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私たちの生命活動を支えている自律神経。L靱麒膊蜀纏で、こく‡姦舅貪隧鶴唸が∫餃鍮蜀覺踪鐘大鬱

≪趙爆していはMとが機がけて鬱饂枡鍮。副交感神経の働きがアップして自律神経のバランスがよく

なれば心身の状態がよくなり、からだやこころの抵抗力が強まります。この冊子を参考に、自律神経

のコントロールの仕方を覚えて、ぜひ心身の健康づくりに役立てて<ださい。
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精神的′肉体的ストレスが普通であり、ストレス対処能力も正常です。 継続的な管理を通じ

て現在の状態を維持してください。

血液循環及び血管状態が良好です。規則的な生活習慣と積極的な運動で現在の状態を維持、

管理して下さい。

2015年  12月  21日  10時  29分
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私たもの隻命活動奄重え鶴曲律神経

起きているときも、寝ているときも、心臓は全身に血液を送り続け、呼吸も止まることはありません。も

し、心臓や呼吸が止まってしまったら、私たちはすぐに死んでしまいます。これらの生命活動を維持してい

るのは、私たちの意識にかかわらず自律して働く、自律神経系 (以下 「自律神経」)です。

自律神経は全身の器官や臓器の活動をコントロールしていますが、主にアクセルの働きをする交感神経系

(以下「交感神経」)と、主にブレーキの働きをする副交感神経系 (以下 「副交感神経」)か らなります。交

感神経と副交感神経の主な役割は図の通りです。豊騰◎隋彗1通轟畿懇爾簸ゝ麟軍器で、畿構鶴纏藝鸞警:通露鐵

が議機と、通轟修舎寧へ奪:薫雛灘甕がで磯通な‡こな呼鱗寧.

黎雪常震黒
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h骰鶉

興奮や活動のときに

活躍するアクセルの神

経系。昼間に活性化し、

からだがよく動くよう

に血圧は上昇し呼吸数

や心拍数が上がる。逆

に消化器官の働きは抑

えられる。

※顆粒球もリンパ球も白血球の一種で、からだを守る働きをしていますが、顆粒球が増えすぎると

免疫を担当するリンパ球が減つたり、体内に炎症が増えるなどから免疫力を下げてしまいます。
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副交感神経の活性化がポイント

自律神経の働きがよいのは交感神経と副交感神経の両方が

高いときです。しかし、男性は 30歳ぐらい、女性は 40歳

ぐらいから副交感神経の働きが低下します。逆にス トレス過

多ともいえる現代社会では交感神経の方は活性化が続くため、

交感神経のみが高い状態になったり、疲れきって交感神経も

低下したどちらも低い状態になりやすいのです。

自律神経のバランスが崩れてしヽる人のほとんどは日J交感神

経の働きの低下が問題ですので、観交感神経鍛活性化が健康

づくりのポイントになります。

交感神経が高い

アクセル全開状態

交感神経

副交感神経

―
戦いができるよう、心身

がハイテンシ∃ンな状態。

この状態が続くと、心身は

ヘ トヘ トに。

自律神経の
バランスがよい状態

交感神経も副交感神経も

高く、心身ともに機能も回

復力も高い状態。

副交感神経が高い
ブレーキ状態

鐵

やる気が出

弱つた状態。

どちらの働きも

低い状態

藤  難

非常に疲れやすい、心身

がひどく疲弊した状態。

ず、行動力が

自律神経のバランスがよくなると…

鰺疲れにくくなる、元気が出3
0免疫力が上がし′、 はストレスに強くなしノ、

ここ3が安定す3
鰊お通じがよくな3
颯体感温度が上が3

(冷え性の改善)

病気にかかしノに<くなる

。眠しノが良質になる
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副交感神経アップに一番大切なのは「ゆつ<り 」ということです。ゆつ

くり活動することが副交感神経にいいのは、さまざまな動作をゆつくりす

ると、自然に0乎 ll■が深くなるためです。呼吸が深くなると、血流もよくな

り、からだのすみずみまで質のいい血液が流れます。気持ちにも余裕が出

てきます。

んか

ゆつくり朝を過ごす
起きる時間を 30分ほど早くして、ゆつくり

朝食をとり、ゆつくり新聞に目を通し、ゆつく

り歯をみがいてみましょう。余裕をもって 1日

をスタートしましよう。

ゆつくり歩く
肩の力を抜き、頭の

中心が空につながつて

妙っくり強べ鶴
1□ 30回 くらい、よくかん

でゆっくり食べましよう。消化

がよくなり、食欲が抑えられ、

ダイエットにもなります。脳の

刺激にもなり、咀しやくのリズ

ムも副交感神経のアップにつな

がります。

ゆつくり話す
落ち着いて話せる

だけでなく、説得力

や信頼感もアップし

ます。出だしをゆっ

くり話すと、話もわ

かりやすくなります。

いるような意識で首を

伸ばし、おへそから前

に出るような気持ちで

ゆつくりと歩きましよ

う。上を向いて、気道

をまっすぐにしましよ

う。
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間 生活習慣
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1か
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て健康を守るキーワードは「ゆつくり」と「リズム」です。できること

-4-



「ゆつくり」と動くためには、事前の準備も大切です。1週間が始まる前

にその週のスケジュールを確認しておく、寝る前に翌朝着る服や持ち物を

準備する、待ち合わせ場所には30分早く着いておくなど、忙しいときで

も余裕をつくっておきましょう。

ゆつ<りを

骰隧鰊‐『橿珀只戌』鮨

戌隋磋吻鼈
交感神経と副交感神経は昼と夜と

「リズム」をもって交互に優位になっ

ています。生活の「リズム」を守るこ

とは、自律神経の「リズム」を守るこ

とになります。逆に夜更かしや暴飲暴

食などでリズムを狂わせると自律神経

のバランスが崩れてしまいます。

昼 食

く―仕事中
ヽ

、、 _“ ´
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1             -交 感神経
|            ‐甍額副交感神経

:  6:00    12100    18:00    24:00    6:00

1は驀颯憑餃骰咎⑬黎絋辣唸肋 |

嚢毎朝同じ時間に起きて、同じ時間

に寝る

鬱布団の上でス トレッチングをして

心身を目覚めさせる

は朝起きたら朝日を浴びる

警三食きちんと同

じ時間にとる

書午後にス トレッ

チ ング で リフ

レッシュの時間

をもつ

書早く帰つて、よ

く寝る日をつく

る

鬱入浴で心地よい

睡眠をつくる

鍼識して循
手帳などにメモをと

る、かばんを持つ、物

をとるなど、日常の行

動をゆっくりを意識し

て行つてみましょう。

ていねいに字を書くよ

うにするだけで、気持

ちが変わってきます。

鰊鸞晨檸5秒繹、
能颯聰鼈蛉黎蛉鸞

1日 に 30分、 1週間に 1日 など、予

定のないブランクの時FoOを つくりましよ

う。ブランクをつくることで仕事の振り

返りやリセットができるため、気持ちに

余裕が生まれます。

腸内環境難よくし議しょう
腸など消化管は副交感神経により動きますが (ぜん動運動 )、 腸は消化吸収だけでなく、

免疫 (か らだの抵抗力)の大切な場であり、大量の血液が集まる器宮です。腸の働きが

悪くなると全身に影響します。便秘の人は心身の不調を感じやすいゆえんです。

腸の働きをよくするには、副交感神経を活性化することが大切です。また、目覚めや

食事前にコップ 1杯の水で刺激したり、納豆や味噌、∃―グル ト、キムチなどの発酵食

品をとる、野菜、とくに根菜類などの繊維質をとるとよいでしょう。

腸の働きがよくなれば、免疫力もアップし、全身に良質な血液が循環するようになり

ます。腸を大切にしてあげましょう。

魏ё颯
夕食
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次のような生活習慣も副交感神経の活性化に役立ちます。ぜひ実行して<ださい。

鬱食事は「適量をリズムよく」が

基本です。できるだけ三食規則

正しく食べましよう。

機夕食は寝る 3時間前

に終えましよう。

蝙寝酒は交感神経を

刺激し、眠りを浅

くするので、睡眠

をアルコールに頼

らないように。

瘍朝食は胃を刺激し、

腸を目覚めさせる

ことが一番の目的

です。まずコップ

1杯の水を飲み、

腸を目覚めさせま

しょう。鬱昼食の前にコップ 1杯

の水を飲み、腹人分目

でゆっくり食べると食

後に眠気に駆られるこ

とが減ります。

鸞睡眠不足は自律神経変調の最大の敵。

忙しくとも睡眠を大切にしましよう。

聰寝る前の 1時間は交感神経

を刺激しないように、暗め

の光の中でゆつたり過ごし

ましよう。

磯お酒を飲むときはお酒と同量の水を飲み、

アルコールによる脱水症状を防ざましよう。

り 1日の食事量を調整しましよう。夜に宴会が

あり食べ過ぎてしまいそうなときは、朝食や

昼食を減らしてバランスをとりましよう。

鸞ぬるま湯の入浴は心地よい

睡眠を招きます。

瘍簡単な日記でその日感動した

こと、反省したことを書いて

気持ちを整理することも安眠

につながります。
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入 浴

■熱すぎる風呂は血液を

ドロドロにして、1図卒

中などを引き起こすお

それがあります。長湯

も脱水症状を起こしや

すいので注意しましょ

う。

■シャワーだけでは深部体温が上がらず、質の良い睡眠には

好ましくありません。39～ 40℃のぬるめのお湯に、15分

くらい浸かりましょう。できれば、最初の 5分は首まで浸

かり、残りの 10分はみぞおちくらいまでの半身浴で。

笑顔はその真似をするだけで

も免疫力がアップするなど心

身に効果があります。朝、鏡

に向かつたときなどに□角

(□ の両端)を上げて笑う練

習をしてみましょう。

膵健康づくりのための運動

はウオーキングが最適で

す。運動する時間として

は夕食後、30分～ 1時

間程度のウオーキングが

心地よい眠りを誘います。

ただし安全には十分気を

つけてください。

■入浴前はコップ数杯の水を飲

み、脱水症状を防ざましょう。

風呂上がりにもコップ 1杯の

水を飲むといいでしょう。

令朝はからだが目覚めていないので、

無理に運動をするとケガや脳卒中

や心臓病などのおそれも。

1深呼吸により副交感神経はアップします。

やり方の目安としては、 3～ 4秒くらいで吸っ

て、□をすばめて 6～ 8秒 くらいかけてゆっく

り吐きましょう。鼻0乎吸でも□0乎吸でもかまい

ません。

颯律纏曖瘍当写楊眈梵鶯胚囃颯鰈塀%飩鰈⑬麒麒彬冬鞣膨
今の自分の自律神経のバランスを矢□りたい人もいることと思います。現在は脈拍などを測定することで、

自律神経のバランスを測定できる機器が開発されています。医療用の機器から健康イベントなどで活用され

るものなど、機器によリレベルが異なりますが、測定できる機会がありましたら、ぜひ積極的に活用 して、

自分の状態に関心をもってください。

絲 怒
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自律神経のバランスを良くするだけでなく、

運動時のウォーミングアップやクーリングダウンにも適して

います。それぞれを 1分強、4つの体操すべてで 5分程度を目安に実施

してください。寝起きや午後のリフレッシュなどにも活用できます。時間がなければ、 1つだけでも実施してみましょう。

少しでも毎日行う習慣がつくことが健康を守り、仕事などのパフォーマンスを上げてくれます。

②①

①両足を肩幅に開き、両腕を肩の高さまで上げて、前にまつ

すぐ伸ばします。その状態で手の先を片方の手でつかみ

ます。

②息を吐きながら、からだは正面をむいたまま、つかんだ

ほうの手で真横にできるだけひつぱります。つかまれた

ほうの手は伸ばしたままで、できるだけ手の先を握りま

しょう。

③真横だけでなく、斜め上、斜め下にもひっぱりましょう。

左右交互に行い、両側を伸ばします。

1夕側を側ざすストレッチング1鰊″h半身を側ざすスルッチング
l①

①両足を肩幅に開き、両腕を上に上げて、手の先を片方の

手でつかみます。

②息を吐きながらゆつくりと、つかんだ手を上に引つ張る

ようにしながら上体を倒し、体側を伸ばします。つかむ

手を替えて反対側も同様に伸ばします。

熙
①

甲骨をゆるめるストレッチング

①立って行つても、いすに座つて行つてもかまいません。

背筋を伸ばし、手のひらが自分の顔のほうを向くように

ひじを垂直に曲げます。そのひじをもう片方の手でしつ

かり固定します。

②曲げたほうの手首を左右にグルグルと回します。反対側

の手首も同様に回しましょう。

②①②

以
関節をゆるめるストレッチング

①ひざが直角になるくらいの高さに腰掛け、足首をもう片

方のひざの上に乗せます。

②その状態で足首を左右にぐるぐると回します。足を替え

て、同様に行います。
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