
過剰使用
スマホを使用

しすぎている状態

依存症

依存症 スマホのしすぎ＝依存症？

「ストレートネック」や「スマホ首」という言葉
を、最近耳にしませんか？
 ストレートネックとは、ゆるやかにカーブし
ているはずの首の骨（頚椎）が、下向きの姿勢
を続けたことによって負担がかかり、まっす
ぐになってしまった状態です。肩こり・首こり
だけでなく、頭痛、めまい、吐き気、顎関節症
などを引き起こす可能性があります。スト
レートネックは近年急激に増えており、多く
の日本人が発症していると言われています。

スマホを利用してのゲームやインターネット閲覧がやめられないということはあり
ませんか？「依存症」はやめなくてはいけないとわかっていても、やめることができ
ない状態を言います。

首・肩 ストレートネックにご用心

壁を背にして
「気をつけ」の姿勢をとる

ストレートネックの
セルフチェック方法

後頭部、肩甲骨、お尻、かかとの４ヵ所が特に意
識しなくても自然と壁につけば、頸椎は正常な
状態です。後頭部が壁につかなかったり、意識
的に首を後ろに倒さないとつかない場合は、ス
トレートネックの可能性が高いです。

スマホだけじゃない、パソコンやタブレットでも要注意
パソコンやタブレットなどを長時間使用することでも、目や体に負担がかかり、
ひどい場合には心も疲弊してしまうことがあります。
これらはVDT症候群と呼ばれています。（VDTは、Visual Display Terminalsの略）
厚生労働省は、連続した作業時間が60分を超えないようにし、作業と作業の間
は10～15分休止し、1～2回の休憩を挟むようにガイドラインを設けています。

正常なカーブ ストレートネック
本来は、少し前傾に
張り出すようにカーブ

自然なカーブが徐々に失われ、
頭が前につきだしてしまう

長時間
うつむいて
いると…

筋肉がこわばり
血流が悪化！

頭の重さは約5kg、
ボーリング球と
同じ重さが首に
かかります

ストレートネック予防・改善ストレッチ
①～③を各5～10回、痛みのない範囲で行う

ポイントは日常生活に問題が起きているかどうかです。睡眠時間が短くなることで日中の活動に支障をきたしたり、
必要なことをする時間が取れなくなっている場合は要注意です。
最近は若年層だけでなく、中高年の方も依存状態に陥る方が増えています。なかなか自分では認められなくなるの
も特徴です。周囲の方が注意してみてあげることも大切です。

目線は正面であごを
引きながら行う

体の位置は動かさずに、
頭と背すじを真っすぐにする

肩から下の胴体は正面を
向いたまま、首を傾けない

1首をゆっくりと左右へ傾ける 2目線を水平にしたまま、
首だけ横向きに動かす 3頭を極力前に突き出し、水平に

スライドさせるように後ろへ引く

明日は早起き
しなくちゃ…

家族に「スマホのし過ぎ」
と言われた…

あっ、充電が
少なくなっている…

そんなこと

ない！！

どうしよう…

何も手につかない！

過剰使用と依存症の違い それって依存症かも…あなたは大丈夫?

簡単！お手軽！ 分でできる3

ストレート
ネック

自然に頭が
壁につかない

正常

おしり

かかと

背中

頭

そうかも

しれないな…

受け入れて反省する あきらめられる/気にならない

まぁ
仕方がない

強く否定する/指摘に腹が立つ 不安になるやめられない

今日は早く寝よう

あと少し… 

あと少し…

やめられる

思い当たることはありませんか

スマートフォン症候群では？
その
症状！
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画面に集中すると、まばたきの回数が減
り、眼の表面が乾燥して、角膜が傷つきや
すくなります。これが「ドライアイ」です。
また同じ姿勢でずっと画面を見続ける
と、目のピントを合わせる筋肉が酷使さ
れ、「疲れ眼」になります。
「ドライアイ｣や「疲れ眼｣が続き、目だけで
なく全身にも症状が出て、休息や睡眠を
取っても十分に回復しない状態を、「眼精
疲労」と言います。

眼 まばたき減っていませんか？

眼を休めることが一番です。遠くをぼんやり眺めるのも眼の緊張を和らげます。
ドライアイ予防にもなるので意識的にまばたきをしましょう。

スマホで老け顔？
スマホ使用時、下向きで画面を見ることが多く、この姿勢が首のたるみやシワの
原因となります。さらに、小さい文字を見るときに目を細めたり眉間を寄せたりし
ていると、老け顔まっしぐらになります。見た目の若々しさを保つためにも、でき
るだけ目線と同じ高さで見るように心がけてください。

眼精疲労の主な症状

眼精疲労に効く新習慣！

まばたきを意識し、休憩を取る

眼球を上下左右に動かす、ぐるぐる回すなど
簡単な動きでも効果があります。
心地よいと感じる程度に実施しましょう。

疲れ眼をほぐす眼の体操

眼の周りをゆっくりやさしくマッサージしま
しょう。ツボは3秒で押して、3秒で離すのを5
～6回繰り返します。眼のかすみに効く「太
陽」、眼の奥の痛みに効く「晴明」、眼の疲労感
や痛みに効く「攅竹」がオススメです。

眼の周辺のマッサージ、ツボ押し

眼に良いとされる食品（栄養素）は沢山ありますが、それだけを摂れば良いという
わけではありません。主食、主菜、副菜、乳製品、果物の5つのジャンルをバランスよ
く摂り、その上で眼に良いとされる食品を積極的に取り入れるようにしましょう。

眼に良い食事

オススメ栄養素と食材

● 攅竹
さん ちく

せいめい眉頭の内側で目の上の骨
縁の少しへこんだ部分

● 睛明
目頭の左右のくぼみ、
鼻の付け根の横側● 太陽

こめかみの下の
少しくぼんだ部分

オススメの献立 ごま豆乳鍋 鍋で効率的・効果的にたくさんの食材を摂りましょう

作り方
鍋に水を入れ昆布をつけておく（30分程度）
具材はそれぞれ食べやすい大きさに切り分ける
鍋を火にかけ沸騰したら昆布を取り出す
一旦火を止めて★を加えてよく溶かし混ぜる　
火の通りづらいもの（白菜の根の部分・にんじん等）から鍋に入れ中火にかける
沸いたら火を弱め残りの食材を入れる 

①
②
③
④
⑤
⑥

材料
（2人分）

・ 油揚げ 
・ 水
・ 昆布

1/2枚
200ｍｌ
4～5㎝四方

カロリー：867kcal　塩分：4.1g （1人分）

便利なものだからこそ、上手に付き合いましょう。
まずは長時間連続して使用するのを控えよう！

最近、「なかなか寝つけない、眠りが浅い、疲れがとれない」などの自覚症状はありません
か？それは「寝る前スマホ」が原因かもしれません。
人には「日光を浴びると覚醒し、夜になると眠くなる」という睡眠のリズムがあります。ス
マホ、パソコン、タブレットなどから発せられる光（ブルーライト)は日中の太陽の光に近
いため、脳が「昼間だ」と錯覚し、覚醒してしまいます。そのため、寝つけない、眠りが浅いな
どの睡眠障害を引き起こしやすくなります。また、見たい・知りたいものやゲームなどに集
中してしまうと、脳が興奮状態になって覚醒度が上がり、眠気を感じられなくなってしまい
ます。睡眠不足が続くと疲れが蓄積し、精神面にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
睡眠障害を自覚する場合は、寝床から手の届かない所にスマホを置く、メールやネット
サーフィンをする時間を決めるなど、「寝る前スマホ」を控えてください。

睡眠 その不眠、スマホが原因かも…

・ 豚ロース肉 薄切り
・ 白菜
・ 水菜・こまつ菜
・ 長ねぎ

200ｇ
1/8個
各1/2袋
1本

※沸騰すると豆乳が部分的に凝固するが特に問題はありません

ビタミンA

ビタミンB1
ビタミンB2

ビタミンC

ビタミンD
ビタミンE

DHA
アスタキサンチン
アントシアニン

カルシウム

種類 効果 食材
眼の老化防止、視力低下予防、白内障予防

疲れ眼の回復、視神経の働きを助ける
眼の働きを助ける、角膜炎予防

眼の老化防止、白内障予防

眼の機能の活性化
眼の老化防止、白内障予防

ドライアイの予防、疲れ眼の予防、視力改善
眼精疲労の予防、疲れ眼の予防
眼の神経伝達の働きを助ける

眼の筋肉の働きを助ける

レバー、うなぎ、緑黄色野菜

豚肉、玄米、豆類
レバー、卵、乳製品、納豆

野菜（緑黄色、淡色）、果物類

サケ、しらす等魚介類、きのこ類
ナッツ類、植物油、ごま、かぼちゃ

さんま、さば、あじ等青魚
カニ、サケ、イクラ
ブルーベリー、ぶどう、黒豆

牛乳、ヨーグルト、豆乳、小魚類

・ にんじん
・ きのこ類

・ 豆腐

1/2本
計100ｇ程度

1/2丁

（しいたけ・しめじ・えのき・まいたけ等）

★
・ 無調整豆乳
・ 白ねりごま
・ 白すりごま
・ 練り鶏がらスープの素

・ 砂糖
・ みそ
・ 醬油
・ ごま油

400ｍｌ
大1
大2
大1/2

大1/2
大1
大1
大1/2

玄米ご飯

かぼちゃサラダ
ごま豆乳鍋

ヨーグルト
（ブルーベリーソース）

まぶしい目が痛い目が重い

充血する目が乾く目がかすむ

冷やすより
目を温めるのが
効果的！

上下を見る 目を寄せる 左右を見る 目をぐるぐる回す
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