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はじめに ～ 本日のねらい

• 睡眠がいかにたいせつであるか、あらためて確認する。

• 睡眠をどうたいせつにしたらよいか、基本的な考え方を知る。

• 職場のあり方と睡眠の関わりについて、質問をまじえて考える。
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1. 睡眠の基礎知識



睡眠 身近にある深い謎

• 毎晩実行していながら、何が起きているのかわからない。

• 人生の三分の一は眠っている。

• 動物はみな眠る。

• 昼は起き夜は眠る ～ 太陽の運行と日々の生活

• 夢を見る。

• 寝言を言う。



睡眠の重要性 ～ 眠らないとどうなるか？

• 200時間以上も眠らずにいたという記録が20世紀の

アメリカで2件あるが、いずれも4日目頃からは

幻覚や猜疑性など精神的な変調が出現していた。

• 研究室の断眠実験でも、概ね3日目から錯覚や幻覚が出現する。

⇒ 2晩連続の徹夜は、身体的には可能でも精神的には非常に危険！

（https://www.yodosha.co.jp/rnote/sleep/q1.html）

※ ギネスブックは健康被害への懸念から断眠の記録を認めていない。

https://www.yodosha.co.jp/rnote/sleep/q1.html


睡眠不足／不眠の危険

• 不眠症の患者では交通事故の頻度が2倍。

しかも悲惨な死亡事故が多い（1991年、米 Gallap の調査）

• スペースシャトル「チャレンジャー号」爆発に、NASAの発射責

任者の深刻な睡眠不足が影響（技術担当者の延期要請を無視）

• 太平洋戦争中のレイテ湾突入作戦において、連合艦隊の指揮官

らが睡眠不足の中で致命的な判断ミス。

⇒ 重要な局面での判断を狂わせる！



電通事件（1991年）

1991年8月27日、電通に入社して2年目の男性社員（当時24

歳）が、自宅で自殺した。男性社員の1か月あたりの残業時間は

147時間にも及んだと推定される。

遺族は「会社に強いられた長時間労働によりうつ病を発生した

ことが原因」であるとして損害賠償請求を起こし、裁判で会社の

安全配慮義務違反が認定された。

※ 「睡眠」の視点からのやや違った解釈 ／

精神変調を起こさせる最も簡単な方法 ＝ 睡眠を奪うこと



睡眠の役割と効用

• 身体のメンテナンス

内臓の休養、筋肉の修復、さまざまなホルモンの分泌

• 脳の疲労回復（睡眠 ＝ 脳による脳の管理技術）

心臓の休み方： 一瞬の収縮、それ以外の時間は弛緩･･･単純な休息

脳の休み方 ： 脳波の複雑な変化を伴う、手の込んだ休息･･･睡眠

• 記憶の定着／夢の作業 ～ 睡眠の積極的な意義

脳というシステムの更新・再セットアップ



睡眠のポイントとリスク

• 睡眠時間 ～ 7時間半を標準に／個人差を考慮して

• 睡眠の質 ～ 途切れなく／深く静かに穏やかに

• 睡眠と覚醒のリズム ～ 夜は寝て昼は起きる／規則正しく

※ いずれも職場の事情によって損なわれる可能性がある

✓ 過剰労働 → 睡眠不足、不眠

✓ 職場のストレス → 不眠、浅い眠り、夢見の悪さ、酒！

✓ 夜勤・交代勤務 → リズムの乱れ



脳波検査法

頭蓋骨の外部から、被検者に

侵襲を与えることなく脳の電気

的な活動を計測するもの。

（1924年, H. ベルガー考案）

てんかん診療ばかりでなく、

睡眠の臨床と研究には必須の

ツール。



睡眠脳波

脳波研究の結果、高等動物の睡眠には二種類あることが判明。

・レム睡眠 体は深く休息、脳は夢や記憶の作業

・ノンレム睡眠 体も脳も安定した休息

⇒ 両者の組み合わせで約90分のセットができる（睡眠単位）

※ レム（REM：rapid eye movement 急速眼球運動）



レム睡眠とノンレム睡眠 ／ 90分 × ５

https://sleep-natura.jp/suimin/post-115.html

【前半夜】

ノンレム ＞ レム

↓

【後半夜】

ノンレム ＜ レム

※ 平均5サイクル必要

1.5hr × ５ ＝ 7.5hr

https://sleep-natura.jp/suimin/post-115.html


睡眠に関わるさまざまなホルモン

• メラトニン： 穏やかな催眠作用と概日リズム調整作用をもつ。

日中の光によって分泌が抑制され、夜間には十数倍に増加。

• バソプレッシン（抗利尿ホルモン）：利尿抑制作用をもち、夜

尿や夜間頻尿との関係が推測される。

• コルチゾール：

• 成長ホルモン：



睡眠にリスペクトを！

単なるシャットダウンや無駄な空白の時間ではく、

翌日の活動に備えて体を休養させ、脳のメンテナンス

を行う重要なプロセス。

⇒ 睡眠というプロセスにリスペクトを！



理想的な睡眠時間（再論）

個人差はあるものの、多くの人間にとって望ましい睡眠時間は、

7時間半（＝ 90分 × ５サイクル）前後

と考えられる。

！ せめて6時間（＝ 90分 × 4サイクル）を確保したい。

！ 昼寝を活用する（午後3時以前に30分以内）

【各種統計の示す現実】

✓ 日本の勤労者の7割以上が6時間未満という報告あり。

✓ 先進国中、韓国に次いで勤労者の睡眠時間が短い。（cf. 自殺統計）

✓ 過去数十年で日本人の睡眠時間が約１時間短縮している。



寝酒の功罪

酒類はエチルアルコール（エタノール）の作用によって入眠を促進する

が、リバウンド（反跳作用）や尿意促進によって中途覚醒・早朝覚醒を引

きおこし、睡眠時間を短縮するとともに睡眠の質を低下させる。

大量飲酒はうつ病を悪化させることも知られているが、実際には気分を

紛らわそうとして酒量が増え、うつを悪化させるケースが多い。

うつ病や不眠症の治療においては、逆に節酒・断酒が原則。

少量ならOK、深酒は禁物！



睡眠衛生12箇条（1～３） ※インターネットで閲覧可

1. 睡眠時間は人それぞれ、日中の眠気で困らなければ十分

個人差、季節差あり、8時間にこだわらない

2. 刺激物を避け、眠る前に自分なりのリラックス法を

就床前4時間のカフェイン、就床前1時間の喫煙は避ける

軽い読書、音楽、ぬるめの入浴、アロマ、筋弛緩ストレッチやヨガ

3. 眠たくなってから床に就く、就床時間にこだわりすぎない

眠ろうとする意気込みが頭をさえさせ、かえって寝付きを悪くする



睡眠衛生12箇条（4～6）

4. 同じ時刻に毎日起床

早寝早起きではなく早起き早寝（早起きが早寝に通じる）

日曜の朝に遅くまで寝ていると、月曜の朝がつらくなる

5. 光の利用でよい睡眠

目がさめたら日光にあたる（体内時計 ON）／夜間照明は明るすぎず

6. 規則正しい三度の食事、規則的な運動習慣

朝食は心と体の目覚めに重要、夜食はごく軽く／運動習慣は熟睡を促進



睡眠衛生12箇条（7～9）

7. 15時前に20～30分の昼寝

午後のパフォーマンス向上／長すぎると逆効果、夜の入眠を妨げる

8. 眠りが浅いときは、むしろ積極的に遅寝・早起きに

寝床で長く過ごしすぎると、熟睡感が減る

9. 睡眠中の激しいイビキ・呼吸停止や足のぴくつき・むずむず感は

要注意

睡眠の病気の可能性あり、専門治療が必要（後述）



睡眠衛生12箇条（10～12）

10. 十分眠っても日中の眠気が強いときは専門医受診を

長時間眠っても日中の眠気で仕事・学業に支障がある時

車の運転に注意

11. 睡眠薬代わりの寝酒は不眠のもと

寝酒は深い睡眠を減らし、夜中に目覚める原因となる

12. 睡眠薬は医師の指示で正しく使えば安全

一定時刻に服用し就床 ／ アルコールと併用しない



質問から

• 「眠くなってから布団に入った方がよい」というのはなぜ？

• 考えごとをして眠れないときの対処法を教えてください。

⇒ 睡眠衛生12箇条にヒントあり

• 勉強した日、寝る前にブドウ糖（飴玉サイズ１個）を摂取する

とぐっすり眠れるのですが、体に悪いでしょうか？

⇒ それぞれの事情に応じ、工夫はさまざま



こども向けの睡眠衛生
https://www.oyasumiman.jp/ja/onesho_taisaku/03.html

1. 太陽の光を浴びる日中の活動を増やしましょう

2. 布団に入るのは子どもが眠くなってから ← 要注意！

3. 夕食は早く（就寝3時間前まで）、お風呂は熱すぎない

4. 毎朝同じ時間に起こしましょう

5. 朝食を食べましょう（体内時計の安定と活性化）

6. 就寝前の同じ行動（ルーチンワーク）を作りましょう

7. 布団に入ったら楽しいできごと、良かったことを考えましょう

8. 寝る1時間前には、TV、ネット動画、スマホを止めましょう



6. 就寝前のルーチンワークを作りましょう

人は同じ行動をとると、気分が安定して心がやすらぎます。そ

のためには、就寝前には平日も週末も同じ行動（ルーチンワー

ク）をしましょう。

例えば、幼児には夕食後「お風呂」「歯磨き」「トイレ」「読

み聞かせ」「お休みの歌」などを毎日繰り返します。具体的な就

寝の準備をすることで、少しずつ「そろそろ寝るんだな～」と心

の準備を促して、日中の起きている状態から眠りの状態に切り替

わっていくようになります。



7. 布団に入ったら楽しい出来事、良かったことを

布団に入ってから心配事や不安なこと、また日中の悪い出来事を思

い出したり、考えたりすると眠りの質を悪くします。

寝る前に、日中に良かったこと、楽しかったこと、嬉しかったこと

を子どもと一緒に見つけ出して、それについて少しお話ししてみま

しょう。ささいなことでも、ママの方から「今日これできたねー」と

ほめてあげるのでも効果的です。ちょっとした嬉しいこと、きれい

だったことなどを思い出しながら入眠すると、睡眠の質は確実に向上

します。

寝る前に子どもをしかったり否定的なことを言ったりしないように。



8. 寝る1時間前にはテレビ、ネット動画、ス
マホを止めましょう

テレビや動画は脳の視覚中枢を刺激し、寝ついてもしばらく活動

を止めません。また、スマホやPCなどのブルーライトは同じく視

覚中枢や前頭葉を活性化してしまいます。

動画、スマホは寝る1時間前にはやめて、寝室には持ち込まない

ようにしましょう。

（監修：昭和大学医学部小児科学講座 教授 池田裕一先生）

朝まで安心オヤスミマン https://www.oyasumiman.jp/ja/onesho_taisaku/03.html



今朝の新着情報！

https://www.m3.com/clinical/news/972671?portalId=mail
mag&mmp=EZ211014&mc.l=787787797&eml=29fd8bed7
d21889ab6c558abd03dd2b2



睡眠衛生指導と多剤・長期投与の関連

睡眠衛生指導は基本的な生活指導なので、それを行うだけで劇

的に不眠症状が改善することはありません。睡眠衛生指導は簡単

に言うと、不眠症治療の土台作りになります。この部分をしっか

り行っていれば睡眠薬が効かないということは少ないですし、多

剤化・長期化することも少ないです。反対に睡眠薬が効かなくて

多剤化してしまっている背景には、睡眠衛生の乱れが改善されず

に見かけ上の治療抵抗性が生じていることは、稀ではないと感じ

ています。



睡眠衛生指導は睡眠のみに非ず

睡眠衛生指導という言葉が誤解を招いているように感じますが、

睡眠に関わる生活習慣だけではなく、食事、運動など全ての生活

習慣を包括的に整えていくことが重要だと考えています（表）。

睡眠だけ取り上げて話をしていく必要もなく、他の生活習慣病で

行う生活指導の一部としてとらえていただくと精神科・心療内科

領域以外の診療科の先生にも受け入れやすいように感じています。





2. 睡眠と精神疾患



健康管理のポイント

キャンプの教訓／精神科外来の問診のポイント

• ちゃんと食べているか？

• よく眠れているか？

• 通じはあるか？

• 自然な笑顔が見られるか？

⇒ すべて「○」であれば、さしせまった健康問題はないもの

と考えて、ほぼ間違いない。

… 職場では？



ある精神科医の教え

考えごとなどをするうちに一晩徹夜してしまうことは多くの人

が経験するが、そうした場合は翌晩の眠りによって睡眠不足を解

消しているものである。どうやら人にとって、48時間のリズム

が大切であるらしい。

こうした代償が働かず、二晩続けて一睡もできなかった場合は、

直ちに専門医を受診すべきである。

中井久夫（神戸大学名誉教授）の著作から



不眠 ～ 非特異的徴候

疲れのあまり深く長く眠ったとすれば、身体が健康に働いてい

る証拠である。疲れているのに眠ることができないのは黄信号で

あり、赤信号の点灯が目前に近づいている。

それが最も典型的に現れるのはうつ病であるが、それ以外にも

たとえば統合失調症の急性期や、PTSDなどのストレス障害でも

同じことが起きる。

眠れているかどうかは、精神疾患の種類に関わらず、その人の

健康度を測るうえできわめて重要なポイントである。



うつ病と不眠

1. 抑うつ気分

2. すべての活動における興味，喜びの著しい減退

3. 著しい体重減少，または食欲の減退

4. 不眠または睡眠過多 ← ほとんどすべてのうつ病患者に見られる

5. 精神運動性の焦燥または制止

6. 易疲労性，または気力の減退

7. 無価値観，または過剰ないし不適切な罪責感

8. 思考力や集中カの減退，決断困難

9. 死についての反復思考，反復的な希死念慮，自殺企図



不眠のいろいろ

• 入眠困難

• 中途覚醒

• 早朝覚醒

• 熟睡感の欠如

※ 精神科受診時の「主訴」として重要

※ 不眠を訴えていながら、客観的には眠れている場合もある



躁病と不眠

A．気分の異常かつ持続的な高揚が，少なくとも1週間持続する．

B．気分の障害の期間中，以下の症状のうち3つ以上が持続している．

（1）自尊心の肥大，または誇大

（2）睡眠欲求の減少

（3）普段よりも多弁であるか，喋り続けようとする心迫

（4）観念奔逸，またはいくつもの考えが競い合っているという主観的な体験

（5）注意散漫

（6）目標志向性の活動の増加，または精神運動性の焦燥

（7）まずい結果になる可能性が高い快楽的活動に熱中すること



うつ病と不眠

• うつ病によって不眠が起きる！

うつ病には不眠がつきもの

→ うつ病の初期症状として「不眠」は重要

• 不眠によってうつ病が起きる？

アメリカで、ある大学の卒業生を追跡調査したところ、慢性的な不

眠のある群では、不眠のない群に比べてうつ病の発病率が高かった。

→ うつ病を予防するうえでも「睡眠」は重要



睡眠ー覚醒障害群（DSM-5）

• 不眠症

• 過眠症

• ナルコレプシー

• 睡眠時無呼吸（閉塞性／中枢性）

• 概日リズム障害（睡眠相後退型／睡眠相前進型）

• ノンレム睡眠からの覚醒障害／レム睡眠行動障害

• レストレスレッグズ症候群（むずむず脚症候群）



ナルコレプシー ～ 「居眠り病」

• 日本人の600人に一人（欧米では4,000人に一人！）

• 「怠け者」のレッテルを貼られがち。

【四大症状】

1. 睡眠発作（日中の強い眠気）

2. 情動脱力発作

3. 睡眠麻痺（入眠時の金縛り）

4. 入眠時幻覚



ナルコレプシー（続）

• メカニズム：

レム睡眠が不適切なタイミングで起きる

→ 四大症状

• 原因：

遺伝的背景／オレキシン受容体の異常？

• 治療：

薬物療法が必要（睡眠衛生や気合いだけでは治らない！）



睡眠時無呼吸症候群（閉塞性／中枢性）

閉塞性睡眠時無呼吸・低呼吸

A. 睡眠中、1時間あたり5回以上の無呼吸・低呼吸がある

B. 睡眠中に、いびき・鼻鳴らし・あえぎが認められる ／ 十分に睡眠や

休養をとっているはずなのに眠気や疲労がとれていない

※ 1980年代初めまでは、まれな疾患と考えられていたが、その後の調査で実は高

頻度に認められ、さまざまな健康上の問題を起こすことがわかった。2003年2月

の山陽新幹線オーバーラン事件で大きく報道され、広く知られるようになった。

高血圧・不整脈・動脈硬化などを高頻度に合併し、不眠や日中の眠気を引きお

こす。また、交通事故や労働災害の背景としても重要。



睡眠時無呼吸症候群と生活習慣病の関係

睡眠時無呼吸症候群は多くの生活習慣病の危険因子である。

• 高血圧

• 糖尿病

• 不整脈

• 心不全

※ 睡眠時無呼吸 → 低酸素状態 → 交感神経刺激 → 高血圧



症例（『睡眠と健康』P.146より、一部語句改変）

48歳男性。2年前からいびきがひどくなり、妻から睡眠時の無呼吸
を指摘されるようになった。タイマーで測ると30秒近い呼吸停止があ
るという。同じ時期に体重が115kgまで増加し、収縮期血圧は
220mmHgに達し、夜間の頻尿や時には尿失禁が起きるようになった
が、泌尿器科では問題ないと言われた。昼間の眠気がひどく、高速道
路でこらえきれず路肩で休み、自分のいびきに驚いて起きることが
あった。

睡眠クリニックを受診して睡眠ポリグラフ検査を受け、無呼吸・低
呼吸が1時間に100回以上あることが判明。ただちにシーパップ
（CPAP）治療を実施したところ、その晩から頻尿や尿失禁が消失。
血圧が正常化し、日中の眠気も改善した。



睡眠ポリグラフ検査

https://medical.jiji.com/medical/002-0010-06

眼球運動

脳波

下顎の動き

心電図

いびき

鼻気流

胸郭運動

腹壁運動

酸素飽和度

などを広くモニターしながら
睡眠を記録する。



疫学と原因

• 頻度：睡眠時無呼吸症候群の推定患者数は200万人超。このうち

ごく一部しか診断・治療を受けていない。

• 原因：肥満、小下顎、扁桃肥大、鼻閉などが複合的に関与すると

考えられる（閉塞性）。

睡眠障害
20％

睡眠呼吸障害
15％

生活習慣病
30％



睡眠時無呼吸症候群の治療

• マウスピース（気道の閉塞を防止）

• CPAP（持続的陽圧呼吸療法）

← 
フルフェイスタイプ

→
ピローマスク

http://www.irasutoya.com/2019/07/cpap.html



生体リズムと日光

ヒトの体に備わった概日リズムは、24時間より少し

長い。

→ 太陽光によってこれを24時間に同期させている。

（睡眠リズムを整えるうえでの太陽光の重要性）

うまく同期できないという病気がある…



睡眠相後退症候群

社会的に望ましい時刻に入眠および覚醒することが慢性的に困

難であり、多くの場合午前3時～6時のある一定の時刻になって

やっと寝付くことができる。

学校の試験などの大事なスケジュールがある時でも決められた

時刻に起床することができず、なんとか無理をして起床したとし

ても、午前中は眠気や頭痛・頭重感・食欲不振・易疲労感などの

身体的不調のために勉学や仕事を行うことが困難な状態になる。



睡眠相後退症候群？

「大学生の中には、夜型の生活を続けているうちに、同様の睡

眠・覚醒パターンになっている場合が見られますが、この場合は

試験や遊びなどで、どうしても朝起床しなければならない時には

起きることができるという点が異なっています。」

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-028.html

… 気合いで直せるものは病気ではない。気合いでは治せない病

気が睡眠関連には多々あることに注意。

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/heart/yk-028.html


治療法など

睡眠相後退症候群の場合には、本人にとって非常に重要なスケ

ジュールがある時でも起床することができず、その結果社会的不

利益を受けることになる。

思春期から青年期が初発年齢。

朝の高照度光療法または夜のメラトニン投与などで生体リズム

の位相を前進させる方法が有効です。



レストレスレッグズ（むずむず脚）症候群

脚を中心とする特有の不快感（むずむず感）を主症状とするも

ので、下記の特徴がある。

• 安静にしていると強まり、動かすと楽になる

• 夕方から夜にかけて症状が強まる

• 睡眠障害につながりやすい

日本人の４％に見られ、10代～20代に発症し、女性に多いこ

とが知られるが、原因はよくわかっていない。



レストレスレッグズ症候群の治療

• ドーパミン系作動薬や抗てんかん薬などの薬物療法が有効。

• 通常の睡眠薬は無効。自己判断せず専門医を受診したい。



3. 不眠の原因と対応



不眠症の診断基準（睡眠障害国際分類）

A. 睡眠の質や維持に関する訴えがある

B. 訴えは適切な睡眠環境下において生じている

C. 以下の日中の機能障害が少なくとも一つ認められる

1. 倦怠感あるいは不定愁訴 2. 集中力、注意、記憶の障害

3. 社会的機能の低下 4. 気分の障害あるいは焦燥感

5. 日中の眠気 6. 動機、意欲の障害

7. 仕事中、運転中のミスや事故の危険

8. 睡眠不足に伴う緊張、頭痛、消化器症状

9. 睡眠に関する不安



不眠症の分類（睡眠障害国際分類）

1. 急性、一過性の不眠

2. 精神生理性不眠症

3. 睡眠状態誤認（逆説性不眠症）

4. 特発性不眠

5. 精神疾患に伴う不眠症

6. 不適切な睡眠衛生 （7. 小児の行動誘発性不眠）

8. 薬物あるいは物質による不眠

9.  身体疾患に伴う不眠



不眠の原因

• 環境の変化 枕・寝具・寝室環境の変化、時差ボケ

• 不適切な生活習慣 ｶﾌｪｲﾝ、ﾀﾊﾞｺ、酒、運動不足、ｹﾞｰﾑ、SNS

• メンタルストレス 職場・家庭・地域のさまざまな軋轢

• 過剰労働 睡眠不足ばかりでなく不眠の原因にも

• 身体疾患 多彩

• 精神疾患 多彩

• 薬剤の副作用 多彩

• 性格傾向



アンデシュ・ハンセン『スマホ脳』から

眠りにつく前にスマホやタブレット端末を使う

と、ブルーライトが脳を目覚めさせ、メラトニン

の分泌を抑えるだけでなく、分泌を２～３時間遅

らせる。つまりブルーライトがあなたの体内時計

を2～3時間巻き戻し、時差ボケを起こすのだ。そ

のうえ、スマホがストレスを生み、ストレスが睡

眠を妨げる。それでも足りないかのように、アプ

リやSNS、ゲームなどの刺激によって脳が目覚め

てしまう。（P.122-3、一部改変）



スマホを寝室に置かないこと

今までにない数の若者が睡眠導入剤を求めてやってくる。私は、

原則としてすぐには薬を処方しない。その代わり、スマホを寝室

以外の場所に置くよう勧める。加えて、週に3回は身体をしっか

り動かすようアドバイスする。運動すれば早く眠れるようになる

し、睡眠の質もよくなる。こうしたことを試さずに睡眠薬を導入

すべきではないと考えている。（『スマホ脳』P.126）



睡眠を客観的に把握する（無料アプリで十分！）

睡眠アラーム

いびきラボ

Sleep Cycle

Sleep Master

癒やしの水の音

…その他いろいろ



睡眠を促進する薬

• バルビツール酸 過去の遺産、過量服用で死の危険あり。

• ベンゾジアゼピン 現在の主流、過量服用の害は小さい。

ただし常用量依存の弊害から、欧米では

厳しく規制されつつある。

• 新しい睡眠薬 オレキシン受容体作動薬

メラトニン作動薬

その他

• 睡眠薬以外の薬剤 抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬

抗ヒスタミン薬



4. 職場と睡眠



睡眠のポイントとリスク（再掲）

• 睡眠時間 ～ 7時間半を標準に／個人差を考慮して

• 睡眠の質 ～ 途切れなく／深く静かに穏やかに

• 睡眠と覚醒のリズム ～ 夜は寝て昼は起きる／規則正しく

※ いずれも職場の事情によって損なわれる可能性がある

✓ 過剰労働 → 睡眠不足、不眠

✓ 職場のストレス → 不眠、浅い眠り、夢見の悪さ、酒！

✓ 夜勤・交代勤務 → リズムの乱れ



長時間労働と睡眠

日本人の年間実労働時間の平均は米国とほぼ同じ約1,800時間

で、EU諸国に比べて約200時間長く、韓国に次いで長時間労働

である。1日の生活時間を労働、睡眠、家事・自由時間に分ける

と、おおよそ8時間に3分割される。食事・自由時間には食事・

入浴・家事・通勤時間などが含まれ、ほぼ固定化される場合が多

い。したがって、長時間労働になれば、必然的に睡眠時間が削ら

れる可能性が高くなる。睡眠時間が短くなると、翌日の労働に大

きな影響があり、睡眠不足が長く続くと、疲労が蓄積し、免疫力

も低下する。『睡眠と健康（‘2013）』P.117-8



夜勤と交代勤務

夜間に働くことは、生体リズムを無視した行動である。たとえ

ば深夜12時から働くのは、朝8時から働くのと比べ、16時間の

時差がある土地へいきなり移動することに等しい。体温が下がり、

身体が眠る準備を始めているのに逆らって働くことになる。これ

は「産業上の時差ボケ（industrial jet lag）」などと呼ばれる。

夜勤を続けていると、身体が順応して昼夜逆転したリズムを作

るようになる。交代勤務では、順応できないうちにスケジュール

が変わるため、身体が一定のリズムを作ることができない。



個人的な経験から（口頭）



交代勤務と健康

交代勤務者と日勤労働者を比較した研究での報告例：

• 交代勤務者の方が肥満のリスクがきわめて大きい。

• 交代勤務者では、消化器症状（便秘・下痢・腹痛・胸焼けな

ど）の出現率が高く、心臓病の発現リスクが大きい。

• 夜間に働く女性では乳がんの発症率が増加する。

• 交代勤務歴が長くなると、うつ病の出現率が高くなる。



交代勤務者のための生活習慣（宮崎ら、2011） １

〈夜勤の過ごし方〉

1. 仕事に出かける前に１～２時間の仮眠を（ただし10時～正午、

20時～22時は最も眠りにくい時間帯なので避けた方がよい）

2. 午後１時～３時くらいに約20分の仮眠をとる

3. 仮眠後は明るい場所でコーヒーなどカフェイン類を摂取する

4. 体操で目覚めを確実にする

5. ラーメンや揚げ物など高カロリーの食品は食べない



交代勤務者のための生活習慣（宮崎ら、2011） ２

〈夜勤明けの睡眠のとり方〉

6. 帰宅時はサングラスなどをかけ、日光を避ける（日光は生体

時計スイッチオンにつながり、覚醒を促す）

7. 寝る前の飲酒やカフェイン摂取は避ける

8. 寝室は完全に暗くし光を遮断する（アイマスク、カーテン）

9. 騒音を減らす（耳栓など）

10.家族らに眠りの邪魔をしないよう協力してもらう



質問から

シフト勤務を健康的にこなすための留意点やアイデアについて

ご教示ください。

たとえば、

日勤→夜勤：9時～18時の日勤の翌日が21時～9時（仮眠・

休憩４時間あり）

夜勤→日勤：上記の逆

それぞれについて、睡眠のリズムや心の健康を保つには？



ある工夫の例 ～ 「睡眠と健康」（P.124）

• 3交替勤務制職場での勤務スケジュール改善例

疲労回復のためにあるいは家族と過ごす時間の確保のために、夜勤後の

休日を月1回の割合で3連休にしてほしいという従業員の強い希望をうけ、5

日間の日勤-休日-5日間の夕勤-休日-5日間の夜勤-3連休というゆるやかな

ローテーションに変更した。同時に、生活習慣改善教育として、夜勤前に

は自宅で仮眠をとって出勤すること、休日の午前中はできるだけ屋外で太

陽光を浴びて、早く昼間の体に戻すことなど、休日明けの日勤に順応する

ような生体リズム調整指導を行った。その後は多くの従業員が安定して7時

間前後の睡眠時間をとれるようになり、特に日勤時の睡眠時間の改善が顕

著であった。



5. 管理者の心得
～ 部下の睡眠をどう支えるか



あたりまえのことから始めましょう

• 睡眠の重要性を念頭に置く。

• 睡眠時間を削らねばならないような負荷を与えない。

• 眠そうにしている人を、「たるんでいる」「不摂生」と決め

つけない。

• 気合いでは治らない睡眠障害というものがあることを知る。

• 全般的な生活改善の中に睡眠を位置づける。



質問から

社員への教育等を進めるにあたり、やってはいけない注意事項

などがありましたら教えてください。

• プライバシーに配慮すること

• 決めつけを避け理解につとめること

• 専門家を上手につかうこと



ご静聴ありがとうございました。


