表 1　健康づくりのための睡眠指針 2014 ～ 睡眠 12 箇条～
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『こころと体の健康と睡眠について』特 集

（１）睡眠のサイクル
　図１のように、睡眠は脳や体の状態の違いから、「レム睡眠」と「ノﾝレム睡眠」という２つ
の異なった状態に分けられます。
　レム睡眠では、筋肉をゆるめ、エネﾙギーを節約して体を休めるなど、肉体の疲労回復を主
な役割としていて、脳は活発に働いている状態です。目を閉じていても内側で眼球は素早く動
いている（Rapid Eye Movement: REM）ことから、レム睡眠と名付けられました。ノﾝレム
睡眠では、脳の活動は低下し、脳も休息していると考えられています。
　眠りの深さによって４段階に分けられ、深い眠りといわれるステージ３とステージ４は、若
年者より高齢者の方が短いのが特徴です。高齢者において、睡眠時間が少しずつ短くなってい
くのは、自然な睡眠リズムの変化です。
　眠りにつくと、まずノﾝレム睡眠となり、一気に深い眠りの状態となります。その後、徐々
に眠りが浅くなり、レム睡眠へ移行します。そして、再びノﾝレム睡眠の状態へ移る、といっ
た周期（約９０分）を一晩のうちに４回～５回繰り返すといわれています。個人差はあります
が、一日に必要な睡眠時間は、６時間～８時間程度といわれています。

（２）体内リズム
　ヒトの体内時計の周期は約２５時間で、地球の１日の周期である２４時間とは、約１時間のズレ
があるといわれています。朝に日の光を浴び、食事をとり、学校や仕事に行くなど、日常生活
の様々な刺激を受けることによって、私たちの体内時計は外界の周期に同調してこのズレが修
正され、２４時間周期のリズムで生活しています。同調するための最も強力な刺激は、光である
ことが分かっています。

（３）不眠とは
　寝つきの悪さ、途中で起きてしまい再び寝つくことがなかなかできない、朝早過ぎる時刻に
起きてしまう、熟眠感がない、といった症状を、一般的に不眠の症状といいます。心配事があ
る時、試験の前日、旅行先など、不安・緊張が強い状況や環境が変わった時などに、多くの
方々が一時的な不眠を体験したことがあるかもしれません。こういった場合は、また自然に眠
れるようになる場合が多いです。
　しかし、慢性的にこれらの不眠症状があり、そのことで辛さを感じている、また、昼間の心
身の不調（眠気、だるさ、集中力低下など）によって活動へ支障を来している場合など、早め
に対処していくことが大切です。

図１　「生活習慣病予防のための健康情報サイト e- ヘルスネット」（厚生労働省）より一部抜粋
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（４）不眠の原因
　不眠を引き起こす原因は様々で、それぞれに対処の仕方も異なります。特に、何らかの病気
が原因で不眠が疑われる場合は、病気に対する治療が必要です。以下に、代表的な原因につい
て示しています。

（５）快適な睡眠のための生活習慣
◆睡眠時間にこだわり過ぎない
　睡眠時間には個人差があり、また、年齢を重ねると必要な睡眠時間は少しずつ短くなります。
長時間眠ることにこだわり過ぎず、自分に合った睡眠時間を設定してみましょう。

◆起きる時刻を一定にする
　平日・休日にかかわらず、できるだけ同じ時刻に就寝・起床し、睡眠リズムを崩
さないように過ごすことが大切です。起きたら太陽の光を浴びることで、体内時計
が整います。さらに朝食をとることで、一日の活動が始まるサイﾝと脳のエネﾙ
ギー補給となって、心身を覚醒させます。日中しっかり活動ができるということ
は、睡眠にも大切な要素です。

◆自分に合ったリラックス法を生活に取り入れる
　寝る前は、心身の緊張がほぐれリラックスした状態でいることが望ましいです。自分の好き
なことをして過ごす時間をもつなど、自分に合ったリラックス法を見つけておくとよいでしょ
う。また、寝る前だけでなく、日頃からストレスをため過ぎない生活を送ることも大切です。
音楽・読書・スポーツ・旅行など、自分に合った趣味でうまく気分転換する習慣を身につけま
しょう。

◆運動を習慣化する
　習慣的な運動は、寝つきをよくし、深い睡眠が得られる、などの効果が知られて
います。短期間の集中的な運動よりも、負担にならない程度の有酸素運動などを、
無理のない範囲で習慣的に続けると効果的です。ただし、激しい運動や就寝直前の
運動は、逆に睡眠を妨げるのでご注意ください。

・生活リズムの乱れ・ストレス
・環境（騒音や光、寝室の温度・湿度など）
・薬（治療中の薬が睡眠に影響する場合も）
・刺激物（カフェイﾝ、ニコチﾝなど）

からだの病気
⇒・睡眠時無呼吸症候群（睡眠中の無呼吸、日中の強い眠気など）
　・ムズムズ脚症候群（夜間に下肢や上肢に生じる異常感覚）

その他、胸苦しさ、咳、頻尿、痛み、かゆみ、などの症状がある場合、背後にある病気の
治療が先決です。治療により睡眠を妨げる症状が改善すれば、不眠も改善が期待できます。

こころの病気
⇒  多くのこころの病気は不眠を伴います。

うつ病の場合、食欲低下や意欲低下な
ど不眠以外の症状も認めるため注意。
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特 集

◆寝酒はしない
　アﾙコーﾙによって寝つきがよくなるように思うかもしれませんが、効果は一時的なもので
す。寝酒を続けると、深い睡眠が減り、明け方の睡眠を妨げるようになってしまい、結果とし
て睡眠の質を下げます。アﾙコーﾙは睡眠薬代わりにはなりません。
◆睡眠を妨げるものを就寝前にとらない
　カフェイﾝには覚醒作用があり、入眠を妨げます。さらに、利尿作用もあるので、夜中に尿
意で目が覚める原因にもなります。カフェイﾝを含む、コーヒー、緑茶、紅茶、栄養ドリﾝク
などは、就寝前には控えましょう。また、たばこに含まれるニコチﾝは、カフェイﾝと同じく
覚醒作用があるので、就寝前の喫煙も注意が必要です。
◆快適な寝室を準備する
　寝室のベッドや布団、枕などは自分に合った快適なものを選びましょう。また室内の温度・湿度
は、季節に応じて、心地よいと感じられる程度に調整することも重要です。気になる音は可能な範
囲で遮断できるとよいです。室内は必ずしも真っ暗にする必要はありませんが、光は刺激になるた
め、明る過ぎないようにしましょう。
◆眠気を感じてから床に就く
　「早く寝なくては」という気持ちで、眠気がないまま無理に眠ろうとすると、かえって緊張
を高め、寝つきを悪くしてしまいます。寝つけないまま寝床で長く過ごす習慣がついてしまう
と、ますます不眠を心配する気持ちが高まり寝つけない、といった悪循環になってしまいま
す。眠気がない時は、一旦寝床から離れ、自分に合った方法で心身ともにリラックスし、眠気
を感じたら再び寝床に戻るのがおすすめです。就寝時刻にはこだわり過ぎず、いい睡眠のリズ
ムがついてくると寝つきも改善されていきます。

（６）さいごに
　今回は、快適な睡眠のためにできる身近な工夫の一部をご紹介しました。夜、寝る前のことだけ
が睡眠に影響している訳ではなく、日中も含めた生活全体が睡眠の大切な要素となっています。睡
眠の状態を改善させることは、日中の生活を充実させることにもつながります。こころと体の健康
のために、ご自身の生活習慣全体を振り返ってみる機会にしていただけたらと思います。
　また、ご家庭での睡眠への工夫では効果がなくお悩みの場合は、精神科や心療内科などの専門医
へ相談しましょう。かかりつけ医がある場合は、まずは、かかりつけ医へ相談してみるのもいいで
しょう。不眠の状態が長く続くことや、眠れないことへの心配で考え込んだりすることは、こころ
と体に大きな負担となります。一人で抱え込まないことが大切です。

参考　「健康づくりのための睡眠指針２０１４ ～睡眠１２箇条～」（厚生労働省）
　　　「生活習慣病予防のための健康情報サイト e- ヘルスネット」（厚生労働省）
　　　「みんなのメンタルヘルス 総合サイト」（厚生労働省）

イラスト・写真：デイケア作品

『こころと体の健康と睡眠について』
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福岡県精神保健福祉センターの事業紹介

　こころの健康、こころの病気に関するご本人やご家族、身近な方からのご相談を、精神
科医、保健師、心理判定員等の相談員が電話や面談で伺います。　

社会的ひきこもり状態のご本人（概ね18歳以上）や、ご家族からの相談をお受けしています。
◇相談専用ダイヤﾙ　℡０９２－５８２－７５３０
　電話相談　月～金　　９：００～１７：１５
　来所相談　月～金　　事前に予約をしてください。
◇フリースペースねすと♪たまゆら 第２・４水曜日 １４：００～１６：００
◇家族サロﾝ 第３金曜日 １４：００～１６：００
◇ひきこもり家族教室　詳細はお電話にてお問い合わせください。
【教室についての問い合わせ先】TEL０９２－５８２－７５３０

　福岡県内にお住まいで、自死により近しい
人を亡くされた方を対象に、相続、借金補償
問題など、自死に伴い生じる法律問題につい
て、弁護士が面接による法律相談をお受けし
ます。個人情報は守られますので、安心して
ご相談ください。
（福岡県内に在勤・在学している方もご利用できます）

日時　毎月第４火曜日　１３：３０～１６：３０
会場　福岡県精神保健福祉セﾝター
　　 （春日市原町３－１－７）
費用　無料
【予約・問い合わせ先】
　相談指導課　TEL０９２－５８２－７５００

電話相談　　　　　　月～金　　　　　８：３０～１７：１５
来所相談（予約制）　月・火・木・金　９：００～１２：００
【相談・予約・問い合わせ先】　TEL０９２－５８２－７５００
専門相談（予約制）　　
　○アルコール・薬物相談　第１～４火曜日　９：００～１２：００
　薬物やアﾙコーﾙ等の依存症でお悩みのご本人やご家族の相談に応じます。
　○思春期精神保健相談　　第１・２・４木曜日　９：００～１２：００
　　　　　　　　　　　　　第３木曜日　　　　１３：００～１６：００ 
　思春期のこころの問題でお悩みのご本人やご家族の相談に応じます。
心の健康相談電話（専用回線）　TEL０９２－５８２－７４００
　お電話だけで悩みなどの話を聴いてほしい方のための相談電話です。
　【受付時間】月～金　９：００～１２：００/１３：００～１６：００

心の健康相談

福岡県ひきこもり地域支援センター

（予約制）

自死遺族のための法律相談
　地域の状況に応じた自殺対策を総合的
かつ効率的に推進する拠点です。

業務概要

１　自殺に関する情報の収集等
２　県および市町村の自殺対策計画支援
３　関係機関のネットワーク構築
４　 市町村及び民間団体が行う自殺対策

事業への支援
５　人材育成研修の開催
６　 市町村における自殺未遂者及び自死

遺族等支援に対する助言等

【問い合わせ先】
　TEL０９２－５８２－７５１０

福岡県地域自殺対策推進センター

写真：デイケア作品
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精神科デイケア

月 火 木 金

午
　
前

朝のミーティﾝグ
ハﾝドメイド
クッキﾝグ

コミュニケーショﾝス
キﾙプログラム

スポーツ（バドミﾝト
ﾝ、卓球など）

社会参加セミナー
パソコﾝ・軽運動

昼食・休憩

午
　
後

絵画
ストレッチ

コミュニケーショﾝス
キﾙプログラム

生活向上セミナー
お菓子作り
元気回復行動プラﾝ

陶芸
音楽療法
社会参加セミナー

終わりのミーティﾝグ

　在宅で生活している精神障がいをお持ちの方を対象に、グﾙープ活動を通して病気の回復を図
りながら、基本的生活習慣を整え、地域で安定した生活が送れるようにサポートしています。

《デイケア開所日時》　月・火・木・金　９：３０～１５：３０

　　＊デイケア週間プログラム

◇第４木曜日　１４：００～１６：００

・ 薬物依存の方がいらっしゃるご家族を対象
にした教室です。（３・４月はお休み）

・ 年２クーﾙ（１クーﾙ５回）、クーﾙ途
中からの参加も可能です。

・ 初めて参加される方は事前にお申し込み
ください。

【申し込み・問い合わせ先】
　TEL０９２－５８２－７５００

◇第１・３水曜日　午後
・ 薬物依存から回復したい本人の方を対象と

したプログラムです。　
・ このプログラムは薬物の再使用を防止する

ための具体的方法を学ぶものです。
・ 安心できる場で仲間との交流をとおして回

復を支援します。
・ 事前に面談を行います。まずはお電話くだ

さい。
【申し込み・問い合わせ先】
　TEL０９２－５８２－７５００

＊ 木曜日には、月に1、2回、リカバリーにむけて自分で体調管理ができるように、元気回復行動
プラﾝを実施しています。

＊精神疾患や精神障がいがある方のご家族を対象に、家族研修会も開催しています。
＊デイケアや研修会に関する詳細は、お電話にてお問い合わせください。

【問い合わせ先】 TEL０９２－５８２－７５００
(関係機関の方は、 TEL０９２－５８２－７５１０にお電話ください）
｢福岡県精神保健福祉セﾝターデイケアのご案内」
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/day-care.html

《利用者の声》
｢幅広い年代の人と交流ができ、また専門の講師が来てくれる日もあり楽しいです」
｢様々な社会資源について学び、就労に向けての訓練にもなります」
｢プログラムが色々あって面白く、良い居場所になっています」
｢希望を持ち、周りのサポートを受けながら自分で決め、自分で行動することを学びました」

薬物依存回復支援プログラム薬物依存家族教室

写真：デイケア作品
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　福岡県では国の大綱及び本県の実情を踏まえて「福岡県自殺対策計画」を策定しました。関
係機関や関係団体と一層の連携を図り、総合的に自殺対策を推進し、“誰も自殺に追い込まれる
ことのない社会の実現”を目指します。
　基本的な施策は次のとおりです。

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/jisatsutaisakukeikaku.html
※詳しい内容については下記ﾎームページアドレスをご参照ください。

　入院をした精神障がいのある人は地域生活を送る上で様々な課題やニーズを抱えていること
が多くみられます。そのため、円滑な社会復帰等の観点からは、そのニーズに応じて、退院後
に必要な医療、福祉、介護、就労支援等の支援を受けられる環境を整備することが重要です。
　そこで、国から示された「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライ
ﾝ」を踏まえ、本県における精神障がいのある人の退院後の医療等の支援の標準的な手順を示
すものとして、「精神障がいのある人の退院後支援に関する福岡県事務処理要領」を作成し、
平成30年9月から運用を開始しました。

（１）市町村の実践的な取組みへの支援を強化する
（２）県民一人ひとりの気づきと見守りを促す
（３）自殺対策に係る人材の養成及び資質の向上を図る
（４）心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
（５）適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
（６）社会全体の自殺リスクを低下させる
（７）自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
（８）遺された人への支援を充実する
（９）民間団体との連携を推進する
（１０）子ども・若者の自殺対策を更に推進する
（１１）勤務問題による自殺対策を更に推進する

　平成28年の自殺対策基本法の一部改正では地方公共団体が地域自殺対策計画を策定することが
義務付けられており、各市町村においても計画策定の準備がすすめられています。

「福岡県自殺対策計画」が策定されました
（平成30年3月）1

2

ト ピ ッ ク ス

　本人及び家族等の意向を十分に踏まえながら、退院後支援計画を作成し、計画に基づき、支援対
象者が円滑に地域生活に移行することができるよう、支援関係者が計画に沿った支援を提供します。
○退院後支援計画について
【作成主体】原則、帰住地を管轄する保健所
【対 象 者】 原則、措置入院者（緊急措置入院を含む）で計画に基づく退院後支援を受けること

に同意した者
【作成時期】原則、自宅等地域に移行する前の入院期間中（医療保護、任意含む）

精神障がいのある人の退院後支援について

7



  精神障害者保健福祉手帳の利用サービスについて

  福岡県精神保健福祉センター図書資料室のご案内

　平成29年4月から福岡県内で運行している下記のバスや鉄道、地下鉄において、精
神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介護者を対象とした運賃割引が実施さ
れています。
【バ　ス】○西鉄バス　○ＪＲ九州バス　○昭和バス　○堀川バス
【鉄　道】○西鉄電車　○筑豊電気鉄道
【地下鉄】○福岡市地下鉄（福岡市内在住の方は従前どおりの取扱い）

【航　空】　〇平成30年10月4日予約受付分から
日本航空、日本トラﾝスオーシャﾝ航空、日本エアコミューター、
琉球エアコミューター、ジェイエア、北海道エアシステム

〇平成30年12月22日搭乗分(平成30年10月22日予約受付分)から
天草エアライﾝ

〇平成31年1月16日予約受付分から
全日本空輸、ANAウイﾝグス、スカイマーク、ソラシドエア、スター
フライヤー、アイベックスエアライﾝズ、オリエﾝタﾙエアブリッジ

また、下記の国内線全区間において航空旅客運賃の割引が実施されることとなりました。
※詳細については各会社へお問い合わせください。

※ 手帳による運賃割引でIC乗車券の中には有効期限があり更新が必要なものがあり
ますので、各会社へお問い合わせください。

　当セﾝターでは、セﾝター内に図書資料室を設け、地域の精神保健・医療・福祉に
役立てていただくために、資料閲覧及び貸出し（書籍・DVD等）を行っております。
　図書資料室の利用手引きをご覧になり、ご活用ください。
【対 象 者】関係機関職員（行政機関及び病院、事業所等）及び当セﾝター利用者
【利 用 時 間】平日（土日・祝日は除く）9:00～12:00、13:00～16:00
　※図書資料室の利用手引き等はセﾝターﾎームページに掲載しております。
　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tosyosiryousitu.html

お 知 ら せ

　ギャﾝブﾙ等依存症対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも
に、ギャﾝブﾙ等依存症対策の基本となる事項等を定めたギャﾝブﾙ等依存症対策基本法が平成30年
１０月５日に施行されました。
　今後、政府としては、ギャﾝブﾙ等依存症対策推進関係者会議の意見を
聴きながら、ギャﾝブﾙ等依存症対策推進計画の策定を行い、ギャﾝブﾙ
等依存症対策を総合的かつ計画的に推進していくこととされています。

ギャンブル等依存症 ：「ギャンブル等（法律の定めるところにより行わ
れる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう）にのめり
こむことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態」と定義

ギャンブル等依存症対策基本法が施行されました
（平成30年１0月5日）3

写真：デイケア手芸作品
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