
v 「だるい〜」「眠れない〜」「やる気でない〜」
「イライラ!!」「⼿⾜冷た〜い」「⼼臓ドキドキ！」･･･

v ⾃律神経のバランスの乱れは、さまざまな⼼⾝の不調を招きます。
v 今回は、⾃分でできる⾃律神経の整え⽅についてお話しします。

こころメンタルクリニック 第６回セミナー 2019年3⽉25
⽇

「⾃分でもできる ⾃律神経の整え⽅」
〜さまざまな⼼⾝の不調を抱えている⽅へ〜



本⽇の内容
１．この不調は⾃律神経の乱れから︖

２．⾃律神経が乱れる原因は︖

３．いつでも、どこでも、すぐできる⾃律神経の整え⽅

４．夜の過ごし⽅

５．朝の過ごし⽅

６．⽇常⽣活でできることのまとめ



１．この不調は⾃律神経の乱れから︖
•様々な⼼⾝の不調を、『⾃律神経失調症』と医師に告げられた
ことはありませんか？

体重増加

眠れない

肌荒れ

疲れやすい

情緒不安定

動悸がす
る ⼿⾜が冷える

覇気がない

いつもだる
い

免疫⼒低下

ふらつく
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⾃律神経失調症って︖
u⾃律神経失調症︓⾃律神経の乱れが慢性的に続いている状態

u⾃律神経︓神経系⾃体が制御する神経

私たちの⽣命活動を24時間⽀える⼤切なシステム

呼吸や⾎液循環、⾷物の消化、体温調節等は、

⾃分の意思でなく、⾃律神経がすべてを調節

u⾃律神経は、交感神経と副交感神経という相反する神経によってコント
ロールされています。
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２．⾃律神経が乱れる原因は︖
不規則な⽣活
過度なストレス

⾷⽣活の乱れ

運動不⾜

睡眠不⾜

喫煙

深酒 など

健康状
態悪化

⾃律神
経乱調

悪循環
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副交感神経 交感神経

拡張 → 血管 ← 収縮

下降 → 血圧 ← 上昇

ゆっくり → 心拍 ← 速い

弛緩 → 筋肉 ← 緊張

蠕動促進 → 腸 ← 蠕動抑制

抑制 → 発汗 ← 促進

u交感神経は、⽇中に活動するときなど、
⼼⾝が緊張・興奮する際に働きます。

u副交感神経は、くつろいだり眠ったり、⼼
⾝がリラックスする際に働きます。

u⾞に例えると、アクセルとブレーキの役割
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⾃律神経の⼀⽇の波（体内時計）

交感神経
優位

副交感神経
優位

6時 18時 6時

2つの神経のバランスが崩れること＝⾃律神経の乱れ
体内時計に合わせて⽣活する=健康への第⼀歩
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３．いつでも、どこでも、すぐできる⾃律神経の整え⽅

緊張している時、知らないうちに
ギュッと握っていませんか︖

⼒を抜いて、⼿を広げると
リラックスしてきませんか?

スピーチでマイクを握った時、
カラオケで歌う時、初めての運転等々 意識して親指の⼒を抜いてみましょう

１）脱⼒のパー作戦
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魔法の⽔︖

２）「⽔でも飲んで落ち着け！」作戦

⽔を飲む
↓・・・⽔が⾝体にしみこむぞ〜
胃腸を刺激
↓・・・胃腸の動きが活発になってきたぞ〜
副交感神経の働きを⾼める
↓・・・サラサラな⾎液が全⾝に⾏きわたるぞ〜
緊張をほぐしてくれる

イメージは効果
をアップする

uお⽔は普段から⼀⽇1~2リットル飲むように⼼がけ
ましょう
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３） その他の作戦

① ガムをかむ
② 背筋を伸ばして上を向く

⇒呼吸が深くなる、意識して上を向いて︕ 空を仰ぎ⾒るのはお勧め︕

嫌なことがあった
↓
打つ向きがち
姿勢は悪く、体を丸める
↓
軌道が狭くなり、呼吸は浅く、
⾎流も滞りがち
↓
⾃律神経がさらに乱れる

10



③ ⼝⾓をあげてみる
⇒顔の筋⾁がほぐれて、リラックスできる
→副交感神経が活発になる
→⾃律神経も整う

・最初は作り笑いでも⼤丈夫
・笑うから緊張がほぐれる

笑顔は免疫機能
も⾼めるんだ
よ！
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４）呼吸を整えましょう

ゆっくりと深呼吸します
深~く吸って、吸って、肩が上がるほど、

胸いっぱい、たくさん吸い込みます
次に、ゆっくり、細く、⻑く吐きましょう
4秒かけて吸って、8秒かけて吐く感じ（１︓２）
胸式、腹式など気にせず、思い思いの⽅法で。
お勧めは呼吸が浅い時、つまり

イライラしている時、落ち込んだ時、不安な時、
眠れない時、緊張している時、集中しすぎた時

ため息もい
いんだよ！
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５）副交感神経を働かせるためのコツ

感謝の⾔葉
「ありがとう」
もいいよ

ゆっくり
→日常的に呼吸が深く
なり、自律神経が整う

楽に
→肩の力を抜いて
余裕を持って行う

にっこり
→顔の筋肉の緊張を

ほどく
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※なんだかやる気が出ない時には･･･

•背筋を伸ばし

•両⼿を⼤きくふり

•⾜をあげて、さっさと歩く

⇒交感神経が⾼まり

『がんばるぞ︕』という気分に。



４．夜の過ごし⽅
１）就寝の3時間前には⼣⾷をとる
u「いつ」⾷べるかが⼤事︕

⾷べたものは、約6時間で⼩腸の末端に達する
⼣⾷は午後8時頃までにとりたい

u⾷べたいものを、
ゆったりリラックスして、よく味わい、よくかんで、⾷べる

こと
メニューには、温かい料理が⼀品あるとよい

u⼣⾷後の3時間は、「腸のゴールデンタイム」⇒ゆっくり過ごす
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２）安眠を誘うお⾵呂の⼊り⽅
uゆっくり湯船につかる︕

39~40度のお湯に、15分程度つかる
最初の5分は肩まで、その後10分は半⾝浴

uお⾵呂上りに⽔を1杯、⽔分補給
uドライヤーをかける時、ちょっと上向きにしてみましょう

交感神経から副
交感神経へのｽ
ｳｨｯﾁ切り替え
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３）決まった時間に寝る、決まった時間に起きる

u朝⽇を浴びる、⽬覚ましを増やす、など
u枕に誓う

「私は明⽇必ず○時に⽬覚めます」と声に出して繰り返す
⾔葉に出すことで、⼤事なことは脳に記憶される

u睡眠時間は個⼈差がある
何時間眠るべきかは、⼀⼈⼀⼈異なる
⽇中に寝不⾜と感じない睡眠時間を確保しよう
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４）「３⾏⽇記」で、毎⽇、⾃律神経の乱れをリセットする
⼀⽇を振り返って、
①今⽇いちばん失敗したこと
②今⽇いちばん感動したこと
③明⽇の⽬標 を書きだす
眠る前の健康に重要な時間帯に、書く
⇒呼吸を整える⇒⾃律神経を切り替える

書くこと⇒⽇常の意識化⇒冷静になり、⼼にゆとり
ゆっくり、丁寧な⼿書き⇒⾃分の字で表現することで

・・・⇒実現レールへ
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★⼣⾷後、ゆったりできる過ごし⽅のヒント
☪ 洋服など翌⽇の準備をしておこう⇒朝、慌てずにすむ

☪ 部屋の⽚づけ⇒やり過ぎないように、1⽇1か所20分など決めて⾏う

☪ 好きなテレビやDVD鑑賞、読書⇒はまりこみ過ぎないよう、時間を決めて︕

☪ アロマの⾹りを利⽤
ヒノキ→副交感神経を活発化、グレープフルーツ→リフレッシュ
ローズ→⼥性をリラックス など

☪ 1分程度のストレッチ〜セル・エクササイズ（後述）

☠ スマホやパソコンは要注意︕ 就寝30分前には、電源OFF
☠ 寝酒も逆効果⇒ハーブティーや温かい飲み物
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セル・エクササイズ （『まんがでわかる⾃律神経の整え⽅』より引⽤）

①体を上に伸ばす ②上半⾝を前に倒す ③上半⾝を左右に倒す ④上半⾝を⼤きく回す

吐いて

吸って

ひじは必ず伸ばす。
肩甲⾻が内側に寄って
いることを意識して。

吸

て

お腹に⼒を⼊れて。
背筋はしっかり伸
ばしたまま。

腰回りの筋⾁が伸
びていることを意
識して。

背筋はしっかり伸ばしたまま︕

腰を回すのではな
く、指先で円を描
くように回す。

①

④

︑
⼀
回

︑
夜

朝

⾏

︕



５．朝の過ごし⽅
１）⽬覚めたら、朝⽇を浴びて、⽔飲む

30分早く⽬覚めよう⇒朝ゆったり過ごすと⼀⽇快適
お⽔⇒⽔分補給、お通じの改善

２）朝⾷には、ヨーグルト＋オリゴ糖⇒快便
⽔溶性⾷物繊維を加えて、善⽟菌の威⼒を発揮させよう
（納⾖、キャベツ、⼤根、海藻類、かぼちゃ、アボガド、熟したフルーツなど）

腸内環境を整えると、免疫⼒向上し⼼の状態が安定します
３）朝⾷は決まった時間に適量を。
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６．⽇常⽣活でできることのまとめ
Ø不調にばかり気を取られるより、⾃分でできる体調を整える⽅法があります。
・朝イチは脳が最も活性化⇒思考や発想を必要とする仕事に適している
・⾷前のコップ1杯の⽔、ゆったりと⾷事を味わいよく噛む⇒⾃律神経の急激な変化を避けら
れる
Ø仕事などに⾏き詰ったら⾝体をほぐそう︕
・背筋を伸ばして、「ゆっくり、にっこり」を思い出す
・ゆっくり⽔を飲む、デスク周りを丁寧に⽚づける、顔をあげて深呼吸
・タバコはお勧めしません 末端の⾎流が下がり、⾃律神経が乱れます）
・⻑時間のデスクワークなら、定期的に体を動かす

⾸を回す、⼿⾸・⾜⾸を回すなど
・外に出て、散歩、ウォーキングが気分転換に
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最後に どうしてもうまくいかない時・・・・
♥ストレスは〝⼈⽣のスパイス“

適度のストレスがあるから、⼈⽣が⾯⽩かったり
⼈間が成⻑できたりする⾯がある

♥⾃律神経が乱れないように頑張ることが⽬的ではない
♥⼤事なのは、⾃律神経の乱れを持続させないこと︕

⇒⾃分の状態を知る、乱れの程度を⾃覚する
⇒⾝体の声を聴こう

♥体の不調が続いたり、気になる痛みがあったり、健康診断で再検
査の結果が出た時は、受診しましょう。



♥それでもストレスいっぱいになったら、
「まあいいか」
「何とかなるさ」
「考えてもしょうがない」
「⼤丈夫、⼤丈夫」

※参考図書
『まんがでわかる⾃律神経の整え⽅ 「ゆっくり・にっこり・楽に」⽣きる⽅法』
⼩林弘幸著、イースト・プレス発⾏
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