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『睡　眠』

　現代社会では、睡眠時間はだんだん短くなっていく傾向にあります。しかし、人間は寝なくては生きていくこと
が出来ません。今回は、睡眠について考えてみましょう。

「睡眠」の目的とは
　● 身体を休める
　● 脳を休める
　● 体の修復や免疫を高める

「睡眠不足」になると…
　● 体力・注意力・判断力・作業効率が低下します。

適度な睡眠時間は？
　● 一般的には６～７時間半
　　 自分の寝る時間から90分の倍数で寝ると朝目覚めやすいかもしれません。

睡眠中に分泌される「成長ホルモン」の作用について
　● 身長を伸ばしたり、骨や筋肉を作る
　● アンチエイジング（老化防止）

睡眠を妨げるものとは
　● コーヒー、紅茶、緑茶など（カフェインを含む飲み物）
　● アルコール
　● たばこ
　● 食事（就寝３～４時間前に済ませる）
　● スマートフォン、パソコン、ゲーム

スムーズな眠りにつくためには
　● 就寝1時間前にお風呂に入り身体を温める。
　● 瞑想・ヒーリングの音楽を聴くなど心を落ち着ける。

より睡眠を取るように工夫し、日頃から疲れを溜めないようにして元気な体を作っていきましょう。 高齢者の肩こり体操

ストレッチについて
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「誠之堂」（写真上）と「清風亭」（写真左）は、深
谷市で生まれた渋沢栄一にゆかりの建物です。｠
「誠之堂」は平成15年、国の重要文化財に「清
風亭」は平成16年、埼玉県指定有形文化財に指
定されました。

写真提供「深谷市教育委員会」
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高齢者の肩こり体操

　首や肩、背中に「痛み」「重だるさ」「突っ張り感」が起こります。
　症状も人によって様々で症状を感じる人もいれば、まったく自覚がない人もいます。肩こりに共通してい
る事は、首や肩、背中の筋肉のカが抜けなくなっている点です。肩こりという病名は無く、これは病態を表
す名称です。

1、原因
肩こりの原因は筋肉 ( 主に僧帽筋の血流が悪くなる ) や、目の疲労、背骨の変形、悪い姿勢、肥満、
運動不足など色々あります。
肩こり体操は症状の改善、筋肉のカを抜きやすくし、肩こりの症状を和らげる体操です。

2、注意
肩関節に痛みを感じるようになった時や、首の痛み・手がしびれる場合は、医療機関を受診し
て下さい。

3、予防法
○適度な運動を少しずつでも行う。
○首や肩を冷やさない。
○入浴で血行を良くする (38℃～ 40℃ ) のぬるめのお湯でゆっくりとつかる。

肩こりとは？

　筋肉には力を入れた後に緩む性質があります。

1、姿勢を正し、両方の肩を耳に近づけるよう
     ゆっくり上げて肩をすくめます。

2、息を止めないで出来るだけ高く肩を上げ
     続けます。

3、5 秒たったらストンと一気に力を抜いて
     肩を下ろします。

4、3 回繰り返します。

劾果的な肩こり体操
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　肩こりのある方のほとんどは、背中が曲がって肩が前に突き出ています。
　肩の位置を戻せるように、肩甲骨の運動をしましょう。

1、頭の後方で両手を組みます。

2、胸を後ろに軽く反らしながら両手の肘を
     横に開きます。

3、肩甲骨をしっかり後ろに寄せるよう意識
     します。

4、息を止めないで、5 秒たったら元の位置に
     戻します。

5、3 回繰り返します。

肩甲骨の運動

　肩こりの原因となる筋肉は、肩の後ろにある肩甲骨の周りにあります。
　肩甲骨をしっかり動かして筋肉のストレッチをしましょう。

1、両手を前に伸ばして組みます。

2、両方の肩を前に突き出すようにゆっくり
     手を伸ばしていきます。

3、息を止めないで背中の筋肉が軽く突っ張る
     ところまで伸ばします（5 秒間）。

4、5 秒たったら元の位置にゆっくり戻します。

5、3 回繰り返します。

肩甲骨周りの運動　1
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1、両手を後ろに組み、肘を曲げないように
     して、出来るところまでそのまま上の方に
     伸ばします。

2、3 秒たったら元の位置にゆっくり戻します。

3、2 ～ 3 回繰り返します。
     （無理はしないで下さい）

両手を後ろに組めない場合

1、掌を前方に向け、そのまま上の方に
     伸ばします。
     （3 秒たったら元にゆっくり戻します）

2、2 ～ 3 回繰り返します。

肩甲骨周りの運動　２

新座市会員による
接骨院・公民館での、
こつこつ体操の様子
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ストレッチについて

ストレッチを行う目的

ストレッチを行う時の注意点

（１）筋肉の緊張緩和
（２）関節の可動域（柔軟性）の改善
（３）血液循環の改善
（４）けがの予防
（５）運動時のパフォーマンス向上

　入浴後など筋肉が温まってリラックスしている時が最も効果的です。寒い朝に布団の上で行うような場合
は、軽く体を動かしてから行うのが良いです。

タイミング

　１回のストレッチにつき 20 秒程度が目安です。太腿の筋肉など大きな筋肉については、多少長い時間を
かけてストレッチを行うとより効果的です。反動をつけず、持続的にゆっくりと行うことが重要となります。

時間

　１日１回を目安に行って下さい。ストレッチの効果が持続するのは数時間程度です。毎日継続して行うこ
とが大切です。

頻度

・できるかぎり伸縮性の高い服装で行います。
・ストレッチ中は呼吸を止めないようにします。秒数を口に出して数えながら行うと呼吸を止めずに行えます。
・入浴後や運動後など、汗をかいた後に行う場合は、水分補給をしてからにしましょう。
・ スポーツを行う際にはその前後に行うことも効果的です。ただし、スポーツ前の長時間のストレッチは逆

効果になることもありますので適度に行うように注意して下さい。

その他注意点
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　人間の体には短縮しやすい（硬くなりやすい）筋肉があります。今回は、これらの筋肉のストレッチにつ
いて主要なものを紹介します。筋肉の短縮は、長時間の同一姿勢、また不良姿勢などによって引き起こされ
るものです。最近では、携帯電話やパソコンの普及により、これらのことが習慣化している方が多くなって
います。

【効果を出すコツ】
体はまっすぐに保つ。スト
レッチする側の肩が上がら
ないようにする。

【効果を出すコツ】
軽く顎を上げて斜め上を向
くように。出来る限り胸を
張るようにする。

【効果を出すコツ】
肩が床から浮かないよう
に。交差させた足の外側
を手で押さえる。

ストレッチの実際（写真はすべて右側のストレッチ）

僧帽筋：後頭部から鎖骨、背部へ延びる（下左図）。
肩甲挙筋：頚椎から肩甲骨上部へ延びる（下右図）。

僧帽筋・肩甲骨挙筋

鎖骨や肋骨から上腕骨へ延びる。大胸筋

背骨を構成している椎骨同士と骨盤を結ぶ。
棘筋、最長筋、腸肋筋から成る。

脊柱起立筋
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【効果を出すコツ】
体が前後左右に倒れたりし
ないように。直立を保つ。

　ストレッチの基本といくつかの方法を紹介しました。先述したように、くれぐれも無理はせず、ストレッ
チ後に痛みが出ないかなど反応をみながら行って下さい。今回紹介したものはほんの一部です。それぞれの
ストレッチについて、ちょっとした “ コツ ” を記載しましたので意識してみて下さい。正しい方法で行えば
必ず効果を実感することができると思います。症状が軽減しても、予防的な観点から毎日継続して行うこと
をお勧めします。お風呂上がりに 5 分程度でも結構です。ぜひ、生活の中にストレッチを取り入れて快適な
毎日を過ごして下さい。

　様々なけがや病気の急性期※にはストレッチを中止して下さい。
　※急性期…けがや病気のなり始めで、症状が比較的強く出ている時期。

おわりに

ストレッチを行ってはいけない場合 

腰椎・骨盤と大腿骨とを結ぶ。
腸骨筋と大腰筋から成る。

腸腰筋

公益社団法人埼玉県柔道整復師会　事務局

048-651-1211　　　　　048-651-2840

連絡先

電　話 FAX

体の痛み（首、肩、腰、膝、手・足等）でお悩みの方は、

ぜひ専門家（柔道整復師）にご相談下さい。随時受付けております。
県民
の
相談日
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