
クリアブラケットを使用した私のスタンダードエッジワイズシステムの臨床症例

 

和島　武毅先生

歯ならび矯正歯科医院
医院長

（愛媛県新居浜市）

　当院では開業当初より10年間、ブラケットの審美性を希望する患者さんにはクリアブラケッ

トを使用し、スタンダードエッジワイズシステムにより治療を行っている。 

スタンダードエッジワイズは通常Fig.0のフローで治療が行われ、Step3以降は十分なトルクコ

ントロールを行うために上顎には018"x025"、下顎には017"x025"のサイズのステンレスワイ

ヤーを使用する。 

コンポジットブラケットはメタルブラケットに比べ審美性に優れ、セラミックブラケットに比較し

ても安価で、歯の摩耗など歯に対する負担が少ないなどの利点があり、その中でもクリアブ

ラケットは機能的にも、審美的にも非常にバランスのとれたブラケットである。 

しかしながら、メタルあるいはセラミックブラケットに比べてトルクコントロールを行うにあたり

強度面などの懸念される点がある。 

今回、スタンダードエッジワイズシステムにて治療を行い難易度の高い症例に対しても十分

対応可能なクリアブラケット使用治療例についてご報告します。

症例１：先天欠如歯を伴う上顎前突症例　（Angle Class II div.1）

主訴：上顔面部の突出感の改善

年齢：15歳6か月

備考：片側（上顎のみ）抜歯

Fig.0

Treatment of Steps with STD.Edgewise

Step1 : Leveling（クラウディングの除去）

Step2 : Canine Retraction（犬歯の後方移動）

Step3 : Anterior・Posterior Space close（前歯部・臼歯部の

近遠心移動）

Step4 : Detailing（咬合の緊密化）

Fig.1 Fig.2

Fig.3 Fig.4



症例２：偏位を伴う下顎前突症例　（Angle Class III ）（Fig.1-Fig.4）

主訴：顔面の歪みおよび咬合の改善

年齢：28歳3か月

備考：外科的矯正治療症例

Fig.1 Fig.2

Fig.3 Fig.4



クリアスナップの臨床

 

斉藤　千秋先生

矯正歯科　予防歯科
シーシーデンタルオフィス

副医院長
（東京都新宿区）

１．クリアスナップ導入までの流れ

　開業の際、ストレートワイヤー法、リボンド、操作性、経済性、目立たない点を考慮し、コン

ポジット系のクリアブラケットとゴールドワイヤーによる装置を選択しました。その後クリアス

ナップやクリアボタンが発売され、ローフリクションシステムによる矯正治療を開始しました。

当然ながら、下の写真にあるツールもこのシステムでは必須の道具です。 

クリアスナップを使った約1か月のレベリングでも、上顎前歯部がかなりアライメントできたと

いう結果を、2005年の日本矯正学会に発表しました。（下右側図）

クリアボタンと
セクション

ターミナルベンド2
プライヤー

マイクロ
ユーティリティ

プライヤー

スーパーライト
フォース

Mスペース

２．当院における臨床例

上下的な移動 舌側転位歯の移動 頬舌的な移動 上下的な移動



３．臨床上のヒント；歯肉退縮（ブラックトライアングル）

　矯正治療中の歯肉退縮の原因は、基本的には、歯冠形態、歯肉の形態、歯槽骨の形態

などが関係しますが、それを補足する要素としては、年齢や、歯周炎の経験の有無、プラー

クコントロールの成否があげられます。 

また、診断の時に、矯正治療の限界を理解してもらうために、インフォームドコンセントフォー

ムを渡し、その中のブラックトライアングルの項目で、歯の捻転が強かったり、歯と歯の根が

近接している症例において、歯並びが改善された後、歯と歯の間の歯肉寄りのところにブラ

ックトライアングルと呼ばれる三角形の隙間が生じることがあり、歯の形、年齢、個体差によ

り、その程度は様々で、矯正開始時点では予測が困難と、患者に説明をしています。 

また当院では結果的に歯肉退縮を助長することになる（つまり、歯肉の炎症を軽減させる）

フロスも矯正治療上必要であると考え、治療開始時に指導しています。 

歯肉退縮しなかった症例 歯肉退縮した症例



クリアブラケット・クリアスナップの有効性と臨床症例

 

文野　弘信先生

DIO 文野矯正歯科
医院長

（東京都中央区）

　当院では開設当初より、子供から大人までクリアブラケットを使用している。メタルブラケッ

トやセラミックブラケットがそれぞれ持つ利点と比べてもコンポジットブラケットであるクリアブ 

ラケットが臨床的に劣る理由は全く無い。むしろクリアスナップとの併用にてフリクションフリ

ーシステムへと進化し、スーパーライトフォースから得られる多くの臨床結果を術者は簡単に

体験することができる新しいブラケットシステムである。 

現在、矯正機材各社からフリクションフリー（セルフライゲーション）ブラケットが発売されてお

り、結紮から開放される魅力は大きい。しかし個人開業医院レベルでのブラケットシステム変

更および導入にはかなりのストレスが生じることも事実である。 

費用、在庫管理、治療方法の変更、トラブル対応など挙げればきりがない。

その点、クリアブラケット / クリアスナップの新規導入に関しては従来のブラケットと同様に

使用することができるため、前者と比較してもストレスフリーである。特に、治療方法の制限

がなく、結紮も問題なく出来、使用するブラケットによりテクニックを左右されないというメリッ

トがある。また、ゴールドワイヤーとの併用にて最強の審美性を発揮でき、患者からの評判

はとてもいい。勿論、フリクションフリーシステムとしてクリアスナップをブラケット装着当初か

ら使用することも、途中、結紮線に変えることも全ては術者次第である。

CASE 1：Zerobase Bioprogressive Philosophy に基づいて診断・治療したnon-ext., ケース

術前

Case1 (non-ext) 22Y

術中

Upper section,UA on lower　　Upper UA, cl ll elastic

治療後 Sectional arch with clear snap

ローフリクションを実感した瞬間





クリアスナップの応用

 

喜田 賢司先生

喜田矯正歯科医院
医院長

（静岡県浜松市）

　当院では.018スロットでロスセットアップのクリアブラケットを使用した、いわゆるストレートワ

イヤーテクニックで治療を行っている。その中で、犬歯遠心移動、前歯遠心移動にスライディ

ングメカニクスを用いる際、ローフリクションであることが治療期間を短くするのはわかってい

たのだが、クリアスナップが開発されるまでは従来通りワイヤー結紮後にパワーチェーンに

よる牽引を行っていた。 

　 クリアスナップはローフリクションを実現するアイテムとして開発された。私の場合、クリア

スナップは動かしたい歯に対し使用している。開発者はレベリングから使うことを奨励してい

るが、犬歯遠心移動時は犬歯のみ、前歯遠心移動時には全顎に使用する。コストを考えた

ことだが、治療期間短縮には特に問題ないと思う。 

　 クリアスナップは実際に使ってみると、確かに早いと思った。ただ単純に早いというだけで

なく、特に口腔周囲に対する環境を整えることでより効率良く治療期間を短縮することが可

能 

であると思った。

　 症例は上下顎前突、開咬を示す25歳女性である。開咬状態、無力的な厚い口唇からも口

腔周囲筋に対する筋機能訓練（MFT）が必要であると考えられた。ブラケット装着時からMFT

を開始した。レベリング4ヶ月、犬歯遠心移動7ヶ月、前歯遠心移動3ヶ月、その後ディテイリン

グ、動的治療は1年7ヶ月で終了した。開咬の状況を考えるとかなり早い治療であった。治療 

前後の口唇厚はかなりの差が認められ、上顎前歯にかかる口唇力が大きくなったことが予

測される。そして、この口唇力とクリアスナップによるローフリクションの効果が前歯遠心移動

を早めたと考えられる。 

　 クリアスナップによるローフリクションは治療期間短縮に有効であるが、特にMFTを治療の

早期から導入することでより効果があると考えられる。

初診時

犬歯遠心移動



前歯遠心移動

終了時 初診時口元 終了時口元



クリアスナップを利用した症例

 

打和　寛信先生

打和矯正歯科医院
医院長

（福岡県福岡市）

　当院ではクリアブラケットの発売当時から使用していましたので、躊躇する事なくクリアスナ

ップを用いたローフリクションシステムを採用する事が出来ました。 

クリアスナップと010或いは、012のタイニロイワイヤーをイニシャルワイヤーに選択する事で

初期の歯牙移動時の痛みが軽減しました。従来なら痛みが強く出る成人患者さんでも痛み

止めを飲むような事はありません。 

また、非常に速く無理のない歯牙移動が起こります。クリアスナップとクリアブラケットを用い

る事で痛みの殆どない移動速度の速い初期治療が可能になった訳です。痛みの軽減は、

010/012 inch の細いワイヤーとスロットのサイズの差、更にワイヤーが基底部までに押し込

まれずに遊びが生じている事でフリクションが小さくなり、無理な力が掛からない為だと思わ

れます。少ないフリクションは、弱い力で歯牙が歯列内を滑っていくのを可能にしています。

歯列から大きく逸脱した位置にある歯牙にワイヤーを通しますと（010/012のタイニロイなら

可能です。）逸脱した歯牙の位置に空隙がなくとも整直してきます。恐らく該当歯牙が歯列内

に戻ろうとする力が、順次隣接歯に伝わって移動するのではないかと考えられます。ブラケッ

トを装着した当初から逸脱した歯牙にワイヤーを通した方が速く整直する事になります。しか

しながら、バイトが深かったり叢生が酷い症例ではブラケットを装着出来ない事が往々にして

あります。この場合は016 round wireまではローフリクションが可能なクリアボタンに用いる事

で解決出来ます。クリアボタンでもかなりの位置まで配列させる事が出来ます。 

下にクリアボタンを用いた症例を示します。ブラケットを付けることの出来る位置まで移動さ

せた後に付け替えています。

010タイニロイワイヤー装着 装着後5回目の来院 装着後8回目の来院

ブラケットに交換



クリアスナップを利用したローフリクションシステムの臨床

 

川越　仁先生

かわごえ矯正歯科医院
医院長

（宮崎県都城市）

　１４年前の専門開業当初よりローフリクションブラケットを使用してきた。当時のブラケット

は、ブラケットスロットに蓋を閉めるような形のもので金属製であった。そのブラケットを小臼

歯部と犬歯に使い、前歯部には通常型のプラスティックブラケットを使っていた。ローフリクシ

ョンブラケットの利点については、当時すでに指摘されており、前歯部にも利用したいところ

であったが、審美性を要求される前歯部には使いづらかった。結紮法の工夫でしのいでい

た。 

　 数年前に、クリアスナップが発売され、前歯部の審美性を損なわずにローフリクションを実

現できることから採用した。低摩擦については、すでにさまざまな利点が上げられているが、

ブラケットをワイヤー上で滑らせて移動させる時に、スムーズな動きが期待できることが最大

の利点であると考えられる。また、歯が本来持っている自然に移動する力を妨げにくいことも

利点である。 

　 クリアスナップとクリアブラケットの組み合わせによる利点は、低摩擦性はもちろんである

が、審美性も非常に良好であるということである。クリアブラケットと通常の結紮線やモジュー

ルを使った結紮より、スロット部分のワイヤーが見えなくなることで審美性が向上する。また、

モジュールで起きる口腔内での着色も生じない。審美性のみの目的でクリアスナップを使っ

ても充分価値があると言っても過言ではないと思う。

臨床例１：成人男性で、上下歯列の狭窄を伴う叢生の症例

成人男性で、上下歯列の狭窄を伴う叢生の症例である（写真1、2、3）。上下歯列の側方拡大によりスペースを作って、非抜

歯で治療した。 

ブラケットは、前歯、犬歯はクリアブラケット、小臼歯は以前から使用しているローフリクションの金属製ブラケットである。上

顎にはクワドヘリクスを併用している（写真4、5、6）。 

叢生の「ほぐれ」がスムーズで、オープンコイルスプリングの効果も良好であった。治療開始２０週で、動的治療が終了した

（写真7、8、9）。現在、保定中である。 

写真１ 写真２ 写真３



写真４

写真７

写真５

写真８

写真６

写真９

臨床ヒント

ローフリクションシステムでは、クリアスナップでも、従来の蓋式でも、構造上ワイヤーをしっかりブラケットに押し付けること

ができない。したがって、トルクコントロールの時に、トルクが効きにくい。積極的にワイヤーにトルクを入れる等の工夫が必

要であったが、煩雑であるし、トルクが安定しない。フルスロットのワイヤーを使うと、側方歯のローフリクション性が損なわ

れる。 

ここで推奨されるのが、SUSワイヤーの平板ワイヤーである（写真10）。前歯部のメインのアーチワイヤーの下に敷くことで

（写真11、12）、その部分のみワイヤーをフルスロットにすることが出来る。前歯に充分なトルクをかけつつ、側方歯の低摩

擦を利用したスライディングメカニックスによるスムーズな前歯の舌側移動が実現する。写真では、.019X.019のコバルトクロ

ム合金ワイヤーと.022X.008の平板ワイヤーを使用しているが、状況に合わせて都合が良いように組み合わせると良い。ま

た、前歯部だけでなく、特定の歯にトルクを加えたりする場合も、目的の歯のブラケットだけに平板ワイヤーを敷くことで簡

単にトルクを強化できる。 

ローフリクションシステムは、あくまで、術者が調整したワイヤーの力をスムーズにかつダイレクトにブラケットに伝えるもの

であって、オートマティックに歯が動き治療が進むといった魔法のシステムではない。基本に忠実に、診断、治療方針決定

を正確に行ってこそローフリクショシステムの真価が発揮されるものである。 

写真１０ 写真１１ 写真１２



ローフリクションリガチャーの摩擦力について

 

五百井　秀樹先生

九州大学病院
口腔保健推進学講座

講師

　近年、ローフリクションブラケットの開発が進み、欧米を中心にその認知度も年々大きくなっ

てきているように思う。レベリングを含む初期の矯正治療、抜歯症例における空隙閉鎖など

ローフリクションの特性を生かした矯正治療の恩恵は大きい。特にワイヤーをスロットにしっ

かり維持しながら（フルエンゲージ）、しかも、ローフリクションの特性を同時に得られるのは

ローフリクションブラケットの大きな特徴である。すなわち、ワイヤー結紮やモジュール結紮で

は、しっかりとワイヤーをスロットに維持しようとすると摩擦力が大きくなる。手加減して結紮

力を弱めると摩擦力は小さくなるが、その代償としてフルエンゲージの効果は期待できなくな

り、歯の効率的な移動が困難になる。 

現在、ローフリクションブラケットは、ワイヤーの維持機構がブラケットに組み込まれているセ

ルフライゲーティングブラケットとブラケットは従来のエッジワイズブラケットを用いながら維持

機構でローフリクションの効果を持つローフリクションリガチャーの2種類が販売されている。

クリアブラケット－クリアスナップはローフリクションリガチャーの一つとしてローフリクションの

効果が期待されてきたが、その実験的データが不足していた。今回、結紮方法の違いによる

摩擦力の比較を行ったので報告する。 

　 0.022インチスロットのクリアブラケットを用い、上顎中切歯、側切歯、犬歯、第一小臼歯用

の4ブラケットを一直線にブラケット固定テーブルに配置した。0.014インチ超弾性ワイヤーお

よび0.019×0.025インチステンレススチールワイヤーをワイヤー、モジュールおよびクリアス

ナップで結紮し、上方牽引時の摩擦力を測定した。0.014インチ超弾性ワイヤーにおけるクリ

アブラケット－クリアスナップの組み合わせは、ワイヤー結紮、モジュール結紮よりも摩擦力

は顕著に小さく（図1）、セルフライゲーティングブラケットとほとんど等しい小さな摩擦力を示

すことが明らかになった（図2）。0.019×0.025インチステンレススチールワイヤーにおけるクリ

アブラケット－クリアスナップの組み合わせは、ワイヤー結紮、モジュール結紮よりも摩擦力

は顕著に小さく（図3）、セルフライゲーティングブラケットとほぼ等しい小さな摩擦力を示すこ

とが明らかになった（図4）。 

これらの実験データから、クリアブラケット－クリアスナップを用いることにより、ローフリクショ

ンの特徴を十分生かした矯正治療が可能であることが示唆された。

クリアブラケット

（0.014”超弾性ワイヤー）

セルフライゲーティング　VS　クリアスナップ

（0.014”超弾性ワイヤー）



（図１） （図２）

クリアブラケット

（0.019"X0.025"SSワイヤー）

セルフライゲーティング　VS　クリアスナップ

（0.019"X0.025"SSワイヤー）

（図３） （図４）



クリアブラケットとアーチワイヤーの摩擦抵抗が歯根周囲におよぼす影響

～擬似三次元光弾性実験法を用いて～

 

寺谷　烈先生

福岡歯科大学
成長発達歯学講座
矯正歯科学分野

助教授

　矯正臨床上、低摩擦型ブラケットを使用したローフリクションシステムによる治療の有利な

点は、①レベリングが迅速に行われる、②前歯や犬歯の後退が迅速に行われる、③矯正痛

が軽減される、④歯周組織に優しい、などの術者の声が上げられています。 

実際に、ブラケットとアーチワイヤーのフリクション発生の原因は、①ワイヤーと結紮線等の

接触、②ワイヤーの変形、③スロット底とワイヤーの接触、の３項目が主に挙げられると思

われます。ローフリクションによるライトフォースを可能にするためには、ワイヤーと結紮線等

の接触を工夫することは大きな要因と思われます。 

　本報告は、切歯後退時における結紮法の違いが、歯の移動にどのような影響を与えるか

を引き抜き試験と光弾性実験法を応用し検討しました（第66回日本矯正歯科学会大会にて

報告）。

１：引き抜き試験による摩擦抵抗力の測定結果

【１.引き抜き試験結果】

最大抵抗値の平均値は、低摩擦型アタッチメントで3.47ｇｆ、スティール線で460.46ｇｆ、結紮用エラスティックリングで699.95ｇｆ

の値を示しました。低摩擦型アタッチメントの最大抵抗値は、スティール線の約1/130、結紮用エラスティックリングの約

1/200であり大幅な摩擦抵抗の差異が認められました。 

フリクション発生の原因は？ 万能材料試験機（Auto GRAPH）に装着

した実験モデル

引き抜き試験による摩擦抵抗力の

測定結果

各結紮法による最大抵抗平均値

２：疑似三次元光弾性実験法による応力分布の観察

【２.疑似三次元光弾性法結果】

切歯根尖部および側切歯・犬歯間空隙部の応力は、結紮用エラスティックリング、スティール線、低摩擦型アタッチメントの

順に増大していました。 

【結論】

結紮による摩擦抵抗が弱いほど、切歯を口蓋側へ移動させる荷重が強く加わっていることが生体力学的に検証されまし

た。 



【臨床応用】

クリアブラケットは、一体型のセルフライゲーションブラケットと比較して、ブラケットシステムを新規導入する必要がなく、移

動させたい歯のブラケットに分離式低摩擦型アタッチメント（CLEAR SNAP)を装着させるだけでワイヤーと結紮線等の摩擦

抵抗を大幅に減弱させることが出来ます。 

疑似三次元光弾性実験法による

応力分布の観察

ブラケットスロットをワイヤーが

スライディングする

３：ローフリクションを感じた瞬間


