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はじめに

次亜塩素酸ナトリウム水溶液は食品，器具などに

広く用いられている殺菌・消毒薬で，漂白作用も有

する。次亜塩素酸ナトリウムには強力な有機質の溶

解作用があるため１），歯科の領域では根管治療薬と

して一世紀前から使用されてきた２）。第１４改正日本

薬局方には「歯科用アンチホルミン」として３．０～

６．０w/v％の次亜塩素酸ナトリウムが齲窩及び根管

の清掃・消毒用として記載されており，齲窩及び根

管内容物の溶解の目的には１０w/v％を用いると書か

れている３，４）。アンチホルミンが市販される以前は，

さらし粉と炭酸ナトリウムから調製して使ってい

た。安井作太郎らは，その当時用いられていたアン

チホルミンの調製法を報告している５）。

アンチフォルミン 劇

処方：１．クロール石灰（晒粉） １８．０

２．炭酸ナトリウム（結晶）３３．０

３．水 ２００．０

製法：１を乳鉢に取り３の半量を加へ攪拌なし予め

２を３の半量にて溶解せしめ両液に混和し静

置する時は其の上澄液は即アンチフォルミン

なり。約３％の次亜クロール酸ナトリウムを

含有す。

応用：根管及窩洞の清掃消毒

注意：褐色瓶に貯へ冷暗所に置くべし。クロール様

の臭気を失ひたるものは無効とす。

この方法で調製したアンチホルミンは汚物の溶解

性も漂白も良く，優れた効能があった。しかし昭和

３０年頃から市販されたアンチホルミンは，次亜塩素

酸ナトリウムの含量はほぼ同じでありながら，それ

まで調製していたものと比べて汚物の溶解性が劣化

していた。このアンチホルミンの作用を強くするた

めに，次亜塩素酸ナトリウムの濃度を上げて１０％に

したものが使われるようになったが６，７），実際の効果

は十分ではなかった。

３w/v％以上の次亜塩素酸ナトリウムを含む歯科

用アンチホルミンの調製法は，第７改正日本薬局方

の解説書８）によれば，さらし粉１２ｇに対して炭酸ナ

トリウム８．５ｇを加え全１００mLの水溶液としてい

る。従来の方法でアンチホルミンを生成させた場合

は５），さらし粉に対する炭酸ナトリウムの割合が大

きく，「アンチホルミンは水酸化ナトリウムを含む

次亜塩素酸とみなされる」との報告もあり２），かな

り強いアルカリ性であったと考えられる９）。そこで

以前のアンチホルミンと現在市販されているアンチ

ホルミンとの効き目の違いは，アルカリの含量によ

るものではないかと考えた。そして４％の水酸化ナ

トリウムを含む次亜塩素酸ナトリウム水溶液に従来

のアンチホルミン以上の効果が認められたので，こ
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の結果を１９８４年に報告した１０）。

一方，歯肉に対する作用は，健常な歯肉に傷害を

与えずに齲窩の中に入り込んだ息肉のみをこの溶液

（４％の水酸化ナトリウムを含むので［４液］と略）

が瞬時に溶解することを見出した。このような

「４％の水酸化ナトリウムを含む次亜塩素酸ナトリ

ウム水溶液」の優れた効果を歯周病の治療に使用し

たいと考えた。市販されていた水酸化ナトリウムを

含む次亜塩素酸ナトリウムを用いて種々検討を行な

い，アルカリの濃度が効果を左右することが判明し

た。この結果の詳細は「１４HT法」として２００１年に

報告した１１）。

今回，アルカリ性アンチホルミンを用いる「１４HT

法」のすぐれた効果について症例を提示し解説をす

る。

１．薬剤の調製

「１４HT法」では次の４種の薬剤と塗布麻酔から

なる。使用に際しては，調製した薬液からその都度

少量とりわけ用いる。

１）［１液］１％水酸化ナトリウムを含むアンチホ

ルミン：局方アンチホルミンに１％になるように

水酸化ナトリウムを溶かす。

［１液］は次亜塩素酸ナトリウムを含むため殺

菌作用があり，清掃作用はアンチホルミンより強

力である。綿球に［１液］をつけて歯面をこすれ

ば，アンチホルミンだけではとれない歯垢（バイ

オフィルム）を除去することができる。

２）［４液］４％水酸化ナトリウムを含むアンチホ

ルミン：局方アンチホルミンに４％になるように

水酸化ナトリウムを溶かす。

［４液］にも強い殺菌作用がある。速やかに炎

症組織を溶解するが，長時間かければ健常組織に

も溶解作用がある。綿球に［４液］をつけて歯面

をこすれば，歯の表面のバイオフィルムを簡単に

除去することができる。また新生上皮を［４液］

に次いで[Ｈ液］で処理すると簡単に除去でき

る。［４液］は強アルカリのため粘膜や皮膚を腐

食し，目に入れば危険である。口唇につくと腐食

され腫張して水疱などもできるので，口唇につけ

ないよう注意する。粘膜，皮膚，または衣類につ

いたらすぐに水洗が必要である。

３）［Ｈ液］希塩酸：局方の希塩酸に水を加え，pH

２にした液。希塩酸１容量に水約４容量を混合し

て調製する。pH２の希硫酸でも同じ効果があ

る。

歯面が脱灰するため，齲蝕の予防に使用後は中

和した方が良く，中和には［１液］を使用する。

４）［Ｔ液］約５０％のタンニン酸水溶液：タンニン

酸に水を加えて数時間おき，溶液とする。防かび

のため，５０cc に対してホルマリン１滴を加え

る。

［Ｔ液］には止血，収斂作用があり，調製に用

いるタンニン酸は試薬として市販されている１２）。

タンニン酸は水に溶けにくいが，数時間そのまま

にしておくと溶解する。衣服につくと着色するの

で注意が必要である。[Ｔ液］は約５０％の水溶液

として用いるが，使用しているうちに水分が蒸発

し濃厚な粘稠性の液になり使用しにくくなるの

で，このような場合は水を少量加え希釈する。５０％

位の濃い液の方が効果的であるが，濃度が高いと

ポケットの底に液が浸透しにくくなる。

５）［塗布麻酔］軟膏状，又はスプレー状の市販

品：

炎症部分が溶けてなくなり，健常歯肉が露出し

てくると治療による痛みが増強するため塗布麻酔

を丁寧に行う必要がある。麻酔された部位が［４

液］で溶けて無くなり，麻酔されていない組織が

露出するため，新たに２～３回塗布する場合もあ

る。

２．治療方法

「１４HT法」による歯周病の標準的な治療経過を

図１に示す。液体の薬剤は綿球につけて使用する。

歯肉縁およびポケット底部分の清拭には，直径約１

mmの小さい綿球と，先が細いピンセットが適して

いる。ポケットが深く，広範な炎症部分がある際

は，大きい綿球を用いると効率が良い。しかし綿球

に含ませる薬液の量が多く，ポケットから漏出する

ことのないよう薬液の量を加減することが重要であ

る。

１）１回目の治療

� ［１液］による歯牙の清拭，水洗乾燥と塗布麻

酔

歯周病の原因歯は汚染している場合が多いの

で，まず［１液］を５mm位の綿球につけて歯
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を清拭する。歯肉縁が見えるようになるので，

簡単に水洗・乾燥した後に必要があれば塗布麻

酔をする。

� ［４液］による炎症歯肉の溶解と除去

水分を拭き取った後，φ１～２mm位の綿球

に［４液］を浸け，歯肉縁にそって歯の全周囲

を清拭する。１～２回行うと歯肉縁の炎症部分

（図１ａ）がふつう数秒で溶解し，歯肉と歯の間

に溝のような隙間ができる（図１ｂ）。再度，新

しい小綿球に［４液］を浸けて歯周ポケットの

中を清拭する。黒い歯肉の溶解物がでてくるの

で，その程度によって乾綿球か，溶解物が多い

ときは［１液］をつけた綿球で拭き取り，さら

に多ければ水洗する。ポケットが深いときは，

綿球を少し大きくして，［４液］で黒い汚物が

ほとんど出なくなるまで繰り返し綿球を新しく

して清拭する。この時薬剤が多すぎて流出しな

いよう注意する。ポケットの底まで，できるだ

け溶解物の取り残しが無いように念入りに行

う。健常組織が露出する時点で［４液］での清

拭を終了する。

� ［Ｈ液］の塗布

炎症組織が除去されてから簡単に水洗・乾燥

し，[H液］を綿球につけて創面と歯根面に２

回ほど十分に塗布する。

� ［Ｔ液］の塗布

水洗・乾燥してから［Ｔ液］を小さい綿球で

創面と歯根面に充分塗布する。血餅様のものが

できるが（図１ｃ），なるべく多い方が経過が良

い。

必要に応じて咬合調整・暫定固定をして，１

回目の治療を終了する。処置歯のブラッシング

は，生成する血餅を保護するため避ける。原則

として１回目の治療では除石は行なわない。必

要なら歯肉縁より上の歯石を大まかに除去する

程度にする。歯の動揺はできるだけ止める。１

回目の処置では炎症歯肉の取り残しがあること

も多いので，これは次回に取るようにする。

「１４HT法」を行った歯牙は３～４日はブ

ラッシングしなくても歯垢はほとんど付かな

い。２回目（７日後）の治療で歯はきれいにな

る。

２）２回目以後の治療

１回目と同様の処置をほぼ７日ごとに行う。１回

図１ 「１４HT法」による歯周病の治療経過
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目の治療から７日ほど経過すると，歯根面に密着し

ながら新しい歯肉（肉芽）が生成し，健常歯肉の表面

は新生上皮で覆われる（図１ｄ）。２回目の治療で

は，前回取り残した炎症歯肉の溶解・除去と，でき

るだけ結合組織性の再付着をさせる目的で，新生上

皮の除去を行なう。

� ［１液］による歯の清拭，水洗乾燥，塗布麻

酔

［１液］で歯を清拭し，水洗・乾燥した後に

塗布麻酔を行なう。炎症，特に急性炎症の初期

の場合は治療中の疼痛は少ないので麻酔は不要

である。しかし治療回数が進んで炎症部分が消

失し，健常歯肉が露出してくると治療による痛

みが増強されるので塗布麻酔を丁寧に行う。

� ［４液］による炎症歯肉の溶解と除去，新生

上皮の除去

２回目以降の治療では炎症歯肉がほとんど消

失していることが多いので，溶ける組織も少な

く汚物もあまり認められない。したがって［４

液］による清拭は１回目より少なくてすむ。ポ

ケット底の炎症歯肉の取り残しは［４液］で完

全に除くようにする。炎症歯肉が残っている

と，その部分の歯肉の新生は期待できない。

１回目の治療で炎症歯肉を除去した後の健常

歯肉には７日たつと新しい上皮が出来てくる。

歯肉の結合組織による再付着は上皮があっては

ならないので，この新生上皮は完全に取り除か

ねばならない。［４液］，次いで［Ｈ液］で清拭

すると，できたばかりの上皮は剥離して歯肉は

赤剥状態になる（図１ｅ）。上皮は７日以上たつ

と厚くなり［４液］と［Ｈ液］による処置では

除けなくなるので，７日以上はおかないように

することが重要である。５～６日おきに処置す

ることは可能である。

� ［Ｔ液］の塗布

以上の処置後，水洗乾燥して［Ｔ液］を塗布

する。

� 歯石の除去

炎症歯肉がなくなり歯根が露出するので，除

石は２回目の治療以後に行うと出血も少なく処

置がやりやすくなる。ポケット底の血餅内に

は，歯根に接着して歯肉（肉芽）が新生するが，

この場合は歯根面が清潔であること，歯石や齲

蝕がないことが重要である（図１ｆ）。

これらの処置を，症状により２～３回から１０

回くらい，期間にして２ヶ月くらい行うと，炎

症はもちろんポケットも消失してくる。動揺が

少なくポケットが浅い症例では，この時点で治

療を終了しても良い。これはポケット減少療法

の価値判断に準じるべきである（図１ｈ）。な

お，新生上皮を溶かした部分の歯肉が再付着す

るので，治療中の歯肉縁が治癒時は歯肉の付着

部になる（図１ｆ，ｇ，ｈ）。手術と異なる点

は，塗布麻酔以外に麻酔や抗生物質を使用しな

いこと，および炎症部分だけを除去して健常な

歯肉や歯槽骨には傷害を与えないことが挙げら

れる。

「１４HT法」で歯周病の治療を行う場合は，

オキシドールによる発泡で血餅が取れて無くな

るので，オキシドールは使用しない。

「１４HT法」による歯周病治療が終了した後

に，ブラッシングを行なう。外傷性咬合の削去

や動揺歯の固定は必要である。「１４HT法」を

行なう場合，歯肉をできるだけ残さなければい

けないので，歯肉切除は絶対に行ってはならな

い。また骨髄炎を起こした場合など急性炎症の

ときは抗生物質など化学療法剤を用いるべきで

あり，症状にあわせて「１４HT法」を併用す

る。

「１４HT法」で用いる薬剤のうち［４液］だ

けで治療したり，「１４HT法」を１～２回行う

だけで治療をやめた場合，急性の歯肉炎は直る

が歯周病の治療にはならないと考える。歯周病

の治療は歯肉の再付着，できれば結合組織性の

再付着を目的とすべきで，［１液］［４液］［Ｈ

液］［Ｔ液］全部を使い，再付着まで時間をか

ける必要がある。

歯周病の治療は一度完治したように見えて

も，数ヶ月，数年で再発する場合が多いので，

定期的に診査するよう患者への指導も重要なポ

イントである。

３．症例別の応用法と治癒経過

１）歯周病

「１４HT法」による歯周病の治療を症例別に比較

安井：アルカリ性アンチホルミンを用いる「１４HT法」３９４

― 16 ―



すると図２のようになる。本法では多くの場合歯肉

の新生はできないので，炎症歯肉が溶解したときの

歯肉縁の高さにより，治癒したときの歯根の露出度

が変化する。歯周病の治癒を「歯肉が再付着してポ

ケットが無くなること」とすると，図２ａ，ｂ，

ｃ，ｅは本法で治癒させることができる。

ポケットがさらに深く，根端まで進行したもの（図

２ｅ）は抜歯の適応と言われているが，本法ではこ

のようなものも治療可能である。方法はこれまでと

同じで，炎症歯肉を［４液］で溶解し，先の細いピ

ンセットで筆先型にした小綿球を用いて［４液］で

根端の病巣部まで炎症組織の取り残しが無いように

清拭する。根端が露出して汚れている場合は一層削

去して新しい根面にする。他の症例と同様２ヶ月位

の治療で根端部は歯肉で覆われることが多いという

結果が得られている。

この治療法では炎症歯肉が溶解したときの歯肉縁

の高さで治癒後の歯根の露出度が変わる。炎症部分

が少ないうちにできるだけ早く治療を開始すれば，

歯周病になる前の歯肉の状態に戻すことが可能であ

る。

図３に歯周病の症状を示す。図３ｂのような複雑

なポケットを有する病態では，プロービングを行っ

ても正しい診断が極めて困難である。図３ａでは除

石，掻爬，研磨，ブラッシングで改善が得られる

が，図３ｂではトンネル部分の除石，掻爬が不十分

なため同様な治療を施行し，抗菌剤を投与しても回

復は得られない。「１４HT法」はこのような場合の

治療にも有効である。

本法の［４液］でこのトンネル部分の炎症歯肉を

取り除くと，トンネルの突き当たりから再付着がお

こり，ポケットの消失が起こる。大きくチステ状に

なった場合では除石や研磨が必要となるが，小さい

トンネル状では除石する必要もなく治癒が可能であ

る。図３ｃのようにポケット内に瘻孔のあるチステ

がある場合でも，本法で治療することができる。

２）根管治療への応用

［４液］の使用による根管治療を紹介する。使用

する［４液］の量はごくわずかで，根管，根管の入

り口に１～２滴，あふれ出さない位の量を入れ，そ

の中にリーマーを入れてポンピングしながら根管拡

大を行なう。薬液が汚れて劣化し，効果が下がった

場合は拭き取り，水洗したのちに新しい薬液を又１

～２滴入れてリーマーの使用を繰り返す。この方法

図２ 歯周病の症例別治癒経過
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で［４液］が根管孔外に出ることはほとんどない

が，もし漏出してもアンチホルミンは不安定で作用

が一過性の薬剤のため，ほとんど無害と思われる。

［４液］のアルカリには強力な作用があるが，使用

量がごくわずかのうえ，水洗すれば希釈されるので

ペーパーポイントなどで吸い取れば副作用も出現し

ない。さらに薄い酸[H液］をつければ中和させる

ことも可能である。

一般にアンチホルミンを根管治療に用いる場合，

オキシドールと交互に用い，発生する酸素の放出に

より清掃効果を高める１３，１４）。しかし［４液］を用い

ると汚物の溶け方が非常に良いため，オキシドール

を使う必要はなく本液だけで十分な効果が発揮でき

る。

３）その他の応用

［４液］は歯肉の炎症部分を速やかに溶かすだけ

でなく，歯面清掃にも非常に有効である。効果はや

や弱いが，［１液］にも歯面清掃作用がある。口腔

内のバイオフィルムによる感染症が問題となってい

るが，デンタルプラークは複数の細菌が形成するバ

イオフィルムの典型的なものである１５）。

バイオフィルム形成を阻止したりバイオフィルム

を破壊する薬剤の開発や免疫学的手段を確立するこ

とが難しいため，メカニカルに除去する方法が一番

良いとされている１５）。また歯面清掃については

PMTC（専門家による機械的歯面清掃）が有効だとも

言われている１６）。しかし綿球に［１液］をつけて歯

面をこすれば，歯の表面のバイオフィルムを除去す

ることができる。［１液］でとれない場合は，［４

液］を用いれば更に簡単に除くことができる。継続

歯・冠など歯頚部に境界のある補綴物の印象やセッ

トをおこなう際に［４液］と［Ｈ液］で拭くと，歯

肉圧排の必要がないほど，円滑な治療が行いやすい

状態になる。

［４液］が速やかに炎症部分を溶かすことを利用

して，歯肉炎症のある歯を抜歯する際の出血を少な

くするために使用することもできる。［４液］と［Ｈ

液］で歯肉の炎症部分をできるだけ除去してから抜

歯すると，手術中の出血が少なく，手術野も明視下

に行なえる。［４液］と［Ｈ液］の処理で歯肉縁か

らの出血は減少しており，抜歯後の出血はほとんど

が根端部からのものとなる。この部位にも［４液］

と［Ｈ液］を用いると止血が容易になる。最後に［Ｔ

液］を塗布しておく。

この方法は患者に血液の味を感じさせないため，

唾液の量が少ないという利点もある。特に寝たきり

の患者の往診の際は，血液や薬剤を吸い取るのに

ティッシュペーパーを用いる程度でうがいをしなく

てもすむ場合が多く，術者，患者双方にとって大変

有効な方法と思われる。

抜歯窩の不良肉芽は，取り足りないと後出血を

し，掻爬しすぎると疼痛が発生する。抜歯後に掻爬

せず，根端部と縁の部分を重点に［４液］をつけた

綿球で清拭すると，出血もほとんどなくなるので，

［Ｈ液］と［Ｔ液］を塗布する。創傷の治癒状態も

良好である。

おわりに

アルカリ性アンチホルミンの優れた作用を利用し

た「１４HT法」でおこなう歯周病治療，根管治療，

その他の疾患治療について述べた。これは，［４

液］が炎症歯肉を瞬時に溶解させること，［４液］

と［Ｈ液］で新生上皮を除去しながら結合組織性付

着をさせること，［１液］［４液］でバイオフィルム

を除去できること，［１液］［４液］は次亜塩素酸ナ

トリウムを含むため強い殺菌作用があること，など

を利用したものである。

現在歯科で行われている主な歯周病の治療法に

は，機械を用いて物理的に行うものと，殺菌性の薬

物を用いて口腔や病巣の細菌を減らす方法がある。

「１４HT法」はこのいずれとも異なり，炎症部分を

図３ 歯周病の症状１１）

点線は歯肉縁，斜線の部分は健常な歯根膜，その間
が歯周ポケットを示す。
ａ．通常の歯周ポケット ｂ．複雑な歯周ポケット

がある場合 ｃ．歯周ポケット内にチステがある場合

安井：アルカリ性アンチホルミンを用いる「１４HT法」３９６

― 18 ―



化学的に除去するという治療法である。歯周病，歯

肉炎の病状の軽重，急性か慢性かを問わず使用でき

る。手術をする必要がなく，特別な場合以外は浸潤

麻酔を行わず，抗生物質や強い殺菌剤なども使用し

ない。そのため高齢者から子供まで，健康状態など

に関係なく利用できるすぐれた方法である。使用す

る薬剤の量はごくわずかで，水洗乾燥ができない場

合は濡れた綿で拭いたのち，乾いた綿で拭く程度で

も良いため，寝たきりの患者にでも楽に処置でき

る。

「１４HT法」による歯周病治療の欠点としては，

歯肉の状態が良くなっても歯槽骨の再生治癒は起こ

らないと言う点が挙げられる。退縮した歯肉が再生

した例はあるが，通常短期間には起こらない。また

動揺の激しい歯牙や固定がうまくできないものは良

好な結果が得られない。

新生上皮の除去に対しては，歯肉を移植したのち

の創傷面にできるこの上皮を［４液］と［Ｈ液］で

除去することによって，歯肉の結合組織性再付着が

可能ではないかと考える。今後更に「１４HT法」の

応用について検討を加えていく。

使用する薬剤には強いアルカリ性もあるので，取

り扱いには十分な注意が必要である。３Mix-MP

法１７）と同様「１４HT法」は術者の責任でおこなう方

法であることを付け加える。
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