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ケアコード 早見表（案）  

3桁  大分類  2桁  中分類  1桁  小分類  コード   
9  機能訓練  l  準備  911  

（居室での  （理学療法的訓績）  2  

捜能訓練  3   

を含む）   4  見守り等   914  

5  後始末   915  

2  応用日常生活訓練  l  準備   
921 

（作業療法的訓練）  922      2  言葉による働きかけ  

3  
．▲←  

924  4   

5  後始末   925  

3  言語t聴覚訓練  l  準備  9旦1【  
（言語・聴覚療法）  薫生  

＿．  

933  

4  見守り等  934  
5  後始末   935  

4  スポー、ソ訓練  l  準備  941  
（体操、準備体操を含む）  2  一  

3  

4  

5   945  

5  牽引・温熱・電気療法  l  951  

2  
＿＿  

3  
．＿＿  

954  4  

5   955  

9  その他   9  その他   999   

0  対象者に  山  対象者に関すること   l  連絡調整  011  
直接  2  

関わらない  入院（所）者の病棟等  

業務  
3  

【職人に関すも壌残・痛王t■1〉内を瞼（〉   

4  入所（院）者物品管理   014  

（物品購入を含む）  

5   015  

2  職員に関すること   021  l  手洗い  

2  022  
3  

4  ▼旦写！＿  

職員に関する  

5   

（入所（味）書に関する場所を隙く）  

6  

7   

9  その他   9  その他   099  



ケアコートJ距戎（修正案）   

用i  大分領  2桁   1りナ偵   】桁   小け額  ケア山内怒†叫  コート   

ロ  入浴・清潔保摘  ロ  入浴（章ミに†～指・脱衣戸斤11りでの介助）   q  準備   浴室・浴槽・簡易指相の準備（浅を浅かす・必要物品の点検なと）  
職員の入浴介助用の服装への着替え   

整容・更衣  ※洗身・洗竪・洗面を含む  浴皇用ストレッチャー・車椅子（シャワーキャリーを含む）などの準備  

＃浴室・脱／く所ルハ椎葉い移乗・体は変換・浴槽へ  その他の準備（タオル配布．タオルを取りに行く．ストレンチヤーにタ  

の出入りを含む  オルを敷くなど）  

り  言葉による働きかけ  入浴の誘いかけ・拒否時の説明（浴皇・脱衣所内）   11つ  

鼓舞・洗面・洗髪（入浴後のタオルでの身体拭き．保湿グノームの  
彗布など）の法いかけ・Ⅰ巨否時の鰻明  
ストレッチャー・軍相手（シャワーキャリーを含む）と浴槽間の移動・  
移乗・体位変換の洗いかけ・拒否時の説明  
浴槽への出入り時の移動・移乗・体位蜜牒の誘いかけ・拒否時の  
その他浴室内の移動・移乗・体位変穎の誘いかけ・拒否時の説明  

3  介助   入浴介助  l13  

衣類の着脱  
洗身・洗面・洗裟（入浴後のタオルでの身体拭き．保湿クリームの  
透布など）介助  
ストレッチャー・車椅子（シャワーキャリーを含む）と浴槽IⅥの移動・  
移彙・休位変換の介助  
：谷槽への出入り時の移動・移乗・体位変換介助  

リフト操作  
その他浴室内の移動・移彙・体位変換介助  

4  見守り等   入浴の見守り等  114  

洗身・洗面・洗髪（入浴後のタオルでの身体拭き、保湿クノームの  
査布など）の見守リ  
ストレッチャー・車椅子（シャワーキャリーを含む）と浴槽間の  

移動・移乗・体位変換の見守リ  
浴槽への出入り時の移動・移乗・体位変換の見守リ  
その他浴羞内の移動・移乗・体位変換の見守リ  

5  後始末   入浴後の浴圭・浴槽・帝易浴楕の清掃・洗浄・整頓など  l15  

入浴後の浴皇用ストレンチヤー・車椅子（シャワーキャリーを含む）  
などの後始末  
その他の後始末（衣頭を洗濯物入れに運ぶなど）  

2  清拭   B  準備   清拭のためのお沸・洗面器・沐浴朴清拭刑・ムース・タオルなどの  Iつ1  

（入浴時・排泄時を除く）  足浴・手相浴のためのお浅・洗面器・石鹸・タオルなとの準備  
陰部荒技・洗浄（排泄介助時．失宗時を除く）、坐裕のための洗面  

タオルなどの準備  
乾布清拭（清拭部位問わす）のための乾布などの準怖  

2  言葉による働きかけ  お濃・沐浴刑を用いた清拭（清拭部1立間わす）の誘いかけ・拒否時  12：Z  
清拭剤・ムースを用いた薦拭（清拭部位問わず）の誘いかけ・拒否  

時のは明  
足浴・手指浴の三夫Lヽかけ・‡巨否時の三見明  

怯部蒲拭・洗浄（排泄介助時．失策時を除く）．坐浴の誘いかけ・柁  

否時の三見明  
乾布清拭（薦拭部位問わす）の防いかけ・拒否時のは明  

3  介助   お蕩・沐浴刺を用いた清拭（清拭部位問わず）  I2：l  
清拭刑・ムースを用いた清拭（清拭部位問わず）  

足浴・手相海の介助  
任那蒲杖・洗浄（排泄介助時．失業時を除〈）．坐浴の介助  

乾布清拭（清拭部位問わす）  

4  見守り等   お蔑・沐摺剤を用いた清拭（清拭部位問わす）の見守り等  1軍＿  

清拭刑・ムースを用いた清拭（清掃部位問わす）の見守り等  

足浴・手指浴の見守り等  
陰部請】式・洗ご争（排泄介助時．失業時を除く）．坐浴の見守り等  

乾布清拭（清拭部位問わす）の見守り等  

5  後始末   清拭後のお濃・洗面器・沐浴剤・清拭剤・ムー・ス・タオルなどの後始  
足浴・手相浴後のお漢・石鹸・洗面器・タオルなどの後始末  
陰部清拭・洗浄（排；世介助時、失業時を除〈）、坐浴後後の洗面彗・  
タオル始末  
などの後始末  
乾布讃拭（蒲拭部位問わす）後乾布などの後始末   

□  準備   洗髪のためのシャンプー・ドライシャンプー・洗面器などの準備  】3】  

）  ■  淳               2  言葉による働きかけ  洗聖（ドライシャンプーを含む）の誘いかけ・拒否時の説明等  1軍＿  
3  介助   洗髪（ドライシャンプーを含む〉の介助  l〕ユ  

′l  見守り等   洗聖（ドライシャンプーを含む）の見守り亭  

5  後始末   1－ ■  l）5         洗髪後のソヤノブー・トフィンヤノブー・洗面器↓どの撞始宗  

4  洗l荊・手洗い   q  準備   洗面（タオルで恥を拭くことを含む）のためのタオル・洗面器などの  】4l  

（入浴時を除く）  高齢者自身の手洗いのためのタオル・石戯・洗面蕃なとの準備  
（排泄噂を含む）  2  言葉による働貴かけ  洗面（タオルで頗を拭くことを含む）の誘いかけ・拒否時の説明  

高齢者自身の手洗いの誘いかけ・拒否時の説明   
3  介助   洗面（タオルで踊を拭くことを含む）の介助  14：）  

高齢者自身の手洗いの介助  
4  見守り宝   洗面（タオルで頻を拭くことを含む）の見守り等  Ⅰ44  

高齢者自身の手洗いの見守り苓  
5  後始末   洗面（タオルで噸を拭くことを含む）後のタオル・洗面器などの後始  

高齢者自身の手洗い後のタオル・石l検・洗面器などの後始末   

5  口腔・∬ケア   準備   口腔洗浄（歯超き）のための歯ブラシ・歯磨き粉・コップなどの準備  151  

（入浴時を除く）  義歯の着脱のための詩歯などの準備  
種歯の洗浄のための義歯洗浄剤などの準備  
うがいのためのイソジンガーケル・コップなどの準備  
唾・摂を拭うためのタオル・ティッシュベーパーなどの準備  
口唇の手入れのためのリップクリームなどの準備  
耳掃除のための耳かき・綿棒などの準備  

2  言燕主よる働きかけ  口腔洗浄（歯磨き〉の訪いかけ・拒否時の説明  152  
義歯の着脱の快いかけ・拒否時の説明  
義歯の洗浄の誘いかけ・‡巨吾時の説明  
うがい（イソジンガーグル使用など）の誘いかけ・拒否時の説明  

唾・痕を拭うことの誘いかけ・拒否時の説明  
口唇の手入れ（リップグノーム重市など）の誘いかけ・拒否時の説明  

耳掃除の誘いかけ・拒否時の説別  
3  介助   ロ腔洗浄（歯曳き）の介助、耳掃除の介助  】53  

霧笛の着脱の介助  
義歯の洗浄の介助  
うがい（イソジンガーグル使用など）の介助  

唾・療を拭う介助  
口唇の手入れ（リップクリーム塗布など）の介助  

4  見ザり等   口腔洗浄（歯磨き）の見守り等  154  
義歯の書脱の見守り等  
義歯の洗浄の見守り等  
うがい（イソジンガーグル使用など）の見守り季  

唾・痕を拭うことの見守り等  
口唇の手入れ（リップクリーム塗布など）の見守り孝  

耳掃除の見守り等  
〇  後始末   ロ監洗浄（歯磨き）後の歯ブラシ・歯磨引針コップなどの後始末  

藍歯の着脱後の線色用コップなどの後始末  
農協の洗浄後の義歯洗浄剤などの後始末  
うがい詮のイソジンガーケル・コップなどの後始末  
嘩・疫を拭った後のタオル・ティッシュベー′く－などの後始末   

ー35－   



（浴室内   ・脱衣所、トイレ内を除く）  

ー36－   



・ポータブルトイレの便座への移桑の王芳し＼かけ・拒否  

失禁時の排便動作介助（開通行動への対応時は眉く）  

おむつ（／くッドを含む）・おむつカバーの除去・装着  

ー3了－   



誹掴の目的を捉えるなど  
不潔行為への対応  
早めに声をかける、は明する」別止するなど  

t吉を聡く、スキンシップなど  

一合8－   



トイレの増所を説明明示する、身ぎれいにするなど  
暴力行為・さ言・大声などへの予防的対応  
人間関係を調整する、誘発要因を評価する、スキンシップ  
傷の手当をするなど  

破壊行為への予I方的対応  

周臨の物品を除去防注する、誘発要因を把握する  
修理・修繕をするなど  

収集癖への予l防的対応  

実際にないものが見えたり阻こえたりすることへの予防的対応  
誘発要田を除去・i平価するなど  

環境を調彗する．性的刺激を与えないようにする．適度なスキン  

誘発要因を評価するなど  
畏食・盗食への予防的対応  
危険物を馴こ入りやすいところや手の届くとこへ置かない  
残飯は素早く片づけるなど  

（経  812  

輪i†よ   3  介助・実施   綬口薬・生薬．注射、自己注射、輸液・輸血など  g13  
輸液・輸血中の鼠定．上下肢の抑制」姿契の保持  

4  観察・見守り等   内服の観察．自己注射（インシュリン注射など）の観欝、その他見  8】4  

〇  後始末   染物療法後の後始末   8】5  

2  呼吸器一、循環器一、消化器一、泌尿器にかかる   呼吸器・循環線・消化器・泌尿器にかかる処置の物品の準備  82l  

処置  
（傾引、吸入、排嫉、経菅栄耗など）  2  言廉による働きかけ  呼吸器・杵】ヨ器・消化お・泌尾翼にかかる処置の誘いかけ・1巨否時 のⅠ瞥朗  8ヱ2  

3  実施   呼吸器lこかかる処置  苫2j  

吸入療法．ネブライザー、クッピンク、体位排療法  

酸素吸入（テント法・総長カテーテル法・マスク法）、気管内挿菅、  

気遣の確保  
気管切開、気管切開□のケア、カニューレ交換．在宅酸素・吸引  

などの機器点検  
レスピレーター（人工呼吸器）の装着、胸腔内持続吸引力テーテル  

の管理など  
循環器にかかる処置  
カウンターショック（除細動捜作卜心肺群生法の介助  

弾性ストッキングの着用介助など  
消化！引こかかる処置  

経口栄養の実施、桂菅栄葉（控鼻、胃擾）の実施．嘔吐に対する  

丁子ュープ（練暴力テーテル）の交換  

檎便．浣腸、ストーマ（人工肛門）に関する処置  

腹部マッサージなど、その他排便に欄けることなど  
泌尿器にかかる処置  
膀胱訓練（手圧排尿殴打法）．導尿、膀胱・膀胱係留置カテーテル  

の交換  採尿お（ユリサーバ・－－・・・ユリドームなど）の着脱．床′くットの交換  

透析（HD、CAPD）の介助など  

処置に係る上下肢の抑制．姿勢の保持  

口  観察・見守り等   呼吸器・堆積器・消化器・泌尿塑にかかる処置中の観察・見守り等  g24  

〇  後始末   呼吸器・循環璧・消化お・泌尿8引こかかる処置の処置農の物品の  825  

ユ  運動器・皮牌・眼・耳婁  連動塑一皮腐・ロ昆・耳鼻咽喉・歯科及び手術にかかる処置の物品の  83I  

かる処置（牽引・同定ナ  2  言葉による働きかけ  運動器・皮膚・眼・耳鼻咽喉・歯科及び手柄lこかかる処置の儲いか け・4百石膝の！静8自  8】Z  

3  実施   運動器にかかる処置  gl）  
ベッド上での章引、ギプス巻き、カット  
邁冷あん注∴五冷湿布、揚タンポ、水雲・氷枕の介助など  
皮膚にかかる処置  
樗創、外科創などの処置包交、軟膏塗布．薬浴．軟雪を混ぜる1  

ど皮環処置の  
実施など  
唄にかかる処置  

点眼液・日長用軟膏．自やにの処置など  

耳鼻咽喉にかかる処置  

ユ3－9－   



大分碩  2桁   ーlり）領   ト分鵠  ナ7■山再容牌  ∵ － －  

点鼻薬・耳外用薬、邑出血の手当など  
歯科にかかる処置  
口腔内処置など  
手術にかかる処置  
生機・穿刺等の介助、処置中の成定  
術前・後の処雇∴剃毛、など  

処僅に係る上下肢の抑制．姿勢の保持  

軋察・見守り等   運動饗・皮環・昭・耳鼻嘔岡・歯科及び手術にかかる処置中の複  
書．甘辛り王   

5  後始末   ；一助漉・皮膚・眼・耳鼻咽噸・歯科及び手術にかかる処置後の物品  
のji縫妻   

4  軋鰯・測定・検査   q  準備   観翠・測定・検査のための体温l十・血圧計などの準備  84l  
検査伝糞、榛温板・遥度抜の準備・整理  

2  百薬による働きかけ  職霹・測定・検査のための誘いかけ・拒否時の班明   842  
3  案施   バイタルサインのチ＝ツク、血圧・体温・脈拍・呼吸の測定  84う  

身曇・体重・胸囲等の測定  
その他の観察・測定（呼吸音■b青聴診、腰部触診、睡眠の状態な  

食事餅取呈・水分量チェック∴水分出納管理、カロリー計井  
排尿頻属・呈・聞l稿などの確認  

検体（血液．使、尿、綴、T液苓）の採取  

心t国・呼吸徽舵検査・エックス線・内規観・血抱懐など  

観察・測定・検査結果などのメモ記入など  
〇  後始末   牧翳・まl定・検査後の物品の後始末   845  

5  指導・助言   巾  準備   指斗・助言のための物品の準備   B5l  
2  誘いかけ・拒否時の説明  指導・助言の跨いかけ・拒否時の説明   85ヱ  

3  実施   服薬．尿祥雲染神モう予防、口腔衛生などに関する指導・助言  85二！  

田  後始末   指導・助言練の物品の後始末   B65  

6  病気の症状への対応（診察介助軍）   n  準備   診察介助のための物品の準傭   86I  
2  言葉による働きかけ  診察の誘いかけ・拒否時の説明．指導・肋音．   86ユ  

3  実施   珍菓の介助事   863  
5  後始末   診察介助後の物品の後始末   865  9    9  その他  ＄99   

9  機能訓練  ロ  基本日常生活訓練（埋骨療法的訓練）   □  準備   理学療法拘引績等のための物品の準備   91I  

（居室での機能  2  言葉による働きかけ  理竿■法的訓練琴の誘いかけ・拒否時の説明   9t2  

訓練を含む）  3  実施 評価 デモンスト  蘭節可動域・可動性ご筋力の練価・訓練   91二）  

筋緊弓島反射・悪覚の評価訓練，痺痛の評価．片麻痺機能テスト  

筋力増強・甘盤旺筋（腹圧性尿失業lこ対する）訓績  

基本動作訓練  
（寝返り．起き上がり、座位、立ち上がり、立位、バランス、移桑＿移  

勤、車椅子操作  
歩行．躍動．装具装着など）  

理学療法的訓l樺等のデモンストレーション  

その他の基本日算生活別積（神姥筋促通手技など）  

n  見守り等   理学療法的pl練等を行っている際の見守り専   9Ⅰ4  

〇  後始末   理学療法的別棟等を行った後の物品の後始末   915  

之  応用日常生活訓練（作業碩法的訓練）   口  準備   作業環法的訓練等のための物品の準備   9ヱⅠ  

2  言張による働きかけ  作業橿法的訓練等の沫いかけ・拒否時の説明   9ヱコ  

3  実施 評価 デモンスト  噴下もー捜瞬価、上肢機能・手指巧掬性、協調性▲i4久他の訓練・蹄  9ユ）  

受動的遊び、運動遊び、視覚聴覚前虎賞．知的グループ遮びの実  
施・瞬価  
手・竹・零細エ、絹み物、手芸、陶芸、版画、習字．縫い物彫刻、金  
エ．肺裏作彙などの  
実施・評価  
プー」ノーによる訓練、セラブラスト別線、習字・文具・楽器使用・事機  
的活動訓練  
（ワープロ．タイプ、／り⊃ンなど）の実施・l平価  

作業療法的脚闇絹のデモンストレーション  
その他の応用日常生活訓練  

4  見守り等   作業瘍法的訓練等を行っている際の見守り等   924  
〇  後始末   作業療法的訓練琴を行った後の物品の後始末   925  

∋  言拍・味覚訓練（吉富兵・聴覚療法）   ロ  準備   書墓警・聴覚別線のための物品の準臓   93】  

2  言葉による働きかけ  昔玉名・聴覚別線の快いかけ・拒否時の説明   9二‡2  

3  実施 評価 デモンスト  知的精神機能蹄価．控知・見当雄・失行・失控などの絆価   93）  
矢ほの蹄価、檎着陸書の検査、失措症検査の実施．⊃ミュニケー  
ション柁力の評価  
発声・発汗恕官の道動をさせる、発声練習をさせる、横盲練習をさ  
吉相H腋鷲別欄のデモンストレーション  

その他の吉指揮法的訓練  
4  見守り等   昔話・聴覚訓練を行っている阪の見守り専   934  
日  後始末   吉相・枝先別線後の物品の後始末   9二）5  

4  スポーツ訓純   b  準備   体操のためのカセットテープなどの準備   9与し  

（一本捜、準備体慄を含む）  スポーツに朋いるポール等期見の準備  
2  言燕による働きかけ  スポーツ鋸は中の抜いかけ・】巨否時の説明   94ヱ  

3  実施 評価、デモンスト  個人に対する体操、集団体操、n技の実施こ騨価  94）  
奴技への参加．持価＿デモンストレーション  

n  見守り等   スポーツ訓練時の見守り等   944  
5  後始末   スポーツ訓附こ関係のある用具やゎセットテープなどの後始末  945  

5  牽引・温熱・砥気嫉法   口  準備   牽引・温熱・t気療法、マッサージのための物品の準備   95】  

2  言葉による働きかけ  肇引・温熱・t気療法等の物理療法、マッサージの誘いかけ・拒否 口裏のl削姻  952  

3  実施、評価 デモンスト  手引・温熱・t気療法等の実施・辞価  953  
マッサージ、さする  

4  見守り等   牽引・温熱・t気療法零やマッサージ中の見守り苓   954  
5  後始末   牽引・温熱・t気環法等物理療法やマッサージ後の物品の後始末  955  

9  母御蝦瀕繍惑緒靂嘉盤批・烏燕禰凱撞≡吏  9  その他  999   

⊥40－   



‖百  セクJ顎  二桁   11）煩   l桁   ト）ノ印  ケアの内が仲  ニ】－】 
0  対象者に直接聞  連絡網憧   申し送り．ケアに関する打ち合わせ・】主格・報告等業持上の会話  ＿＿  

わらない登挨   看謹・介護計画．個別ケア方策などの策定  

カルテ回診  
医療・行政担当竜・経肢装具士ボランティア等との連塙・調彗  
要介護認定業務、ケアブラン作成業精  

治療器具器ヰ才の購入・確；忍など  

病歴・生話史・生活全般などについて本人・家族からの情報収集  
家族との連描・応対H閃霊草の指し合い   

記録・丈：埠†乍成   カーデックス・看漁・介護記録の記入、ADし評価記錬・リハビリケー  
ス記録の記入  
受診ノートなどの記入   
カルテ・エックス線フイルム・検査伝票類・検驚ファイルヘの記入な  
文献検索・調べもの  
カルテからの情報収集  

ユ  入院（所）者の弼‡販等環境整  O13  
（朴掃除  
（職員に閲する場所・柄室（居  

星吋攻陸封＿＿＿＿▼＿‖＿   ′くッドメーーキング  
寝具・リネンを整える  
寝具・リネン交換  
ベッド周囲環境整備・掃除  
床頭台・オーバーテーブルの莞頓  
ナースコールの整備  
入所者の病棟等環境整備・掃除（職員に関する場所を除く）  

温度・湿度調節．換気、悪の開閉．採光など調髪  

カーテンなどの開閉  
病棟等（居室．食堂、処置室・器材圭・汚物重など）の整理・整頓・  
清柚・消毒、ごみ捨て  

沈滞  
洗j生物を集める、洗謹皇に持っていく＿洗濯機尤どの準備・操作・後  

洗濯物を手洗いする、洗≡篭物を干す・乾燥させる  

洗濯物庖たたむ・整理（アイロン含む）  

4  入所（院）書物品管理（物品  0】4  

購入を含む）   

新聞、手紙、雑誌等の配布・管理、衣服・日用品整理．入れ替え．  
不要物品の整理  
ロッカー王領、冷蔵庫の管理．  

日用品・衣服の名前付け、ネームプレートの作成  

洗濯物の居室への配布・整頓．衣服の修王雫．修繕  

生け花・鉢植えの水習え・手入れ、小口現金や領収書の管理  

5  巡回、見渡し   病棟内の巡回、企≡匡・行事等の際の全体への見波し  015  

つ  職員にl過すること   口  手洗い   手洗い   02l  

つ  待機（仮l眠）   勤粍時間中の待機、仮眠など   022  
ユ  職員に閲する記録・綱要  動橋妻・日課表などの作成  9p＿  

看il・介護職員日誌などの記入  

職員会雑．その他の会誌（ケアに関するもの以外）  

施蘭（l完）内研修など  

4  休憩   怜員自身の休憩（更衣、食事、トイレ、喫煙、私的金言竜、省三喜など）  024  

職員にl判1る環境度備・掃除  

（入所（院）者に聞1‾る場所を  

除く）   

6  移i助  職員の移動  026  

7  その他租員に閲すること  その他隋員に関すること   D27  

9  その他、1 9  その他   その他（通夜・告別式尤どの牽備．出席、後始末など）   099   

白色で色分けされた申分旅は、l‖3年のものとほぼ同一  
この模はで色分けされた【I】分風土、トI13年のものと同一  
この色で色分けされたLい分桁lま、今回新たに加えられたむの  

ーヰ1－   




