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抄録：Goslon Yardstickと北林らのクロスバイト評
価法を用いて，一段階口蓋形成術と二段階口蓋形成
術の前後的および側方的な顎発育について評価し検
討した。対象は本院矯正歯科に１９８３～２００８年に来院
した片側性唇顎口蓋裂１８８症例で，当院口腔外科に
おいてPerko 法で手術された症例（P群）と，他院
においてPush-Back 法で手術された症例（PB群）
である。各群について，Goslon Yardstick Score の
平均値を算出し，多施設データと比較した。また，
北林らの分類に基づき，crossbite の分類を行った
後，P群，PB群のGoslon Yardstick の各群の同一
Group 内における，cross bite の出現部位の分類を
合わせて行った。Goslon Yardstick の Score 平均
は，P群は３．４５±０．１１，PB群は３．８３±０．１８であっ
た。Total-crossbite は PB群で多く，前歯部のみの
crossbite と，Non-crossbite は P群で多くみられ
た。P群と PB群間におけるGoslon Yardstick の
Group 別 crossbite type の分類においては，Group
１，２，３については各 crossbite の割合に差が認
められず，Group４，５では，Total-crossbite が PB
群で多くみられた。前歯部のみの crossbite，前歯
部と片側の crossbite は P群で多くみられた。

緒 言

口蓋裂一次手術の方法には，二段階口蓋形成術
（Perko 法）１，２）と一段階口蓋形成術（Push-Back 法）３）

の両者が行われている４）。一段階口蓋形成術は１歳
６カ月の時点で粘膜骨膜弁法により口蓋の後方移動
を行う。一方，二段階口蓋形成術は１歳６カ月の時
点で粘膜弁法により軟口蓋形成術を行い，その後４
歳６カ月から５歳の時点で硬口蓋形成術を実施する
方法である。一段階口蓋形成術は鼻咽腔閉鎖機能の
獲得という点から見れば有利であり５），手術操作と
言語の確実性から，従来から一般的に行われている
が，一段階口蓋形成術を施行すると骨露出創面の範
囲が大きく，その術後瘢痕が上顎の劣成長を引き起
こす６，７）。二段階口蓋形成術は，上顎骨の旺盛な成長
時期での硬口蓋の閉鎖を回避し，鼻咽腔閉鎖の獲得
を損なうことなく，顎発育に配慮した治療法として
知られている８）。一段階口蓋形成術が良いのか，二
段階口蓋形成術が良いのかは，どちらにも利点およ
び欠点はあるが，２つを比較，評価した報告は少な
く，これらの報告によれば，どちらの手技がよいか
という意見が分かれている５，９－１３）。

口蓋形成術が上顎骨の成長に及ぼす影響の評価に
関して，１９９０年代になり多施設共同の比較研究の機
運が高まり，北欧諸国と英国が中心となり，いわゆ
る Eurocleft project が始動した。咬合関係を見るこ
とで，一次治療の顎発育への影響を評価できる方法
として，Mars らによる Goslon Yardstick１４）が広く採
用されている。Goslon Yardstick は晩期混合歯列期
もしくは早期永久歯列期の歯列模型を用いて咬合関
係を視覚的に５段階評価する方法である。主観的方
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法ではあるが，一次治療の顎発育への影響や矯正治
療方針を予知できる有用な方法とされる。一方，北
林ら１５）による crossbite 分類は，Goslon Yardstick が
顎の前後的発育を評価する方法に対して，顎の側方
的な発育を評価する方法として考案され，使用され
ている。

東京歯科大学矯正歯科に来院する唇顎口蓋裂患者
には，当院口腔外科にて行われている二段階口蓋形
成術を施術されたものと，他院にて一段階口蓋形成
術を施術されたものとが混在する。本研究の目的
は，Mars らによる Goslon Yardstick および北林ら
による crossbite 分類を用いて，一段階口蓋形成術
と二段階口蓋形成術が施行された患者の矯正治療開
始時における上下顎骨の前後的および側方的顎発育
の評価を行い検討を行うことである。

方 法

対象は，東京歯科大学千葉病院矯正歯科に１９８３年
から２００８年に来院した片側性唇顎口蓋裂患者で，当
院口腔外科において Perko 法で手術された７７症例

（P 群）と，他院において Push-Back 法で手術された
１１１症例（PB 群）の計１８８症例（症候性を伴うものは
除外）である。内訳として，P 群は男４６名，女３１名，

平均年齢８歳３か月±１歳４か月，PB 群は男６９名，
女４２名，平均年齢７歳８カ月±１歳５か月であっ
た。

咬合は Goslon Yardstick の分類，crossbite の分
類，Goslon Yardstick の Group 別 crossbite type の
分類の三つの方法で評価を行った。
１．Goslon Yardstick の分類

初診時の平行模型を用い，Goslon Yardstick によ
る５段階評価１４）を行った。評価者は，Mars の Goslon
Yardstick のキャリブレーション講習を受講した東
京歯科大学歯科矯正学講座所属の矯正歯科医３名で
ある。また，Goslon Yardstick による模型分析の基
準に従って２回ずつ評価し，その平均値を算出し，
２名以上がつけた評点をその症例のスコアとした

（図１）。対象の P 群，PB 群について，Goslon Yard-
stickに従ってScoreの平均値を算出し，多施設デー
タと比較した１６）。なお，検定には student の t 検定
を行った。
２．crossbite の分類

北林ら１５）の分類に基づき，crossbite がみられない
ものを Type１，全顎的に crossbite がみられるもの
を Type２，前歯部と臼歯部片側的に crossbite がみ
られるものを Type３，前歯部のみに crossbite がみ

図１ Goslon Yardstick 分類
Group１（非常に良い；excellent）上顎歯槽が下顎より前方に位置し，Ⅱ級の骨格関係を示すもの。上顎の成長は

永久歯列前期以降はあまり期待できないことが多く，Ⅱ級関係はむしろ有利と考えることによる。歯科矯正治療は
必ずしも必要としないか，簡単なもので済むと思われるもの

Group２（良い；good）上下顎歯槽弓関係が正常で，個々の歯の位置異常のみがみられるもの。Group１同様，歯
科矯正治療は必要ないか簡単なもので済むと思われるもの

Group３（まずまず；fair）上下顎歯槽の前後的位置は同じくらいで，軽いⅢ級傾向を示すもの。上顎前歯の舌側
傾斜がみられるが，下顎前歯の舌側傾斜は著しくない。本格的な歯科矯正治療による咬合改善が必要であるが，良
好な治療結果が期待できるもの

Group４（悪い；poor）歯科矯正治療のみで良好な咬合が獲得できるかどうかの境目で，場合によっては顎外科手
術が必要とされるもの。上下顎歯槽関係はⅢ級で，上顎前歯の唇側傾斜，下顎前歯の舌側傾斜がみられる

Group５（非常に悪い；very poor）上下顎歯槽関係が著しいⅢ級か，Group４の所見に加え，上顎歯列弓の著しい
狭窄や，歯槽骨の垂直的劣成長がみられ，将来，顎矯正手術が必須と考えられるもの
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られるものを Type４，臼歯部両側的に crossbite が
みられるものを Type５，臼歯部片側的に crossbite
がみられるものを Type６として行った（図２）。な
お，検定には χ 二乗検定を行った。
３．Goslon Yardstick の Group 別 crossbite type の

分類
Goslon Yardstick の分類と，北林らの crossbite

の分類との間に関係があるかを見るために，P 群，
PB 群の Goslon Yardstick の各群の同一 Group 内に
おける，crossbite の出現部位の分類を行い，χ 二
乗検定を行った。

結 果

１．Goslon Yardstick の分類
Goslon Yardstick による分類を P 群および PB 群

に行った結果，P 群の Score 平均は３．４５±０．１１，PB
群の Score 平均は３．８３±０．１８であり，２群間に有意
差は見られなかった（図３）。P 群における Group１
は１症 例（１％），Group２は１５症 例（１９％），Group
３は１５症例（１９％），Group４は４０症例（５３％），Group

５は６症例（８％）であり，PB 群における Group１
は３症 例（２％），Group２は１３症 例（１２％），Group
３は２２症例（２０％），Group４は６０症例（５４％），Group
５は１３症例（１２％）であった（表１）。
２．crossbite の分類

北林らの分類に基づいて P 群，PB 群の crossbite
の部位を調べた結果，P 群の Type１を示したもの
が２３症例（３０％），Type２は３症例（４％），Type３
は１４症例（１８％），Type４は２９症例（３８％），Type５
は１症例（１％），Type６は７症例（９％）であった。
PB 群の Type１を 示 し た も の が２７症 例（２４％），
Type２は２４症例（２２％），Type３は１４症例（１３％），
Type４は３５症例（３１％），Type５は４症例（４％），
Type６は７症例（６％）であった（図４）。Total-cross-
bite の症例は P 群で４％，PB 群では２２％と，PB 群
で多くみられた。次いで，前歯部のみに crossbite
が存在するものが，P 群で２９症例（３８％），PB 群で
３５症例（３１％）であり，Non-crossbite の症例は P 群
では２３症例（３０％），PB 群では２７症例（２４％）と，P 群
において前歯部のみの crossbite，Non-crossbite の
症例が多くみられた。両群間には有意差は見られな
かった。
３．Goslon Yardstick の Group 別 crossbite type の

分類
P群とPB群間におけるGoslon YardstickのGroup

別 crossbite type について分類し比較検討を行った
結果，Group４において，Total-crossbite の症例は，
P 群は５．３％，PB 群は２５％と，PB 群が P 群よりも
多かった。同様に，Group５において，Total-cross-
bite の症例は，P 群は１６．７％，PB 群は６９．２％と，
PB 群が P 群よりも多かった。また，Group４にお
いて，前歯部のみの crossbite の症例は，P 群は
６８．４％，PB 群は５６．９％と，P 群が PB 群よりも多

表１ Goslon score の内訳

Goslon score P 群 PB 群

Group１ （excellent） １case（ １％） ３case（ ２％）
Group２ （good） １５case（１９％） １３case（１２％）
Group３ （fair） １５case（１９％） ２２case（２０％）
Group４ （poor） ４０case（５３％） ６０case（５４％）
Group５ （very poor） ６case（ ８％） １３case（１２％）

Mean Score ３．４５±０．１１ ３．８３±０．１８

図２ crossbite の分類

図３ Goslon Score の平均値

歯科学報 Vol．１１４，No．４（２０１４） ３２７

― ２３ ―



かった。同様に，Group５において，前歯部のみの
crossbite の症例は，P 群は１６．７％，PB 群は７．６％
と，P 群が PB 群よりも多かった。前歯部と片側
に crossbite のある症例は，Group４の，P 群では
２６．３％，PB 群 で は１８．３％，Group５の P 群 で は
６６．６％，PB 群では２３．２％であり，それぞれ，P 群
の方が多かった（図５）。なお，両群間には有意差は
見られなかった。

考 察

口蓋裂一次手術の術後の顎発育評価において，
Perko 法，Push-Back 法それぞれの，多施設間の評
価はこれまでにいくつかの報告がされている１７－２０）

が，同一施設で２つの口蓋裂一次手術の術後評価を
した報告はほとんど見られない。そこで，今回我々
は，当科を来院し，異なる口蓋裂一次手術（Perko
法と Push-Back 法）の術式で施術された患者を比較

図４ crossbite の Type 別の割合

図５ P 群と PB 群間における Goslon Yardstick の Group 別 crossbite type の分類
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検討することとした。比較には近年一般的に用いら
れている，Goslon Yardstick の評価法を選択した。
Goslon Yardstick は，Dr.Mars によって考案された
もので１４，２１，２２），片側性唇顎口蓋裂患者を対象とし，
歯列模型を用いて咬合異常の状態を実際に矯正治療
を行う際の難易度を総合的に評価する手法で矯正治
療前の前歯部の被蓋を上下顎の咬合関係として施設
間で比較する指標として用いられている。基準模型
と照らし合わせながら対象模型を視覚的に５段階に
分類評価をするため，主観的で精度が低いように思
われるが，多数症例の咬合異常の程度と治療方法を
概観的に予知できる手法とされている１４）。Goslon
Score は口蓋形成術の結果に対しての評価であり，
Score が良いというのは，口蓋形成術が成功したか
否かの判断材料となっている。しかし，Goslon
Yardstick は前後的な咬合の評価にとどまる。咬合
関係を回復するに当たっては，前後関係の咬合状態
に加え，側方の crossbite も回復する必要がある。
そのため，側方的な評価を補うために北林らによっ
て考案された crossbite の評価法１５）を併せて用いる
こととした。北林らは，crossbite の発現部位によ
り６部位に分類して咬合の評価がされている。単に
crossbite が存在しているとするのではなく，どの
部位に発現しているかを分類することにより，後の
矯正治療における難易度，手法の評価も行うことが
可能となる。そこで今回われわれは上下顎の前後方
向における咬合関係のみならず，側方部の咬合関係
の評価を同時に用いることで，口唇口蓋裂患者の前
後的，側方的な顎発育の評価を行うこととした。

Goslon Yardstick は，本来永久歯列前期，歴令お
よそ１０～１２歳の咬合評価を念頭に考案された方法で
ある。これは，この時期になると骨格と咬合の問題
が明らかになり，歯科矯正治療のみで治療を終了で
きるか，顎矯正手術を併用する必要があるかがはっ
きりすると考えられるからである１６）。矯正歯科への
来院はこの学童期に多く，今回は，歯科矯正治療前
の資料を用いたため，６～１２歳で調査を行った。ま
た，この年代で調査を行うことで，今後，Goslon
Yardstick の Group 別における治療方針のプロトコ
ルを立てることへ反映できるのではないかと考え
た。ただし，６歳から二次性徴が起こるまでは，下
顎の成長ピークを迎えていないため，比較的 Goslon

の Score としては良い結果が現れると推測された。
１９９２年 Dr. Mars の報告２１）における欧州の Euro-

cleft Study６施設の Goslon Yardstick Score は，施
設 Aが２．６４±０．１３，施設Bが２．４７±０．１３，施設Cが
３．０４±０．１７，施 設 D が３．４６±０．１８，施 設 E が２．５９
±０．１５であるのに対し，当病院は，P 群が３．４５±
０．１１，PB 群が３．８３±０．１８と高い値を示し，また，
咬合関係としては不良と思われる Score の４と５が
P 群，PB 群共に６０％以上と，多施設研究と比較し
て高かった（図６）１６，２１）。これは日本人の顔面型が短
頭型であり，Cephalic Index が大きくなるため２３），
欧米人と比較して Score がより悪くなる可能性があ
り，Goslon Score において大きな値が出たと考えら
れる。特に日本人は上顎の前方成長が基準値より大
きくなることは正常者でも少なく，日本においては
下顎後退による上顎前突が多いとされる８）。した
がって，日本人の Goslon Score の Group１は少な
く，口蓋形成術の結果は Group２になれば許容範
囲なのではないかと考える。中野らの報告２４）によれ
ば，本施設における Perko 法の症例で，最終的に
顎矯正手術を施行した症例は，６８例中わずかに４例

（５．９％）で，そのいずれもが下顎の過成長であり，
Perko 法における影響よりもほかの因子が大きく関
係している症例であった。このことから，Group５
における，最終的に顎矯正手術を行うかどうかの基
準は，口蓋形成時の術者の熟練度だけではなく，個
体の自然発育および下顎の前方成長量にも大きく影
響を受けていると考えられる。また，Goslon Score
では，上顎前突から下顎前突までを１～５段階で分
類しているが，下顎劣成長に起因する上顎前突であ
るのか，上顎劣成長に起因する下顎前突であるのか
の区別はつかない。これは，その後における矯正治

図６ Goslon score の内訳
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療の治療法・難易度に関連するため，単純に Goslon
Score を平均値として比較することにも疑問が生じ
る。つまり，Goslon Yardstick の評価時に，Goslon
Score がよいからといって，その後の咬合・成長発
育がよいと判断することは困難であると考えられ
る。

Goslon Score は前歯部の被蓋を重視している。
P 群と PB 群間には，オーバージェットにはさほど
違いはなかった。P 群と PB 群では口蓋形成の術式
が異なり，PB 群で口蓋に瘢痕が多く現れる７）。こ
れにより，前方成長よりも側方成長に違いが表れる
と考え，crossbite の調査を行った。分類の結果，
crossbite のある症例は P 群，PB 群を合わせた総数
の７３％であり，北林らの調査１５）とほぼ一致した。ま
た，Goslon Score で P 群と PB 群に差異はなかった
が，Group５においては，P 群における Type２は
１症例（１％），PB 群は９症 例（８％）で，PB 群 に
より多く Total crossbite がみられた。さらに，前
歯部と片側のみの crossbite である Type３が P 群
で１４症 例（１８％），PB 群 で１４症 例（１３％）で あ り，
Group４と５において，P 群で crossbite が少ない
傾向にあると考えられる。これは P 群では側方成
長が阻害されず，PB 群は P 群よりも上顎の側方成
長が抑制されていることが示唆される。この差は，
特に Group５で顕著に表れている。今回の研究で，
P 群と PB 群における，Goslon Yardstick Score，
北林の crossbite 分類の頻度には有意差が見られな
かった。P 群と PB 群の両手術の影響の差が顕著に
表れていると思われる，Group４および Group５の
被験者数が少なく，有意差が見られない結果となっ
たと考えられるが，両手術の影響には関連性の傾向
を認めると考えられる。今後，さらなる追跡調査を
行い，両手術の手技と影響について研究を重ねてい
く必要があると考えられる。

P 群で口蓋形成された症例は，側方成長が良好な
ので，過大な側方拡大の必要性がなく，前歯部被蓋
が獲得されれば Group４で顎矯正手術には至らな
いのではないかと考えられる。発音などの機能も早
期のコミュニケーション能力の獲得や十分な言語発
達の意味で重要と考えられている２５）が，顎成長を重
視した Perko 法を選択することは，最終的な顎矯
正手術を避ける可能性が高いと考えられ，この治療

法を重視すべき理由が本結果から示唆される。

結 論

•一段階口蓋形成術（Push-Back 法）と二段階口蓋形
成術（Perko 法）における前方成長には差がなかっ
た。

•二段階口蓋形成術（Perko 法）は，一段階口蓋形成
術（Push-Back 法）に比較し，側方成長が良好な傾
向にあり，特に Goslon Score が悪い症例ほど側
方成長に影響があった。

本研究は東京歯科大学倫理委員会（受付番号５３８）において
承認を受けている。
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Evaluation of dentition and development of upper jaw following
primary palatoplasty（Push-back or Perko method）

in patients with Unilateral Cleft Lip and Palate
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Key words : Unilateral Cleft Lip and Palate（UCLP）, Palatoplasty, Maxillary development

The subjects comprised １８８ patients with unilateral cleft lip and palate who received orthodontic
treatment at our hospital between １９８３ and ２００８． Subjects were divided into patients who underwent
surgery at the Department of Oral Surgery using the Perko method（P group）and surgery at other
hospitals using the Push-Back method（PB group）． For each group，the mean value of the Golson
Yardstick score was calculated，and multi-institutional data were compared． The subjects’ crossbites
were also categorized based on the classifications used by Kitamura et al，and the occurrence sites of
crossbites in the P and PB groups were then matched to the classifications within the same groups in the
Goslon Yardstick groups．

The mean Goslon Yardstick scores were ３．４５±０．１１ for the P group and ３．８３±０．１８ for the PB
group． Numerous subjects in the PB group exhibited total crossbite，while numerous subjects in the P
group exhibited crossbite of the anterior teeth only，or no crossbite． With respect to classification of the
group-specific crossbite type between the P and PB groups based on the Goslon Yardstick，no differences
were seen among Groups １，２，and ３ in terms of the rates of the various crossbites，while in Groups
４ and ５，total crossbite was observed in a large number of subjects in the PB group． Numerous sub-
jects in the P group exhibited crossbite of the anterior teeth only，or anterior and unilateral crossbite．

（The Shikwa Gakuho，１１４：３２５－３３２，２０１４）
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