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小児はりの概要とその技法
井上悦子・鈴木信

横山浩之・尾﨑朋文

１．はじめに 1~ ８,12

小児はりは、子どもを対象とした鍼法として開
発され、日本独自の治療方法として歴史ととも
に確立されてきた。その特徴は、鍼の一般的な
鍼法と異なり、鍼を体内に刺入せずに鍼具を皮
膚に当てるだけの皮膚刺激を主体とした鍼法に
ある。そのため感染症等の衛生上の問題が少
なく、小児はりは安心・安全に施術できる鍼法
といえる。また、その軽微な刺激は患児にとっ
ても心地よく、無理なく治療を継続させること
ができる鍼法でもある（図 1）。

近年、皮膚への触刺激が脳内伝達物質放出や
自律神経反応に変化を与える知見が多く報告
されるようになり9,10、小児はりの有用性は科
学的にも立証されつつある。また小児のみなら
ず高齢者の認知症等へも応用する試みがなさ
れ、小児はりの対象年齢と適応症の可能性が
広がってきている。日本鍼灸を特徴づける鍼法
の一つであるこの小児はりの概要を以下に述べ
る。

２．小児はりとは
① 小児はりの歴史 1,3,5~8,11,12

小児はりがいつごろから行われるようになった
かは定かではないが、江戸時代後期から西日
本、特に関西地方を中心に専門的に小児はり
治療を行う鍼師が多くみられるようになった。
約 250年前の《摂州平野大絵図》（1763年）
に「中野村	小児鍼師」の記載がみられる（図２）。

多いときは1日に400 人もの患児が訪れたと
言う。現在も駅名に「針中野」とあるのはその
名残で、小児はり治療の「中野降天鍼療院」
の繁栄ぶりがうかがわれる。その他「うさぎ針」

の岡島氏、「だるま針」「かめ針」など子供にな
じみ深い名称をつけた小児はりの治療所が存在
した。子どもの健康を願う小児はりの医療文化
が庶民の間に定着し、現在に至っている。

② 小児はりの呼称について７

小児はり（しょうにはり）は小児鍼（しょうにしん）
とも言われ、その呼称には次の３つの意味が混
在して用いられている。
①	子どもの治療に用いる専用の種々の鍼具。
②	接触・摩擦を主体とした皮膚刺激の鍼法。
③	専用の鍼具を用いて②の皮膚刺激を行うこ
と。

③ 小児はりの対象年齢 1-8

一般的には乳児から学童児、つまり0歳 ~12
歳あたりまでを小児はりの対象としている。特
に２~４歳児が施術対象のピークとなっており、
それ以降から徐々に毫鍼を使用した大人の鍼に
移行する治療パターンが多い。

④ 小児はりの治療（適応症状）1-8,12

小児はりの治療は、健康管理と病気の治療に
大別される。健康管理としては、疳虫（夜泣き・
不機嫌・奇声・夜驚・食思不振・噛みつくな
ど）、いわゆる小児神経症に類する症状を中心
とする。一方、病気の治療としては、風邪症状、
アトピー性皮膚炎、気管支喘息、便秘、眼精
疲労、夜尿症など子どもによく見られる病気が
挙げられ、その他てんかんや脳性麻痺などもあ
る。

ただ、病気へダイレクトにアプローチするもので
はなく、よく寝る、よく食べる、快便など心身
の安定によりQOLを高めることで結果的に症
状の改善に導くものである。

近年、ストレス由来の肩こり・頭痛・チック、
さらにADHDや自閉症などの発達障害などで
来院する例も国内外の報告に散見されるように

なった 11,17。たとえば、
発達障害の場合、小児
はりによって情緒が安定
し、周囲との関係がよく
なり、本人自身も周囲か
らのストレスが軽減し、
社会適応が楽になると
いった効果が期待される
11,17。

このように、小児はりは
時代や社会の変化に関
わらず、さまざまな疾患
や症状に適応する汎用
性のある治療法である。

⑤ 小児はりの不適応症 1,2,7

大人の不適応症とほぼ同じで、38℃以上の発
熱・急性腹症・急性脳脊髄疾患・骨折・脱水
症などは不適応症とする。

⑥ 小児はりの鍼具 1~8,12

図３は、本学園のはりきゅうミュージアムが所
蔵する「森秀太郎コレクションの小児はり用の
鍼具」の数々である。

形状は皮膚刺激に都合良く工夫されている。そ
れぞれの鍼具の使用法は明らかではないものも
あるが、概ね、接触鍼法に適した鍼具・摩擦
鍼法に適した鍼具に大別でき、両鍼法を兼用で
きるものもある（図４～７）。

◎接触鍼類：バネ式・振り子式・集毛鍼など

方法：鍼具を皮膚に軽くトントンと接触させて
いく。（小児はりの基本的な方法）

刺激量の調整：鍼尖の出し方、皮膚への当て
方で調整する。

◎摩擦鍼類：かき鍼・長刀鍼・ばち鍼・車鍼
など

図 1　小児はりの施術風景 7

図 2　《摂州平野大絵図》（1763 年）1

図１　小児はりの施術風景７） 

図４現在よく使われている小児はりの道具８

上左から①ローラ―針　②大師はり　③米山式イチョウ
針 ④たま型小児針 ⑤員利針　⑥バネ式単入針
下左から　⑦集毛針　⑧ばち針　⑨かき針　 ⑩歯車針
⑪松葉針
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そのうち代表的な鍼は、1）米山式いちょう鍼、
2）大師はり、3）ローラー鍼、4）セイリン
社製ディスポーザブル小児はりである。

方法：鍼具を皮膚に押しつけず、軽く触れた状
態で皮膚面を水平に移動させる。

図 3　さまざまな形状の小児はりの道具（森秀太郎の小児はりコレクション　森ノ宮医療学園　
はりきゅうミュージアム所蔵）8

接触鍼

摩擦鍼
図６　小児はりの２つの技法

ローラー針による摩擦鍼法

集毛針による接触鍼法

図７　ローラー針と集毛針の例

米山式かっさボード
セイリン小児皮膚鍼

図５　ディスポーザブル小児針
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⑦ 小児はりの施術部位（図 8）1~8,12

基本的には頭部・項部・肩背部・胸腹部・前
腕・下腿とほぼ全身に施術する。症状や疾患に
より重点的に施術する部位を変え、症状に該当
する経穴付近を追加する（図 8）。例えば、咽
喉炎・扁桃炎には顎下～前頸を眼精疲労・仮
性近視には懸顱・太陽付近を夜尿症には下腹
部・仙骨部をといったように追加する。

⑧ 小児はり施術時の患児の肢位 7

不安感を抱かせないように乳児や初めて治療を
受けるときは母親に抱かれた状態で施術するほ
うがよい（図 9）。慣れてきたら、幼児や年長
児は椅子やベッドでの座位または臥位で施術す
る。治療の重要ポイントは、不安にさせない、
痛がらせない、泣かせないことである。

		小児はりの施術部位
前腕部→下腿部→腹部→胸部→項部→背部→頭部

		症状と関連のある経絡や経穴に重点的に施術する。

図 8  小児はりの施術部位８

図 9  施術時の患児の肢位 7

安定感のある姿勢

前向きでの姿勢

図 9  施術時の患児の肢位 7

⑨ 小児はり鍼法の実際 1~8,12

刺激量の調整：強弱は鍼尖の出し方、皮膚へ
の当て方（直角・ななめ）と動作の速さで
調整する（図 10）。

多種の鍼具や鍼法があるが、ここでは米山式小
児はりを例に説明する。

接触鍼（図 10 上）と摩擦鍼（図 10 下）の
２方法があり、いずれも左側の写真は弱～中
程度の刺激で鍼先が皮膚に軽く接触する程度、
右側は強刺激で鍼先をより多く出すなど、刺激
量は鍼先の出し入れで加減する。また、摩擦鍼
の場合、弱刺激は針具を斜めにし、強刺激は
皮膚に直角に鍼具を当てるなど皮膚へ当て方の
角度で調整する。

術者は肩の力を抜いて、特に手首の力を抜き、
スナップを利かし、軽くリズムカルに施術してい
く。また、このとき鍼具だけで調整するのでは
なく、鍼具を把持していない指も適当に使って
刺激を緩和させる。

子どもを観察し、子どもが心地よく感じている
かどうかを常に把握しながら施術するのがコツ
である。

接触鍼法	弱～中刺激 接触鍼法	強刺激

摩擦鍼法　弱～中刺激 摩擦鍼法　強刺激

図 10  米山式イチョウ型での接触鍼・摩擦鍼の強弱７

⑩ 刺激量と治療間隔 1~8,12 

治療時間は１～５分以内で、刺激量は子どもの
年齢や症状、皮膚の性状（硬さ、湿り気、温
感）によって刺激量を推測し、治療部位の発
赤や軽い汗ばみを適量の指標として行う。過剰
刺激によって、治療後、発熱やぐったりさせて
しまうこともある。過剰刺激にはくれぐれも注
意しなければならない。治療間隔は、疳虫など
の健康管理には、基本的には毎月1回、３～
５日間連続して行う。あるいは毎週 1回行うこ
ともある。症状が強いとき、例えば、喘息発作
時の患児には１日に２回小児はりを行うことも
ある。また、夜尿症では、当初連続３日間の治
療をし、以後症状にあわせて、隔日から、週 1
日、２週間に１日と間隔を空け、最終的には月
に１日をめざす。治療間隔は、症状や疾患、小
児の状態によって個々に決定する。

３．小児はりを行う前の診察法（図
11、12）1,2,4~7

小児はりを行う場合、不適応症鑑別の診察と
施術のための診察を経常的に行う。

特に不適応症の鑑別診断は重要であり、重篤
な感染症が疑われる時は、速やかに専門医の
受診を促すことが必要である。

鑑別のための診察
①	眼を見る（眼瞼結膜の充血と貧血状態）（図
11左上）

②	頸部、特に顎下リンパを診る（図 11右上）

③	口腔内視診（扁桃・咽頭後壁の発赤や扁桃
の膿栓・コプリック斑）（図 11左下）

④	聴診（喘鳴やラ音の確かめ、軽度の気管支
炎や喘息の状態を確かめる目的）（図 11右
下）

⑤	検温（小児はよく発熱することが多いので、
熱っぽい場合は検温する）

小児はり施術の刺激量や刺激部位の参考
に、以下の診察をする（図 12）
①	顔貌を見る。いわゆる疳虫様顔貌（前額皮
下静脈の怒張＝あおすじ。顔色が蒼白）

②	腹診 ( 触診・打診 )

③	触診（胸腹部・背部）
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図 11 鑑別のための診察 6)

結膜や眼瞼結膜の色 顎下リンパ節の触診

口腔内視診（扁桃・咽頭後壁
の発赤・扁桃膿栓・コプリッ

ク斑）

聴	診

顔貌をみる	（肌の色、	爪の色	
など）

腹部の触診・打診音

腹部・背部の触診

図 12 施術のための診察 7,8

図 13　心地よさを目標に施術する 7,8,12

まとめ
小児はりは皮膚への軽微な刺激で大きな効果
を上げ、病気の治療のみならず、健康管理や疾
病予防にも対応できる優れた治療法である。小
児はりは常に子どもの様子を観察し、子どもが
心地良さを感じられるように施術すること、治
療時間が長くならないように行うことがコツであ
る（図 13）。過去から現在に至るまで多くの治
療者が独自に考案した小児はりの鍼具があり、
それぞれの鍼具に適した鍼法がある。疾患や症
状、子どもの年齢や皮膚の性状によって接触や
摩擦などの鍼法を使い分け、それに応じた鍼具
を用いる。治療者にとって使い勝手の良い鍼具
を使用して、適切な小児はりを施術していくこ
とが望まれる。


