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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）制度 申請の手引き 
 
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）制度

は、インプラント治療および関連組織再生に関わる広い学識と高度な専門的技能を有する人材の養成を図

り、医療の発展ならびに国民の QOL の改善に貢献することを目的とした独自の公認資格で、ITI フェロー及び

メンバーを対象とした 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。 

※本制度は ITI Section Japan 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。 

※本制度は、2021 年まで暫定期間を設けています。 

 
1. 提出書類 

No. 内容 
申請書類 

ページ番号 

1 申請書 （最新版） P.1 

2 履歴書 （最新版） P.2-3 

3※1 ITI フェロー推薦状の2通 （自筆署名の原本：FAX・PDFは不可） P.4-5 

4※1 申請料納入済領収書コピー（A4用紙にコピー） P.6 

5 歯科医師免許証のコピー（A4用紙にコピー） P.7 

6 ITI メンバー履歴証明書 （ご自身のITI website MembershipページをA4用紙に印刷） P.8 

7※1 ITI 学術大会（教育イベント）の名札または参加証明書（A4用紙にコピー） P.9 

8 規程第8条（5）を証明する所定の書式による症例一覧 P.10 ※２ 

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 

※1: ITI フェローは、No.3、4、7の提出は不要です。   

※2: 指定のExcelファイルを用いての提出も可能 

 

【注意事項】 
• 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記入すること。 

• 書類に不備があれば受理されません。必ず「事前確認シート」を用いて確認の上、提出すること。 

（書類不備の例： 最新版フォーム以外の使用、職歴等に空白期間があり理由の記載がない、訂正箇所

に訂正印がない等） 

• 申請受付期間外は受理されません。（締切日消印有効） 

• 提出書類は合否の結果に関わらず返還されません。予めご了承ください。 

• 申請料、登録料等は理由の如何にかかわらず返還されません。予めご了承ください。 
• 必ず郵送にて提出してください。セキュリティ対策のため E メール・FAX での提出はご遠慮ください。 

郵送先 問い合せ先 

〒612-8082 京都市伏見区両替町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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2. 申請の手順 
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制度規程」をダウンロードし、 

必ずお読みください。  URL : https://www.iti-japan.org/specialist/application/ 
 

2) 以下のチェックリストにて申請資格を満たしていることをご確認ください。 

3) 上記 URL より、最新の提出書類一式をダウンロードしてください。 

4) 申請料をお納めください。 

5) ITI フェロー2 名より推薦を受けてください。 

6) 書類が整ったら最後に申請書に申請日と署名を記入し、事前確認シートを用いて書類に不備がないこと

を確認の上、書類一式を事務局へ郵送してください。 

7) 「書類受領」の連絡が E メールで届きます。 

8) 後日、「受付完了」または書類不備による「差し戻し」の連絡が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が必要です。（消印有効）  

なお、指定期日までに再提出がない場合は不合格となりますのでご注意ください。この際、申請料は 

返還されません。 

 
【申請資格チェックリスト】 

 
  

No. 内容 確認欄 

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～202１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ー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： 2022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ー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： 2022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。 
☐ 
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3. 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(終了)  

2018年 7月1日～31日（終了）、12月1日～31日（終了） 

2019年 7月1日～31日（終了） 

2020年・2021年 7月1日～31日、12月1日～31日 

暫定期間終了後 2022年以降 7月1日～31日 

 
 
4. 申請料と送金先 
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 
 
 
5. 審査および結果通知 
• 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ます。 

• 各申請受付終了日より 2～4 か月後に、E メールで結果が通知されます。 

• 「差し戻し」のお知らせを受けた方は、指定期日までに書類の再提出が必要です。（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場合は不合格となりますのでご注意ください。この際、 

申請料は返還されません。 

 

 
6. 登録料と送金先 
審査に合格した方は、速やかに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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7. 公認インプラントスペシャリスト登録と認定書 
登録料納入後、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。 
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は発行され

ません。登録料の納入が期日を過ぎた場合、登録及び認定証の発行は、次回の申請時期に延期させていた

だくこととなりますので、予めご了承ください。 

 
 
8. 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。最新情報をご確認 

ください。 

 

 

 

2017 年 4 月 25 日作成 

2017 年 8 月 29 日更新 

2018 年 3 月 13 日更新 

2019 年 3 月 15 日更新 

2020 年 6 月 5 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9:30-17:00） 

Eメール： iti@ac-square.co.jp 
 

mailto:iti@ac-square.co.jp
mailto:iti@ac-square.co.jp
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