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Fig. 1 Anatomical examination. The relationship between the
posterior ramus of L2 and BL23 (view from right side)
A: anterior ramus, I: intermediate branch, L: lateral branch, M: medial
branch, PR: posterior ramus

Fig. 2 Three-dimensional images. The relationship
between the posterior ramus of L2 and BL23 (view
from posterior aspect)
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は じ め に

鍼灸の臨床においては，腰痛，頻尿等の症状に対し

て，腎兪穴（BL23, Shenshu）を用いることが多い．

腎兪穴は，腰部において第 2 腰椎棘突起下縁の高さ

で，後正中線の外方1.5寸に位置し，その近傍には腰

神経後枝が走行していると考えられる．腰神経後枝

は，外側枝，中間枝，内側枝の 3 枝に分枝すること

が知られているが1～3)，どの分枝が腎兪穴に分布する

かについては不明である．今回，解剖実習体を用いて

腎兪穴周辺を詳細に剖出し，腎兪穴に分布する腰神経

後枝の分枝を同定した．また，腰痛患者に対して腎兪

穴刺鍼を行い，刺鍼感覚および鎮痛効果を検討した．

．腎兪穴刺鍼の解剖学的検討

. 対象と方法

2012年度の愛知医科大学解剖セミナーに供された

解剖実習体 2 体において，腎兪穴に 40 mm 18号鍼を

刺入し，腹部内臓を摘出後，第12胸椎・第 1 腰椎間

ならびに第 4・5 腰椎間において体幹を横断し，腰

部後壁を取り出した．椎体を除去して硬膜を切開し

脊髄を露出した後，腰神経本幹および腰神経後枝を

剖出し，刺入鍼の鍼先と腰神経後枝との位置関係に

ついて観察した．その後，CT および laser scanner

(Creaform, Qu áebec, Canada）を用いて 3D 画像を作

成し，腎兪穴と腰神経後枝の位置関係を 3 次元的に

観察した．

. 結 果

第 2 腰神経後枝は，外側枝，中間枝，内側枝に分

岐していた．外側枝は腸肋筋を，中間枝は最長筋を支
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Anatomical study of `BL23 (Shenshu)'
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The acupuncture point BL23, which has been used traditionally, was studied in cadaver dissection. Further, the relationship between
the posterior ramus of 2nd lumbar nerve (L2) and BL23 was three-dimensionally revealed by use of CT and laser scanner. The
posterior ramus of L2 was divided into three branches, i.e. medial, intermediate and lateral branches, and the intermediate branch was
located in the region of BL23. On the other hand, to conˆrm the eŠect of BL23, nonspeciˆc low back pain patients received acupun-
cture treatment. The patients were asked to rate the intensity of pain on a VAS (visual analogue scale) before and after treatment.
The post-treatment VAS-score was signiˆcantly reduced compared with the pre-treatment one (paired t-test, p＜0.01). In this study,
we suggest that acupuncture applied to BL23 might stimulate the intermediate branch of the posterior ramus of L2, and thus relieves
low back pain.
Key words: acupuncture, BL23 (Shenshu), posterior ramus, spinal nerve
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配していた．肉眼的所見（Fig. 1）および 3D 画像

（Fig. 2）において，腎兪穴へ刺入した鍼先は，第 2

腰神経後枝中間枝の末梢の支配領域に観察された．

．腎兪穴刺鍼による効果の検討

. 対象と方法

実験の主旨を説明して同意の得られた非特異的腰痛

患者45名（男性37名，女性 8 名，平均年齢37歳）を

対象とした．測定時の腰痛の程度を VAS (visual ana-

logue scale）に記入した後，術者が腎兪穴に刺鍼を行

った．使用鍼は 40 mm 18号鍼とし，刺鍼時間は 1 分

間，皮膚面に対して垂直に 3 cm 刺入した．抜鍼直

後，対象者は，腰痛の程度を再度 VAS に記入し，さ

らに刺鍼感覚を「重だるい」，「ずきずきする」，「ピー

ンとはる」，「何も感じない」「その他（自由記述）」か

ら選択した．実験終了後，paired t-test を用い，刺鍼

前後での腰痛の VAS を比較した．有意水準は 5未

満とした（paired t-test, p＜0.05）．

. 結 果

刺鍼時の感覚は，「何も感じない（53）」がもっ

とも多くみられた．「その他（13）」の自由記述で

は，全員が「気持ちいい」と記載した．刺鍼前後の腰

痛 VAS を比較したところ，刺鍼直後に有意な改善が

みられた（paired t-test, p＜0.05）．

考 察

第 2 腰神経後枝は外側枝，中間枝，内側枝の 3 枝

に分枝し，腎兪穴には中間枝が分布していた．腎兪穴

刺鍼は，非特異的腰痛患者に対して鎮痛効果があるこ

とが示された．
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