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緒 言

根管消毒剤として使用されているホルマリン・

グアヤコール（FG）は，強力な殺菌・消毒作用を

有するホルムアルデヒドと，優れた鎮痛・鎮静作

用を有するグアヤコール，および溶剤であるエタ

ノールとホルマリンの重合防止剤としてメタノー

ルが配合されている１）。しかし，これらの成分は揮

発性に富んでおり，また強い刺激臭を有している。

FGの主要成分の減少や変性は，殺菌作用や鎮

痛・鎮静作用などを減弱させ，治療効果を弱める

ことになる。根管消毒剤ホルマリン・クレゾール

の成分が，保存温度，保存容器，保存期間によ

り，また蛍光灯の光などによって減少し，変性す

ることが報告されている２～４）。したがって，FGな

どの揮発成分を含む薬剤においては，成分の揮発

や変性を防ぎ，効力を保つためには薬剤の保存条

件が非常に重要である。

本論文では，種々の保存条件下におけるFGの

成分量および抗菌力の変化を調べ，FGの最適な

管理条件を提示した。
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抄 録： 根管消毒剤として使用されているホルマリン・グアヤコール（FG）中のホルムアルデヒ
ドとグアヤコール量，および抗菌力に対するFGの保存温度，保存期間など種々の保存条件の影響
を調べた。密栓した褐色ビンと無色ビン中のFGの成分と抗菌力は，温度負荷実験（４～３７℃）およ
び２０℃の温度条件で蛍光灯下に保存した時のいずれにおいても４週間後も顕著な変化は認められな
かった。しかし，半開栓状態では，褐色ビンと無色ビンのいずれもホルムアルデヒドとグアヤコー
ル量は，保存温度と保存期間に依存して減少した。FGの抗菌力はホルムアルデヒド量の減少率と
ほぼ一致して減少した。蛍光灯照射は，FGの性状を変化させた。以上の結果から，根管治療にFG
を使用する場合，５日から７日毎に交換することが好ましい。また，歯科診療室においてはFGの
効力を維持させるためには密栓した遮光容器に保存し，２週間毎に新しい製品と交換することが望
ましい。
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材料および方法

１．使用薬物

FG（ネオ製薬），ホルムアルデヒド（和光純

薬），グアヤコール（和光純薬），２，４－ジニト

ロフェニルヒドラジン（DNPH；ナカライテスク）

を購入して使用した。他の試薬は，市販の特級品

を使用した。

２．保存容器

FGの保存容器として，全量５ml のスクリュー

キャップ付褐色ビンと無色ビンを用いた。密栓あ

るいは半開栓したそれぞれの容器にFGを０．５ml

分注した。０．５ml の FG中には７５mgのホルムア

ルデヒド，２００mgのグアヤコール，１００mgのエ

タノール，２０mgのメタノール，１０５mgの水を含

有していた。温度負荷実験では，密栓／半開栓し

た褐色ビンを４，２０，３０，３７℃の温度に調整した

暗所に保存した。光負荷実験では，密栓／半開栓

した褐色ビンと無色ビンを２０℃の温度条件で１５

ワットの蛍光灯下に保存した。各負荷実験を１週

間から４週間通して行い，１週間毎に各条件下の

FG保存ビン（５本）を取り上げ，その中のホルム

アルデヒドとグアヤコール量および抗菌力を測定

した。

３．ホルムアルデヒドとグアヤコールの測定

FG中のホルムアルデヒドとグアヤコール量を

測定するために，FG試料をメタノールで１００倍

に希釈した。グアヤコールの測定５）は，希釈溶液

の１０µl を直接高速液体クロマトグラフィー
（HPLC）に注入して行った。ホルムアルデヒドの

測定６）は，希釈溶液の１００µl に０．５Ｍ硫酸に溶解し
た２mM DNPHの１００µl を混合し，１分後に混合
液の１０µl を HPLC に注入して行った。HPLC
は，送液ポンプ（LC６A；島津製作所），逆相分析

カラム（Chemcosorb 7－ODS－H，４．６×２５０mm

i.d.；ケムコ）と紫外分光光度計検出器（SPD－６

A；島津製作所）を備えた装置を使用した。HPLC

によるホルムアルデヒドとグアヤコールの測定条

件をTable１に示した。FG中のホルムアルデヒ

ドとグアヤコール量は，Fig.１に示した計算式よ

り求めた。

４．抗菌活性の測定

供試細菌として，東京歯科大学微生物学講座所

有の Staphylococcus aureus，Porphyromonas gin-

givalis と Porphyromonas endodontalis の３菌株を

使用した。抗菌活性の測定は，Ishihara ら７）が報

告した方法に従って行った。すなわち，hemin（５

µg／ml），menadione（０．５µg／ml），１０％ defibril-
lated horse blood を加えたTrypticase soy 滅菌

寒天培地を作製した。この寒天培地シャーレ（９０

×１５mm）に細菌（約１０７細胞／ml）を均等に塗抹

し，Paper disc 法８）を用いて細菌発育阻止実験を

行った。直径約６mmの滅菌濾紙を培地シャーレ

中央に置き，FG試料の８µl を濾紙上に滴下し
た。P. gingivalis と P . endodontalis を塗抹した

シャーレは，３７℃で１０％CO２／１０％H２／８０％N２の

混合ガス下において９６時間嫌気培養を行った。S.

aureus を塗抹したシャーレは，３７℃で４８時間好気

培養を行った。生じた細菌発育阻止帯の計測は，

ノギスを用いて３枚の各シャーレにつき２ヵ所の

径を正確に計測し，その平均値を求めた。

５．統計処理

実験結果は平均値で表した。あるいは，対照値

（０週間）を１００％とした時の各実験値を％で表示

Net quantity of FA or GA =
StC（µg）×AS（FA）or（GA）
ASt（FA）or（GA） × altered weight of FG１０００

StC : standard concentration when injected into
HPLC, AS : area of sample peak, ASt : area of
standard peak,（FA）: formaldehyde,（GA）: guaiacol,
altered weight of FG : FG quantily at each time
point.

Table１ Analytical conditions for formaldehyde
and guaiacol in HPLC system

Formaldehyde Guaiacol

Mobile phase acetonitrile：
water（５５：４５）

methanol：
water（６０：４０）

Flow rate １．０ml／min ０．８ml／min
UV wavelength ３５０nm ２７０nm

Fig.１ A formula for calculating net weight of for-
maldehyde and guaiacol at each time point.

４９０ 山野，他：FGの保存条件下における成分変化の比較
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した。

結 果

１．FG成分に対する保存条件の影響

密栓状態では，４，２０，３０，３７℃の各温度条件

で褐色ビンに保存した時，および２０℃の温度条件

で褐色ビンと無色ビンで蛍光灯下に保存した時の

いずれも，FG中のホルムアルデヒドとグアヤ

コール量は，１～４週間の負荷試験後も顕著な変

化は認められなかった。

一方，半開栓状態で暗所に保存した時，ホルム

アルデヒド量は保存温度と保存期間に依存して減

少した（Fig.２）。１週間後では３７℃下で保存した

時にのみ６８％と著明な減少が認められたが，２週

間後からは，各温度条件で８３％，７４％，７０％，

１４％，３週間後で７３％，４９％，５６％，５．６％，４

週間後で６９％，３０％，２６％，０％に減少した。ま

た，グアヤコール量も減少したが，その減少率は

ホルムアルデヒドの減少率に比べて低かった

（Fig.３）。

さらに半開栓した褐色ビンと無色ビンを２０℃の

温度条件で蛍光灯下に保存した時，４週間後でホ

ルムアルデヒドとグアヤコール量はそれぞれ対照

値（０週間）と比較して褐色ビンではそれぞれ

３０％，７２％に減少し，無色ビンでは２２％，７７％に

減少した。この保存条件下における両成分の減少

率と２０℃で暗所に保存した時の減少率間には大き

な差異は認められなかった。

２．FGの性状変化に対する保存条件の影響

密栓した褐色ビンに保存したFGは，温度，光

負荷実験を行った４週間後も視覚的に認められる

性状の顕著な変化はみられなかった。半開栓の褐

色ビンに保存した時にFGの粘性が経時的に増加

したが，変色はみられなかった。しかし，無色ビ

ンに保存した時には密栓，半開栓ビンのいずれも

蛍光灯照射によりFGの粘性が増加し，赤褐色に

変色し，結晶の析出がみられた。

３．FGの抗菌力に対する保存条件の影響

密栓した褐色ビンおよび無色ビンに保存した

FGは，温度，光負荷実験を行った４週間後も S .

aureus，P . gingivalis，P . endodontalis に対する抗

菌力はほとんど変化しなかった。Fig.４に蛍光灯

下に保存した時の結果を示した。

しかし，半開栓した褐色ビンと無色ビンに保存

した時には，温度，光負荷実験のいずれにおいて

もFGの抗菌力は経時的に低下した。その低下率

Fig.２ Effects of temperature on the quantity of
formaldehyde in FG. FG samples in the brown
loosely sealed containers were kept in a dark
place at 4, 20, 30, and 37℃, and then the quan-
tity of formaldehyde was measured. Values
are expressed as means of five samples.

Fig.３ Effects of temperature on the quantity of
guaiacol in FG. Experimental conditions and
values were identical to those of Fig. 2.

歯科学報 Vol．１０２，No．６（２００２） ４９１
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は，ホルムアルデヒド量の減少率とほぼ一致して

いた（Fig.５）。

考 察

今回の実験結果は，FG中の揮発成分の減少や

変性，また抗菌力の低下を防ぐには密栓した遮光

容器に保存することが重要であることを示してい

る。

温度負荷実験において，FGを３７℃で半開栓し

て保存した時，ホルムアルデヒド量は急速に減少

し，それに伴って抗菌力も低下した（Figs.２ and

５）。FGを実際に臨床の場で使用する温度は，２０℃

前後の室温である。FGを２０℃の温度条件で半開

栓して保存した時，ホルムアルデヒド量は２週間

までは変化が少なく，３週間後から急激に低下し

始めた（Fig.２）。この結果は，開栓する頻度の多

い臨床の場では２週間を目安に新しいFG製品と

交換することが望ましいことを示唆している。ま

た，グアヤコール量も保存温度と保存期間に依存

して減少したが，その減少率はホルムアルデヒド

の減少率に比べて低かった（Fig.３）。この結果

は，グアヤコールがホルムアルデヒドに比べて温

度変化に対して比較的安定であることを示してい

る。しかし，密栓した容器にFGを保存した時に

は，３７℃下に４週間保存してもホルムアルデヒド

とグアヤコール量はいずれも減少しなかった。今

回の結果は，以前に報告されたホルマリン・クレ

ゾールの結果とよく一致しており２～４），密栓した

容器に保存することがFG中の揮発成分の減少を

防ぐ最も有効な方法であり，温度変化は直接的な

要因ではないが，揮発成分の減少に影響を及ぼす

ことを示していた。

紫外線領域（２５３．７nm）を含む蛍光灯は，光化学

反応を誘発する可能性がある９）。蛍光灯照射は，

密栓した褐色ビンと無色ビンに保存したFGの成

分量には影響を及ぼさなかった（Fig.４）。しか

し，無色ビンでは密栓，半開栓のいずれにおいて

も蛍光灯下に保存した時にはFGの粘性が増加

し，赤褐色に変色し，結晶の析出がみられた。こ

の結果は，光はFGの性状に影響を及ぼすことを

・・・
・・・
・・・

Fig.４ Effects of fluorescent light on the quantity of
formaldehyde and antibacterial activity in FG.
FG samples in the brown or transparent
tightly sealed containers were placed under
fluorescent light at 20℃, and then the quantity
of formaldehyde and antibacterial activity
against P. endodontalis were measured. Values
are expressed as means of three to five sam-
ples. : formaldehyde in brown container ;
: formaldehyde in transparent container ;

▲ : antibacterial activity in brown container ;
● : antibacterial activity in transparent con-
tainer.

Fig.５ Effects of temperature on antibacterial activ-
ity in FG. FG samples in the brown loosely
sealed containers were kept in a dark place at
37℃, and then antibacterial activity against P.
endodontalis was measured. The quantities of
formaldehyde were listed up from Fig. 2. Val-
ues are expressed as means of three to five
samples.

４９２ 山野，他：FGの保存条件下における成分変化の比較
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示している。

今回，FGの抗菌力試験には，感染根管から分

離されている細菌種１０）を用いて行った。FGの S.

aureus，P. gingivalis，P. endodontalis に対する抗

菌力は，半開栓ビンにおいてホルムアルデヒド量

の減少に伴って著しく低下した（Fig.５）。密栓し

た保存ビンにおいては抗菌力の低下は認められな

かった。

ホルムアルデヒドが強い抗菌活性１１，１２）を示すと

共に，組織刺激作用１３）や発癌作用１４～１６）を示すこと

が知られている。しかし，ホルムアルデヒドの発

癌作用は，その用量と投与期間に密接に関連して

いることが報告されている。Kerns ら１５）の報告で

は，ラットに２２．４µg／kg のホルムアルデヒドを
６時間／日，５日／週，２４ヶ月間吸入させた時，

鼻腔内に扁平上皮癌が認められ，その発生率は

０．８％であった。しかし，５７．２µg／kg の高濃度
を吸引させた時の発生率は４４％であったと報告し

ている。同様な実験系において，Kamata ら１６）

は，ホルムアルデヒドの８µg／kg 以下の低濃度
では扁平上皮癌は観察されなかったと報告してい

る。また，他の研究者ら１４，１７）も，低濃度で短期間

のホルムアルデヒド吸引では悪性腫瘍の発現率は

大変低いと報告している。

一方，実際の歯科治療におけるホルムアルデヒ

ドの使用量と使用期間は，Kerns ら１５）の発癌実験

で用いた用量と期間に比べて非常に少なく，短

い。例えば，根管治療のために体重５０kgの患者

に１５％のホルムアルデヒドを含むFGを５µl／
日，１日／週，１ヶ月間使用した時，ホルムアル

デヒドの総使用量は約６０µg／kg である。この使
用量は，Kerns ら１５）の発癌実験で用いた総使用量

に比べて約１／５００であり，発癌閾値以下の量であ

る。

グアヤコールは，スーパーオキシドラジカル

（superoxide radical）の消去作用１８）があり，また非

常に低濃度（１０－１２～１０－１０Ｍ）で細胞増殖作用１９）を示

す。このように，根管内から歯周組織に低濃度の

グアヤコールが溶出した場合，傷害された組織の

修復に有効に作用すると考えられる。したがっ

て，FGは歯科治療において，耐性菌に有効で，

組織修復能を有する薬剤である。

以上の結果から，根管治療にFGを使用する場

合，５日から７日以上，根管内に留置することは

推奨できない。さらに，歯科診療室ではFGの効

力を維持するためにも，密栓した遮光容器に２週

間毎に新しい製品に交換し，低温の場所に保存す

ることが望ましい。

結 論

揮発性成分が配合されているFGの管理に際し

ては，気密性と遮光性を保つことが重要である。

この条件によりFGの成分量，性状，抗菌力は長

期にわたって変化することなく安定した薬物の効

果が得られる。
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