
テキスト改訂・新刊に係るお知らせ 平成29年2月27日現在
現ｺｰﾄﾞ№ 旧価格 旧版数

新ｺｰﾄﾞ№ 新価格 新版数

23177 1,620 2版

23177 1,620 ３版

23234 972 17版

23409 1,080 1版

23168 648 3版

23168 648 4版

23176 864 1版

23176 864 2版

23288 1,728 7版

23288 1,728 8版

23289 1,080 7版

23289 1,080 8版

23408 1,728 (28年度版)1

23405 1,728 (29年度版)1

23275 1,944 9版

23275 1,944 10版

23274 1,944 7版

未定 未定 8版

23172 1,080 4版

未定 未定 5版

23226 2,160 2版

未定 未定 3版

23227 1,296 2版

未定 未定 3版

23197 800 1版

未定 未定 2版

平成29年度版　衛生管理者試験問題集（第2種
用）＜解答＆解説＞

中災防 H29年3月13日 改訂
最新の公表試験問題を含む過去５年間の問題と解説を収録す
る。

最新の法令等に基づき記述を見直し、解説を追加するほか、必要
な字句の修正を行う。

判型をＢ５に変更するほか、最新の法令等に基づき記述を見直
し、必要な字句の修正を行った。定価を変更。

最新の法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を
行う。

改訂

最新の法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を
行う。

衛生管理（下）第２種用 中災防 H29年3月22日 改訂
最新の法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を
行う。

JIS規格改正に対応した修正及びその他最新の技術的視点を盛り
込んだ修正、並びに最新の法令等に基づき記述の修正を行っ
た。

改訂
オルト-トルイジン関係、三酸化二アンチモン関係など最新の改正
法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を行う。

改訂 関係法令のページを拡充するほか、必要な字句の修正を行う。

救急蘇生法を最新のガイドラインに対応させるほか、必要な修正
を行う。

救急蘇生法を最新のガイドラインに対応させるほか、必要な修正
を行う。

衛生推進者必携 中災防 H29年2月28日 改訂

有機溶剤作業主任者テキスト 中災防
H29年度
第1四半期

衛生管理（上）第２種用 中災防 H29年3月22日

中災防 H29年2月28日 改訂

ガス溶接・溶断作業の安全　－ガス溶接技能講習
用テキスト－

特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者テキ
スト

中災防 H29年4月

中災防 H29年2月28日

改訂

フォークリフト運転士テキスト 中災防 H29年2月17日 改訂

安全衛生責任者の実務必携
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救急蘇生法を最新のガイドラインに対応させるほか、必要な修正
を行う。

アーク溶接等作業の安全 中災防
H29年度
第1四半期

改訂

酸素欠乏危険作業主任者テキスト 中災防
H29年度
第1四半期

改訂

最新の法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を
行う。

酸素欠乏症等の防止 中災防
H29年度
第1四半期

改訂

足場の組立て、解体、変更業務従事者安全必携
－特別教育用テキスト－

中災防
H29年度
第2四半期

改訂



23290 2,484 5版

未定 未定 6版

23229 1,836 8版

未定 変更予定 9版

23190 1,188 13版

未定 変更予定 14版

23198 1,512 8版

未定 未定 9版

23224 864 7版

未定 変更予定 8版

23248 2,160 3版

未定 未定 4版

23297 2,160 4版

未定 未定 ５版

23292 1,728 2版

未定 未定 3版

23299 972 1版

未定 未定 2版

23267 864 3版

未定 変更予定 4版

23191 1,296 5版

未定 変更予定 1版

23180 648 5版

未定 変更予定 1版

23167 1,620 3版

未定 変更予定 4版

23148 1,944 ５版

未定 未定 6版

中災防

職長の能力向上教育用として、重要事項の再教育や法改正や災
害動向などにも触れつつ、『職長の安全衛生テキスト』では掲載し
きれない内容も補足。転倒、墜落転落、はさまれ・巻き込まれ、腰
痛、交通災害など、件数の多い災害や疾病についても掲載。

平成29年度
下半期

1版未定未定 新刊

石綿作業主任者テキスト 中災防
H29年度
第2四半期

改訂
判型をB5判に変更するほか、最新の法令等に基づき記述を見直
し、必要な字句の修正を行う。定価変更予定。

グラインダ安全必携－研削といしの取替え・試運
転関係特別教育用テキスト－

中災防
H29年度
第2四半期

改訂
判型をB5判に変更するほか、最新の法令等に基づき記述を見直
し、必要な字句の修正を行う。定価変更予定。

判型をB5判に変更するほか、最新の法令等に基づき記述を見直
し、必要な字句の修正を行う。

職長の能力向上テキスト（仮）

改訂
判型をＢ５に変更するほか、最新の法令等に基づき記述を見直
し、必要な字句の修正を行う。定価変更予定。

最新の法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を
行う。

救急蘇生法を最新のガイドラインに対応させるほか、必要な修正
を行う。

最新の法令等に基づき記述を修正するほか、各章の構成・分量
等の見直しを行う。

ショベルローダー等運転士テキスト 中災防
H29年度
第3四半期

改訂

中災防
H29年度
第2四半期

改訂

ダイオキシン類のばく露を防ぐ-特別教育用テキ
スト-

中災防
H29年度
第2四半期

最新の法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を
行う。

安全衛生推進者の実務－能力向上教育（初任
時）用テキスト－

中災防
H29年度
第3四半期

改訂

判型をB5判に変更するほか、最新の法令等に基づき記述を見直
し、必要な字句の修正を行う。定価変更予定。

衛生管理者の実務
－能力向上教育用テキスト－

中災防
H29年度
第2四半期

改訂

改訂　有機溶剤中毒予防の知識と実践 中災防
H29年度
第2四半期

改訂

乾燥作業の安全－乾燥設備作業主任者テキスト
－

救急蘇生法を最新のガイドラインに対応させるほか、必要な修正
を行う。

特定化学物質作業主任者の実務
－能力向上教育用テキスト－

中災防
H29年度
第2四半期

改訂

除染等業務の作業指揮者テキスト 中災防
H29年度
第2四半期

改訂

最新の法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を
行う。

特定線量下業務従事者特別教育テキスト 中災防
H29年度
第2四半期

改訂
最新の法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を
行う。

鉛作業主任者テキスト 中災防
H29年度
第2四半期

改訂

判型をB5判に変更するほか、救急蘇生法を最新のガイドラインに
対応させるなど必要な修正を行う。定価変更予定。

低圧電気取扱安全必携 中災防
H29年度
第3四半期

改訂
判型をB5判に変更するほか、救急蘇生法を最新のガイドラインに
対応させるなど必要な修正を行う。定価変更予定。

高圧・特別高圧電気取扱者安全必携 中災防
H29年度
第3四半期

改訂



23149 2,160 5版

未定 未定 6版

23164 1,728 5版

未定 未定 6版

※上記改訂予定図書については、いずれも改訂版の発行後、現行版は在庫限りとなります。

※上記改訂予定図書では、状況により発行予定日や価格(定価)などが変更となる場合がありますので、ご留意ください。上記に示す価格は、消費税８%込みのものです。

◎これまで価格維持に努めてまいりましたが、改訂の際（今回、次回を問わず）における製作費の高騰等により、価格の見直しを余儀なくされる場合があります。なにとぞご理解を
いただきますようお願い申し上げます。なお、価格の変更につきましては、その都度できるだけ早目にお知らせする予定です。

最新の法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を
行う。

厚生労働省指針に対応した労働安全衛生マネジ
メントシステム　　安全衛生マネジメントシステム担
当者の実務

中災防 H29年度 改訂

厚生労働省指針に対応した労働安全衛生マネジ
メントシステム　　システム監査担当者の実務

中災防 H29年度 改訂

最新の法令等に基づき記述を見直すほか、必要な字句の修正を
行う。


