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ITI Section Japan による、フェロー及びメンバーに対して交付する独自の公認資格で、5 年毎に更新

が必要な制度です。審査に合格された方には認定証が発行されます。 

ITI Section Japan Certified Specialist for Implantology （ITI 日本支部公認インプラントスペシャリス

ト）（以下、「公認インプラントスペシャリスト」という）を取得希望される方は、公認インプラントスペシャリ

スト規程を確認の上、申請受付期間内に必要書類を送付してください。 

なお、本制度は日本独自のもので、メンバーシップフィー（会員年会費）は別途必要です。 

 

申請必要書類について 
ITI Section Japan は、公認インプラントスペシャリストの審査において、以下の書類を必要とします。 

No. 必要書類 提出確認欄 

1 申請書 （最新版） □ 

2 履歴書 （最新版） □ 

3 申請料納入済領収書コピー □ 

4 歯科医師免許証のコピー □ 

5 ITI メンバー履歴証明書（ご自身のITInet プロファイルページのコピー） □ 

6 ITI 学術大会（教育イベント）の名札または参加証明書のコピー □ 

7 ITI フェロー推薦状の2通 （手書きの署名の原本：FAX・PDFは不可） □ 

8 規程第8条（5）を証明する所定の書式による症例一覧 □ 

9 規程第8条（6）を証明するインプラント埋入直前（６か月以内）及び最終

補綴装置装着後のパノラマエックス線写真（CTデータを用いた同様の

画像でも可）のコピーを含む所定の書式による症例報告書 

暫定期間中は

提出不要 

※ITI フェローは、No.3、6、 7の提出は不要です。 

 
【申請書類についての注意事項】 

・ 申請書類一式は、ITI Section Japan ウェブサイト（www.iti-japan.org）から最新版をダウンロードし、

署名日及び署名を除き、必ずパソコンを用いてご記入ください。 

・書類の不備は受理されませんのでご注意ください。（書類の不備は、最新版でないフォーム、職歴等

に空白期間があり理由の記載がないもの、訂正箇所があり訂正印の押印がないもの等を含みます） 

・受付期間外に提出された場合は受理されません。（締切日消印有効） 

・送付された書類は合否の結果に関わらず、返却されません。予めご了承ください。 

・セキュリティの観点から、E メール・FAX での書類提出はご遠慮ください。 

書類提出先 お問い合せ先 

〒612-8082 京都府伏見区両替町2-348-302 

アカデミック・スクエア株式会社 内 

公認インプラントスペシャリスト制度事務局 

ITI 国内連絡窓口 電話：0120-338-755 

Eメール：iti@ac-square.co.jp 

mailto:iti@ac-square.co.jp
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申請の手続きについて 
1.  ウェブサイトの専用ページから、最新の公認インプラントスペシャリストの規程を必ずお読みくだ

さい。 URL:http://www.iti-japan.org/specialist/application/ 

  
2. 申請資格を満たしていることをご確認ください。 

3. 申請料をお納めください。 

4. 上記 URL より、最新の申請書類一式をダウンロードしてください。 

5. 必要事項を記入し、書類一式を事務局へお送りください。 

6. 書類受領の連絡が E メールで届きます。 

7. 後日、「受付完了」または書類不備による「差し戻し」のお知らせがＥメールで届きます。 

「差し戻し」のお知らせが届いた方は、指定期日までに書類の再提出をお願いします。（指定期日

消印有効） 

 

申請資格チェックリスト 

☐   (1) 歯科医師または、医師の免許を有している。 

☐  (2) 申請時に2年（24か月）以上継続してITIメンバーとして在籍し、会費を納入している。 

☐  (3) 

【暫定期間中： 2017年～2019年】 
申請時に 2017 年 1 月以降に開催されるワールドシンポジウム、ナショナルコングレ

ス、セクションミーティング、リージョナルスタディクラブミーティング、公認インプラントス

ペシャリスト教育講座のいずれかに 1 回以上参加していること。ただし、リージョナルス

タディクラブミーティングは支部単位で開催し、スタディクラブコーディネータの承認を得

たものとする。 

【暫定期間終了後： 2020年以降】 
申請の前々年から申請時までに開催されたワールドシンポジウム、ナショナルコング

レス、セクションミーティング、リージョナルスタディクラブミーティング、公認インプラント

スペシャリスト教育講座のいずれかに 2 回以上参加していること。ただし、リージョナル

スタディクラブミーティングは支部単位で開催し、スタディクラブコーディネータの承認を

得たものとする。 

☐  (4) ITIフェロー2名の推薦が得られる。 

☐  (5) 
申請前の2年間に最終補綴装置を装着した30症例以上のインプラント治療を行ってい

ること。ただし、インプラント埋入は申請前2年間以前であっても構わない。 

☐  (6)) 
【暫定期間終了後： 2020年以降】 
申請前の 5 年間に、その期間中にインプラント埋入から最終補綴装置装着までを終

え、装着後 1 年以上経過した 20 症例以上のインプラント治療を行っていること。 

 

 

http://www.iti-japan.org/specialist/application/
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申請受付期間 

暫定期間中 

2017年 
先行申請受付終了 （ITI フェロー、SCD / SCCDのみ） 

7月1日～31日（終了）、12月1日～31日 

2018年 7月1日～31日、12月1日～31日 

2019年 7月1日～31日 

暫定期間終了後 2020年以降 7月1日～31日 

 
申請料と送金先について 
申請をされる方は、申請料をお納めください。 

申請料 10,000円 送金先 

◆郵便振替口座 

口座記号番号：00900 - 8 – 276305 

口座名称：ITIセクションジャパン認定委員会 

◆ゆうちょ銀行口座 

銀行名：ゆうちょ銀行 店番：○九九店(099)   

区分：当座預金     口座番号：0276305 

口座名義： ITIセクションジャパン認定委員会 
 
審査結果について 
公認インプラントスペシャリスト認定委員会による厳正な審査の後、公認インプラントスペシャリスト制

度審議委員会の承認を経て合否が決定され、各申請受付終了日より 2～3 か月後に、E メールで結果

が通知されます。なお、審査に合格しても、登録料を納入いただくまでは、公認インプラントスペシャリ

スト登録及び認定証の発行はありません。 

また、「差し戻し」の判定を受けた方は、指定期日までに書類の再提出をお願いします。（指定期日消

印有効）。再審査の上、後日、E メールで結果が通知されます。 

※指定期日までに書類の再提出がない方は、不合格となりますのでご注意ください。 

 

登録料と送金先について 
審査に合格した方は、登録料をお納めください。 

登録料 30,000円 送金先 

◆郵便振替口座 

口座記号番号：00900 - 8 – 276305 

口座名称：ITI セクションジャパン認定委員会 

◆ゆうちょ銀行口座 

銀行名：ゆうちょ銀行 店番：○九九店(099)   

区分：当座預金     口座番号：0276305 

口座名義： ITIセクションジャパン認定委員会 
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公認インプラントスペシャリスト登録について 
登録料が納入された後、公認インプラントスペシャリストとして正式に登録され認定証が発行されます。 

 
更新について 
公認インプラントスペシャリストは 5 年毎の更新が必要です。 

更新の申請資格、申請料等は ITI Section Japan ウェブサイトでお知らせいたします。掲載される最新

の情報を確認してください。 

 

 
2017 年 4 月 25 日作成 

2017 年 8 月 29 日更新 

公認インプラントスペシャリスト制度審議委員会 

 

 

【お問い合せ先】 

ITI 国内連絡窓口 

電話：  0120-338-755 （平日9:00-17:00） 

Eメール： iti@ac-square.co.jp 
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