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NPO 法人生体機能探査推進機構 公認技能検定 

令和 2 年度 「国際生体科学情報士認定試験」・「生体科学史検定」要項 

 

Ⅰ 公認技能検定（NPO法人生体機能探査推進機構）とは 

 ここでいう、公認技能検定とは、ヒトの生体機能およびその関連分野における国際的な知識及び技能の

評価が適正になされることにより、当該分野における能力の開発及び向上を促進し、もって人々の生活の

質の向上及び公共の福祉に寄与し、国際的にも貢献することを目的として、NPO 法人生体機能探査推進機

構が運営、実施しているものです。 

 

Ⅱ 検定実施日程・場所 

〇実施日程 

 種別 申し込み 検定日 合格発表 

第
２
回 

 

国際生体 

科学情報士 

認定試験 

特級 

2 月 1 日

（月） 

～ 

2 月 26 日

（金） 

3 月 19 日（金） 

13:00～ 

3 月 26 日

（金） 

高級 

【西洋医学分野】 

【中国医学分野】 

【医療情報学分野】 

中級 

【西洋医学分野】 

在宅受験 
【中国医学分野】 

【医療情報学分野】 

初級 

第
２
回 

生体科学史 

検  定 

上級 
3 月 19 日（日） 

13:00～ 

下級 在宅受験 

 

〇実施場所 

 千葉県千葉市美浜区ひび野１－１（幕張国際研修センター・東都大学） / 在宅受験 

 ※詳細は、受験票をお送りする際に記載いたします。 

 

※特記事項 

・国際生体科学情報士の中級・高級区分の 3 分野を同一級内で同時に受験することができます。 

この場合は、それぞれの分野の検定手数料をまとめて支払う必要があります。 

・同時受験を行う場合は、事前の申し込みが必要です。 

申請の際に受験する項目を適切にチェックしていない場合は認められません。 

・試験時間は、分野数×40 分になります。途中退出可能時間は他の受験者と同じ 20 分後からになります。 

 例）【西洋医学分野】【中国医学分野】を同時受験 → 80 分（20 分後途中退出可） 

・国際生体科学情報士と生体科学史検定は、同時受験することができません。 
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Ⅲ 検定の申請について 

〇申請方法  ※送料等は、受験者様のご負担になります。ご了承ください。 

≪国際生体科学情報士認定試験≫ 

・特級・高級：検定申請書、受験票に必要事項を記入し、検定手数料を納付の上、「NPO法人生体機能探査

推進機構検定担当」宛に、検定申請書、手数料納付がわかる書面（領収書等）を添えてお送

りください。 

・中級・初級：検定申請書に必要事項を記入し、検定手数料を納付の上、「NPO 法人生体機能探査推進機構

検定担当」宛に、検定申請書、手数料納付がわかる書面（領収書等）、解答用紙を添えてお送

りください。 

≪生体科学史検定≫ 

・上級：検定申請書、受験票に必要事項を記入し、検定手数料を納付の上、「NPO 法人生体機能探査推進機

構検定担当」宛に、検定申請書、手数料納付がわかる書面（領収書等）を添えてお送りください。 

・下級：検定申請書に必要事項を記入し、検定手数料を納付の上、「NPO 法人生体機能探査推進機構検定担

当」宛に、検定申請書、手数料納付がわかる書面（領収書等）、解答用紙を添えてお送りください。 

 

〇検定手数料  ※振込手数料等は、受験者様のご負担になります。ご了承ください。 

 種別 検定手数料 

国際生体科学 

情報士認定試験 

特級 ３，０００円（税込） 

高級 

【西洋医学分野】 ２，０００円（税込） 

【中国医学分野】 ２，０００円（税込） 

【医療情報学分野】 ２，０００円（税込） 

中級 

【西洋医学分野】 １，５００円（税込） 

【中国医学分野】 １，５００円（税込） 

【医療情報学分野】 １，５００円（税込） 

初級 １，０００円（税込） 

生体科学史 

検   定 

上級 ２，０００円（税込） 

下級 １，０００円（税込） 

 

〇振込先 

【金融機関名】ゆうちょ銀行 【口座名義】ﾄｸﾋ)ｾｲﾀｲｷﾉｳﾀﾝｻｽｲｼﾝｷｺｳ 

⇒ゆうちょ銀行からの方  【記号】10500 【番号】93149501 

⇒他の金融機関からの方  【店名】〇五八  ※読みは「ゼロゴハチ」 

【店番】058 【預金種目】普通預金 【口座番号】9314950 

 ※記載欄が使用できる場合は、「検定名（〇級）氏名」をご記入ください。 
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Ⅳ 実施内容 

〇出題基準及び形式・合格基準 

≪国際生体科学情報士認定試験≫ 

 本検定では、西洋医学・中国医学・医療情報学の 3 つの柱を中心として、ヒトの生体機能とその関連分

野を理解するために必要な国際的な知識及び技能をはかるものです。 

種別 出題基準 時間 出題形式 合格基準 

特級 

 ヒトの生体機能およびその関連分野における専門家

として基本的な、医療情報学・西洋医学・中国医学に

ついての知識及び技能を持っている。（大学院教育～専

門家相当） 40 分 

４肢択一：30 問 

小論文：1 問 

75％以上 

＋業績 

高級 

 専門的でより高度な、医療情報学・西洋医学・中国

医学についての知識及び技能を持っている。（大学～大

学院教育相当） 

４肢択一：30 問 

記述：5 問 
65％以上 

中級 
 広範囲にわたる高度な、医療情報学・西洋医学・中

国医学についての知識を持っている。（大学教育相当） 在宅

受験 

３肢択一：40 問 

60％以上 

初級 
 初歩的な、西洋医学・中国医学・医療情報学につい

ての知識を持っている。（中学～高校教育相当） 
２肢択一：30 問 

≪生体科学史検定≫ 

 本検定では、ヒトの生体機能とその関連分野を理解するために必要な生体科学史についての知識をはか

るものです。 

種別 出題基準 時間 出題形式 合格基準 

上級 
 全般的な生体科学における歴史についての知識を持

っている。（大学教育相当） 
40 分 ３肢択一：40 問 70％以上 

下級 
 初歩的な生体科学における歴史についての知識を持

っている。（高校教育相当） 

在宅

受験 
２肢択一：30 問 60％以上 

 

〇受験資格 

 種別 出題基準 

国際生体 

科学情報士 

認定試験 

特級 

・すべての分野の高級を取得していること。 

・下記のいずれかひとつ以上を満たすこと。 

①研究雑誌等に関連論文が１本以上掲載 

②国際学会等で２回以上発表  ③これらに準ずる業績 

高級 ・該当する中級を取得していること。 

中級 ・初級を取得していること。 

初級 ・特になし。 

生体科学史

検   定 

上級 ・下級を取得していること。 

下級 ・特になし。 
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Ⅴ 受験上の注意 

受験票、本人確認書類（運転免許証など顔写真がわかるもの）、筆記用具（黒鉛筆、プラスチック消しゴ

ム、ボールペン）、時計（時計機能だけのもの）を持参してください。大型の荷物などお預かりすることが

できません。 

 参考書や辞書、定規、コンパス、電子機器などを使用することはできません。 

試験場によっては時計がありませんので、各自で持参してください。携帯電話等を時計として使用する

ことはできません。 

受験票及び本人確認書類（運転免許証など顔写真がわかるもの）は、試験開始時間以降に確認いたしま

す。試験会場では、受験番号の記載がある面を表にして机上に置いてください。また、受験票は合格発表

まで大切に保管ください。 

遅刻は、試験開始後 20 分までは認めますが、それ以降の入場はできません。交通機関等の遅れにより、遅

刻する場合は、事務局までご連絡ください。また、試験開始後 20 分から途中退出を認めます。ほかの受験

者の迷惑にならないよう退出してください。退出後の試験会場への入室は一切認めません。 

 試験会場までの交通手段等は、事前にご確認ください。来場の際は、公共の交通機関を使用してくださ

い。自家用車やバイク、自転車での乗り入れは禁止いたします。また、受験者以外の試験会場への来場は

ご遠慮ください。付添者の試験場内立入り及び受験者との面会は、かたくお断りします。 

 試験問題及び解答用紙の、持ち帰りは禁止いたします。持ち帰りが発覚した際は、受験資格の取り消し

を行いますので、ご了承下さい。 

 試験の際は、同時受験するすべての分野の試験用紙および解答用紙を同時に配布いたします。 

 

Ⅵ 合格発表方法及び合格者特典 

〇合格発表方法 

 合格発表は、所定の期日に法人 HP に掲載いたします。合格者には認定証等を、不合格者には結果通知を

送り致します。合格発表日から２週間以上たっても通知等がない場合はご連絡ください。お問い合わせい

ただいても、個別の案件にはお答えいたしかねます。ご了承ください。 

〇合格者特典 

 種別 称号 特典 

国際生体科学 

情報士試験 

特級 特級国際生体科学情報士 認定証 

（A4） 高級 高級国際生体科学情報士（※区分名） 

中級 中級国際生体科学情報士（※区分名） 認定証 

（カード） 初級 初級国際生体科学情報士 

生体科学史 

検  定 

上級 生体科学史検定 上級 認定証 

（A4） 下級 生体科学史検定 下級 

 

お問い合わせ先・送付先 

NPO 法人生体機能探査推進機構 検定担当（事務局長：清川） 

〒261-0021  千葉県千葉市美浜区ひび野 1-1 

TEL ０８０－５２６６－３０８７   MAIL biofunctional.finding.org@gmail.com 

 


