
有害業務従事状況登録システム 入力マニュアル 
平成 26 年 3 月 17 日 

(一財)京都工場保健会 情報技術 

概要 

有害業務従事状況登録システム・入力マニュアルです。 
有害業務従事状況登録方法について解説いたします。 
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１．案内メールを確認 

システム管理者よりメールにて URL、ユーザ ID、パスワード、入力期間が届きます。 
記載の入力期間内に、メールに記載されている URL へアクセスし、登録を開始してください。 
 
例）メール内容例 

 
 



２．有害業務従事状況登録 WEB へログイン 

URL へアクセスすると、はじめに認証画面が表示されます。 
メールに記載されているユーザ ID、パスワードを入力し、ログインボタンをクリックしてください。 
パスワードは、大文字小文字半角全角を区別しますので、ご注意下さい。 

 

 
※ 既に有害業務従事状況を登録済みのユーザーは、登録内容の確認画面までスキップします。 

p13.「７．登録内容の確認」を参照のこと 
 

ユーザ ID を入力 

パスワードを入力 
パスワードは大文字・小文字・全

角・半角を区別しますのでご注意下

さい。 

入力後、ログインボタンをクリック 

表示言語を選択 
日本語 Or English 



３．基本情報入力 

基本情報に関する質問です。 
あなたの事業場と所属をリストより選択してください。 
選択後、次へボタンをクリックしてください。 

 
 
 

事業場をリストより選択 

選択後、次へボタンをクリック 

所属をリストより選択 

所属を絞り込んで表示させたい

場合はチェックを入れます。 



４．有害業務の種類を選択 

有害業務の種類に関する質問です。 
あなたが取り扱っている物質に対して、”使用中”にチェックを入れてください。(複数選択可能) 
選択が終了しましたら、ページ最下右部の選択終了ボタンをクリックしてください。 

 

 
 

物質検索欄 
分類、五十音、物質名で検索

する事が出来ます。 

取り扱い物質のチェックを ON にします。 

選択後、選択終了ボタンをクリック 



５．従事業務を選択 

従事業務に関する質問です。 

従事している業務に対して、"従事"にチェックを入れてください。(複数可能) 

前頁の選択物質によっては、自動的に対応する従事業務にチェックが ON となります。 
従事期間入力欄がある質問に関しては、従事期間も入力してください。(必須) 
入力が終了したら、ページ最下部の"選択終了"ボタンをクリックしてください。 

使用時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 

 
 

従事業務のチェックを ON にします。 選択後、選択終了ボタンをクリック 

使用期間欄には、 
年間使用実日数と平均一日使用実時間 
を入力します。 
 
使用時間は必ず切り上げて、入力してください。

(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 
 



６．有害業務詳細入力 

有害業務のその他詳細に関する質問です。 
抑制方法、保護具、物質・有害業務種類に対する従事・使用期間、その他を入力します。 
“有害業務の種類”選択画面で選択された内容によって、記入項目が異なります。 
また、記入不要な項目は、画面上には表示されません。 
 
すべて入力が完了しましたら、ページ最下部の”次へ”ボタンをクリックしてください。 

 
６－１．有害物質抑制方法、保護具の選択 

有害物質抑制方法と使用している保護具を選択します。保護具に関しては複数選択が可能です。 

 

６－２．その他 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”その他”の項目を選択している場合、使用期間を入力します。 
使用時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 

抑制方法を選択 

使用中の保護具にチェックを入

れます。(複数選択可) 

使用期間欄には、 
年間使用実日数と平均一日使用実時間 
を入力します。 



６－３．有機溶剤 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”有機溶剤”の項目を選択している場合、使用期間を入力します。 
使用時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 

６－４．電離放射線 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”電離放射線”の項目を選択している場合、 
使用期間、被曝歴、フィルムバッチ有無、線量を入力します。 
従事時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 
６－５．粉じん 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”粉じん”の項目を選択している場合、 
従事期間、郵便番号、住所を入力します。 
従事時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 

従事期間欄には、 
年間従事実日数と平均一日従事実時間 
を入力します。 

新規に受診される場合、又は住所変更がある場合、 
郵便番号、住所を入力します。 

従事期間欄には、 
年間従事実日数と平均一日従事実時間 
を入力します。 

被曝歴、フィルバッチ有無、フィルムバッ

チでの異常有無を入力します。 

線量を入力 

使用期間欄には、 
年間使用実日数と平均一日使用実時間 
を入力します。 



６－６．特定化学物質 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”特定化学物質”の項目を選択している場合、 
選択中の特定化学物質に使用期間を設定します。物質 1 つ１つに使用期間を入力します。 
使用時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 
６－７．石綿 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”石綿”の項目を選択している場合、従事期間を入力します。 
従事時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 
６－８．鉛 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”鉛”の項目を選択している場合、従事期間を入力します。 
従事時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 

従事期間欄には、年間従事実日数と平均一日従事実時間を入力します。 

従事期間欄には、年間従事実日数と平均一日従事実時間を入力します。 

選択中の特定化学物質に使用期間を設定します。 
使用期間欄には、年間使用実日数と平均一日使用実時間を入力します。 
物質 1 つ１つに使用期間を入力します。 



６－９．4 アルキル鉛 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”4 アルキル鉛”の項目を選択している場合、従事期間を入力します。 
従事時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 
６－１０．レーザー 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”レーザー”の項目を選択している場合、従事期間を入力します。 
従事時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 
６－１１．振動 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”振動”の項目を選択している場合、従事期間を入力します。 
従事時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 
 

従事期間欄には、年間従事実日数と平均一日従事実時間を入力します。 

従事期間欄には、年間従事実日数と平均一日従事実時間を入力します。 

従事期間欄には、年間従事実日数と平均一日従事実時間を入力します。 



６－１２．引金 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”引金”の項目を選択している場合、従事期間を入力します。 
従事時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 
６－１３．深夜業 

“有害業務種類”選択画面にて大分類が”深夜業”の項目を選択している場合、従事期間を入力します。 
従事時間は必ず切り上げて、入力してください。(数分の場合でも、１時間と入力願います) 

 
６－１４．コメント 

任意にコメントを追加する場合に入力します。必要ない場合、空白でかまいません。 
入力できる文字数は 127 文字までに制限されています。 

 

入力は必須ではありません。空白可。 

従事期間欄には、年間従事実日数と平均一日従事実時間を入力します。 

従事期間欄には、年間従事実日数と平均一日従事実時間を入力します。 



６－１５．入力エラーについて 

入力漏れや入力エラーがある場合、下記画面例の様にエラーが表示されます。 
この場合、入力内容を修正し、再度”次へ”ボタンをクリックしてください。 
また、エラー文字列をクリックすると、該当する項目へジャンプします。 
 
例）有機溶剤使用期間、電離放射線従事期間、電離放射線線量、 
特定化学物質使用期間、石綿使用期間に入力漏れがある場合。 

 
 
６－１６．VDT 作業区分 

従事業務で VDT を選択した場合、作業区分の選択画面が表示されます。 
主とする作業区分を選択してください。 

 

 



７．登録内容の確認 

入力確認画面が表示されます。入力内容を確認してください。 
 
■修正事項がある場合は、修正項目横の”修正”ボタンをクリックしてください。 
修正ボタンをクリックすると、該当する入力ページへジャンプします。 

 

 

 

 

 
 
■入力内容を確認後、“完了”ボタンをクリックしてください。 

 
 
 



８．終了 

登録が完了しました。ブラウザウィンドウを閉じて終了です。 

 
 

以上 
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