︻
現代人が抱える不眠の問題とは？︼
また︑不眠の状態がどのくらい継続しているか
によって︑以下のように分類されます︒
①一過性不眠：緊張や夜更かしなどで一時的に
数日眠れない
②短期不眠：肉体的・精神的ストレスが原因で
一週間から三週間の間︑眠れない
③長期不眠：強い不安︑緊張感︑その他病気な
どのために一ヶ月以上眠れない
心配事やストレスが原因で起こる不眠を﹁精神
生理不眠﹂
と呼びます︒
大抵は一過性のもので︑
さほど心配はいりません︒ただし︑原因が解決
した後も﹁また眠れないのでは﹂という不安に
かられ︑思うように眠れない状態が一ヶ月以上
続く場合は︑身体的な他の要因も考えられます
ので︑一度病院などで相談してみると良いでし
ょう︒
前号でもお話しましたが︑
良い睡眠を得るためには︑
生活習慣を見直し︑生活の
中でオンとオフのメリハリ
をつけることが大切です︒
そして︑少しでも良い眠り
を得るためのコツとして︑
下記のようなことを見直し
てみてください︒
これらを心掛けて頂くと︑
かなり良い眠りに近付ける
のではないでしょうか︒
睡眠は健康のバロメーター
です︒

今回は︑成人の約１０〜２０％が発症するといわれてい
る比較的ポピュラーな病気︑
﹃帯状疱疹﹄についてです︒

■帯状疱疹が起こる原因とは？

帯状疱疹は︑水疱瘡︵水痘︶と同じ︑水痘・帯状疱疹ウ
イルスが原因になります︒
大部分の人は︑子供の頃に水
疱瘡に感染したり︑水痘ワク
チンの接種を受けた経験があ
ると思います︒
帯状疱疹とは︑
そのような水疱瘡の感染・接
種を受けた人に発症する病気
です︒
水疱瘡が治った後も︑ウイ
ルスは知覚神経節に居座り続
けます︒
やがて数十年経って︑
過労や加齢によって免疫力が
低下した時に︑
再活動を始め︑
神経節から神経を伝って皮膚
上に現れます︒この状態を︑
帯状疱疹と呼びます︒

■症状と特徴

最初の症状としては︑片側性に神経痛様のチクチクとし
た痛みが数日から一週間ほど続きます︒

適度な運動と適度な食事︑それに健やかな精神状態が揃っ
てこそ︑良い眠りにつけるというものです︒でも一番大切
なのは︑考えすぎないこと︒
﹁眠れないかもしれない﹂とい
う不安は︑さらなる不眠を誘います︒何事も義務になれば
苦痛です︒睡眠ですらも︑
﹁寝なければならない﹂となれば
やはり苦痛でしょう︒と言っても︑不安を取り除くのは簡
単ではありませんよね︒
ローリング療法でも左図のように︑ポイントとなるツボ
がありますので︑ぜひ試してみてください︒ローリングを
受けて血行が良くなれば︑
自然と眠くなるかもしれません︒

その後︑一定の神経の分布領域に沿って︑浮腫性の赤い腫
れ︵紅斑︶が現れ︑やがて水ぶくれ︵水泡︶が多発します︒
水泡は十日程度でびらん︵ただれる︶になり︑かさぶた︵痂
皮︶になって︑二〜三週間で治ります︒
最初の小さな水泡は痛痒く︑片側の胸部から背部など︑一
つの神経の分布︵まれに２つ以上に出現することもある︶
に沿って帯状に並んで出来る皮膚の発疹は強い痛みを伴う
のが特徴です︒
︵※痛みの感じ方には個人差があります︶
そして︑特に六十歳以上の方や︑皮疹がひどくなった場
合︑
治療開始までに時間が掛かった方などに多いのですが︑
皮膚症状が消えた後に帯状疱疹後神経痛という神経痛が残
ることがあり︑これは完治が難しく少々やっかいです︒

■ 部位によっては特に注意が必要

発症場所は人により様々で
すが︑頭部︑特に顔面に発症
した場合は注意が必要です︒
目の周囲に及ぶと︑ひどい
場合には失明する危険性もあ
ります︒耳の周囲に出来た場
合には︑顔面神経麻痺などを
起こす恐れもあります︒
このように帯状疱疹は︑発
症から治療開始までに時間が掛かってしまったり︑症状の
出る部位によっては︑放置しているととんでもない後遺症
を残す可能性がありますので︑前記の初期症状を感じた場
合は︑出来るだけ早期に病院への受診をおすすめします︒
皮膚症状が現れてから５日目くらいまでに抗ウイルス薬
︵ゾビラックス︑バルトレックス等︶による治療を開始す
れば︑後遺症は残りにくいと考えられています︒
万が一︑神経痛が残った場合には︑神経ブロックなど対症
療法により痛みを軽くする治療が行なわれますが︑痛みの
原因そのものを取り除くことは出来ないようです︒
このようなことから︑帯状疱疹では︑早期に症状を発見
し治療を開始することが︑症状を悪化させず︑後遺症を残
さないためにも最善の方法だということになります︒
また︑帯状疱疹が人にうつることは殆どありませんが︑
水疱瘡になっていない人と接触すると︑その相手が水疱瘡
に感染する場合があります︒水泡が治るまでは︑水疱瘡の
罹患経験の無い子供や赤ちゃんには︑接触しない方が良い
でしょう︒
■日常生活での注意 ︵予防のために︶
帯状疱疹を発症しやすいのは︑疲労やストレス︑病気︑ス
テロイド使用などによって︑身体の抵抗力が落ちている状
態の時です︒予防のためには︑日頃から︑栄養や睡眠を充
分にとるよう心がけることが大切です︒

■ローリング療法

ローリング療法では基本的に帯状疱疹の皮膚病変が発症し
てから治るまでは︑施術はお休みして頂くようにお願いして
います︒
︵水疱が破れて広がる恐れがあるため︶
皮膚病変が治れば施術可能になりますので︑抵抗力を高め
るためにも︑ローリングを受けて頂くことをおすすめします︒
帯状疱疹が出来るということは体の抵抗力が落ちている状
態ですので︑早く治すためにも︑まずは安静を心掛けるよう
にしてください︒
︵石川 光二︶
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不眠のタイプは︑大きく４パターンに分けるこ
とが出来ます︒
︻
不眠について︼
① 入眠障害：床についても眠りにつけない
前回は睡眠の話を致しましたが︑今回はう ② 中途覚醒：夜中に何度も目が覚める
まく眠れない＝不眠の話をしてみましょ ③ 早朝覚醒：朝︑異常に早く目が覚めてしまう
う︒
④ 熟眠障害：ぐっすり眠った満足感が無い
不眠とは︑睡眠時間の長さによって判断
されるものではなく︑覚醒時に不快感︵だ
るさ︑眠気︶があったり︑日常生活におい
て支障をきたす程度によって︑判断されて
います︒
睡眠時間というものは個人差があり︑五
〜六時間眠れば充分という人もいれば︑十
時間くらい眠らないと満足できない人も
います︒ナポレオンは三時間という短い睡
眠時間で充分だった︑アインシュタインが
毎日十二時間は寝ていた︑というのは有名
な話︒いかに睡眠時間に個人差があるか︑
を示す好例ですね︒
つまり睡眠の質は︑時間の長さではから
れるわけではなく︑眠りに対して満足度が
得られるかという点が重要になります︒
﹁不眠症﹂には︑個人差があるというこ
とです︒
﹁眠らなくても死ぬことはない﹂などと
言う人がいますが︑そんなことはありませ
ん︒不眠は健康に大きな影響を及ぼすので
す︒
１つは︑脳・精神機能への影響︒この点
は古くから言われていきました︒さらに︑
それだけではなく︑身体機能へも大きく影
響を及ぼします︒最近では︑不眠によって
老化が促進され︑高血圧や糖尿病などの慢
性的な生活習慣病が悪化する可能性も報
告されています︒
例えば︑たった一晩徹夜をしただけで︑
健康な人の血圧は上昇しています︒
徹夜をしたときの精神作業能力が︑ビー
ルを一本飲んだときの酩酊状態とほとん
ど差がない︑と聞けば︑それが日常生活に
及ぼす影響や危険性も想像に難くないで
しょう︒
米国睡眠障害研究会の報告によると︑ス
リーマイル島の原発事故︑スペースシャト
ルチャレンジャー号の事故︑チェルノブイ
リ原発の事故といった歴史的な大事故に︑
関係者の睡眠不足が影響したとの指摘も
あります︒
良い睡眠を得るためには︑まず睡眠に対
する正しい知識を持つことが大切です︒

１︑
﹁８時間睡眠﹂にこだわらない
２︑就寝４時間前以降カフェインの摂取を
控え︑一時間前からはタバコもやめる
３︑軽い読書︑音楽︑アロマテラピー等︑
自分に合った方法でリラックス︒
４︑寝室の照明は明るすぎないものにし︑
朝目覚めたらまずカーテンを開け︑
日光を室内に入れるようにする︒
５︑運動の習慣をつける︒
６︑夜食は摂らない︒
７︑昼寝をするなら二十分前後︒
それでは︑今夜も良い睡眠を︒
８︑寝酒は睡眠を浅くし中途覚醒の原因に
︱︱︱おやすみなさい︒ 蓑(原 誠︶
なるので控える︒

それぞ れのポイ
ントを気持ち良い
程度に刺激してく
ださい。

※

頸や肩などに痛みがあるような場合は︑無理をせず︑担当の先生の指示に

両手で、肩幅よりやや
広めに握る。頭の上で
腕を伸ばし、ゆっくりと
左右に肩から曲げる。

後ろで

左右に動かす

血液サラサラとは？

第２回

このように人間の血液は血管内では固まらないように︑
いざという時は固まり︑又︑役目が終ればすぐ溶けて血流
を再開してスムーズに流れると言った︑相反する事を常に
行っているわけです︒
血液の凝固は非常に複雑なメカニズムで行われています︒
大きく分けて外因性と内因性に分かれます︒図式化すると
右図のようになりますが︑あまりに複雑なため︑理解する
のは難しいと思います︒
あくまでも参考までに載せました︒
因みに右図の︑第８因子と第９因子 点(線○部分 の)どちら
かが欠けていると血友病になり血が固まりにくくなります︒
一般人にとっては血が固まりにくいことより︑固まりや
すいことの方が問題でしょう︒血液は通常誰でも︑血管内
ではサラサラに流れています︒しかし︑さまざまな原因に
より︑本来固まってはいけないはずの血管内で血液が固ま
り︑
血栓を作って心筋梗塞や脳梗塞を発症してしまいます︒
その最大の原因は︑ストレスだと言っても過言ではありま
せん︒事実心筋梗塞を起こした方の約半数は︑コレステロ
ール値が正常だと言われていますし︑事前の検査でも異常
のない方が半分はいます︒かえって健康診断に異常の有る
方のほうが︑色々注意をする為︑重篤な状態になるのを防
げているような気がします︒
嫌なことや︑悲しいこと︑怒りは特に血を固まりやすく
します︒普段の生活で楽しいこと見つけたり︑極力怒らな
いようにする事こそが一番︑血液をサラサラの状態に保つ
ことになると思います︒
︹
次号に続く︺︵蓑原 弘豊︶
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従うようにしてください︒

左右に動かす

当センターの患者さんの訴えで︑腰痛と並んで最も多い﹁肩
こり﹂
︒現代では︑小学生でも肩こりの症状があるようです︒
この様に︑幅広い年代の人達に認められる肩こりは︑軽度の
症状から︑頭痛や吐き気を合併する重度のものなど様々です︒

体の後ろで肩幅よりやや広
めに握り、腕を伸ばしてか
ら、背筋に沿ってゆっくりと
上げる。痛みの出ない範囲
で行なう。

肩こりは︑五十肩などの肩周辺の障害や︑頸椎椎間板ヘル
ニア︑高血圧などを引き起こす原因にもなりますので︑ロー
リング療法で︑うっ血やしこりをなくして︑普段から関節や
筋肉を柔らかくしてあげましょう︒
注︶肩こりの自覚がない人でも︑パンパンに筋肉が張ってい
る人がたくさんいます︒肩こりは脳疾患や心臓疾患にも繋が
りますので︑ご自分の筋肉がどのような状態なのかを︑ロー
リング療法を受ける中で知っておきましょう︒
︵水野 謙治︶

両手で、肩幅より
やや広めに握り、
頭の上に上げたあ
と、ゆっくりと首の
後ろに下げる。

※肩幅より少し長めの棒やタオルを利用して行ないます︒

後ろで上下に動かす

血液サラサラブームで巷では︑サラサラにする健康食品
や︑食べ物の話題で結構患者さんからも普段質問を受けま
す︒この血液サラサラと言うイメージには少々誤解も多い
ようです︒
例えば︑﹁私はコレステロール値が高いから血液がどろど
ろで﹂とか言われます︒しかし︑一般的にコレステロール
と血液の流れには関係がありません︒血液サラサラと言う
言葉はあくまでも︑イメージに過ぎないと思います︒
画像や写真などで︑血液︵特に赤血球︶の状態を見せら
れて血の流れがいいとか悪いとか︑
﹁この薬︵おそらく健康
食品︶を飲むとこんなに改善されます﹂
︑といった良く分か
らない説明を受けて︑高価なものを買って飲まれている方
も見受けられます︒ただ︑今のところ画像診断だけで血液
がサラサラかどうかを判断するのは難しいと思います︒
また︑血液は出血したときは機敏に固まらなくてはなり
ません︒かといって血管内で固まったらこれは大変︑心筋
梗塞や脳梗塞になってしまいます︒血液が血管内を︑血栓
を作らないでスムーズに流れる︑この状態を血液サラサラ
と言うのだろうと思います︒心筋梗塞や脳梗塞になった方
や︑その危険がある方は血栓を作りにくい薬を飲むことに
なります︒しかし血栓を作りにくいと言う事は︑逆を言う
と血が固まりにくいということになります︒その為︑こう
言った薬を飲んでいる方は手術や抜歯など出血の恐れのあ
る時は︑一時服用を止めることがあります︒また︑ちょっ
とぶつけただけでひどい内出血をすることもあります︒

体の後ろで肩幅より
やや広めに握る。腕
を伸ばしたまま左右
にゆっくりと動かす。

上下に動かす
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肩こりとは︑首筋︑頸の付
け根から︑肩甲骨周囲の筋
肉︵代表的なものとしては︑
僧帽筋︑肩甲挙筋︑菱形筋︑
頸板状筋︑頭板状筋などが
あります ※上図︶が︑重
だるく張った感じとなり︑
時に鈍痛を伴うなどの極
めて不快な感覚です︒
肩こりの原因は︑多くは日
常生活に関係しています︒
長時間同じ姿勢での作業︑
重い物を持つなどの筋肉
の使い過ぎ︑寒さや︑夏の
冷房による冷え︑眼精疲労︑
顎関節の異常︑精神的緊張︑
不良姿勢︑運動不足︑睡眠
不足︑暴飲暴食や夜遅くの
飲食による内臓の疲労︑糖
分・塩分の摂りすぎ︑スト
レス︑タバコの吸いすぎな
ど︑多くのことが原因とな
ります︒
その他︑二次性のものとして︑変形性頸椎症︑胸郭出口症
候群︑高血圧︑低血圧︑自律神経失調症︑更年期障害︑など
の疾患に伴って起こる場合もあります︒
肩こりの発症のメカニズムについては︑解明されていませ
んが︑次のようなことが考えられます︒
神経の過剰刺激︑筋の疲労︑自律神経失調症などが引き金
となり︑交感神経系の過緊張が起こり︑その結果として︑末
梢血管が収縮↓筋肉の血行不良↓うっ血︑浮腫の状態となり︑
不快な肩こり症状を引き起こすのではないかと推定されてい
ます︒
肩周辺の筋肉は︑重い頭と︑両腕を何時間も支えているの
ですから︑それだけでも筋肉にとっては大変な労働です︒
ローリング療法で血液循環を良くしてあげることは︑肩こ
り解消への一番の近道です︒
しかし︑原因として当てはまることがあるようなら︑まず
は︑悪化する前に少しでも予防・改善することも必要です︒
硬くなった筋肉を大きく動かすことで︑血行が良くなります
ので︑下図のようなタオルを利用したストレッチを︑ぜひ１
日１回︑実行してみてください︒

肩こり解消の

