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研究成果の概要（和文）
：
歯科インプラントの欠点である生体骨との持続的接着性といった問題点を解決するため、
我々は CaTiO3‐C という全く新しい複合物を開発した。本研究では新規コーティング材をイン
プラントコーティングし、骨結合能を検討した。培養実験から本材料が骨芽細胞へ優れた細胞
増殖能、細胞分化能を与えることを示し、また、動物実験から本材料により長期的な骨結合能
が得られることを明らかにした。以上の結果から、CaTiO3-C が新規インプラントコーティング
材として有用であると考えられた。
研究成果の概要（英文）
：
In this study, we analyzed the effect of CaTiO3-C coating material in vitro and in vivo.
Cells cultured on CaTiO3-C coated Ti plates showed good cellular proliferation and
osteoblastic differentiation. Furthermore, CaTiO3-C coated implant showed satisfying
bone attachment. These results suggest that CaTiO3-C plays a dominant effect on tissue
response, and could be considered as a useful biomaterial for dental implants.
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