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2017（平成29）年介護保険制度改正のポイント
　2000（平成 12）年に施行された介護保険法は、これまでに 4回の大きな改正が行
われ、「地域包括ケアシステムの推進」と「介護保険制度の持続可能性の確保」に取
り組まれてきました。
　2017（平成 29）年の介護保険法の改正でも、地域包括ケアシステムの深化・推進
と介護保険制度の持続可能性の確保が柱となっています（一部を除き、2018（平成
30）年施行）。

2017（平成29）年介護保険制度改正の主な内容
地域包括ケアシステムの
深化・推進

①　保険者機能の強化等の取り組みの推進
②　医療・介護の連携の推進等
③　地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等

介護保険制度の持続可能
性の確保

④　現役世代並みの所得のある層の負担割合を 3割に
　　（第 1号被保険者に限る）
⑤　介護納付金における総報酬割の導入

※�　2017（平成29）年の介護保険制度改正は、同じ年に公布された「地域包括ケアシステ
ムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により行われました。「介護保
険法等」とあるとおり、介護保険法のほか、老人福祉法、健康保険法、医療法、社会福
祉法など合計31の法律を改正しています。

これまでの改正内容
改正時期 主な改正内容

2005（平成17）年
改正

◯新予防給付の創設
◯地域密着型サービスの創設
◯地域包括支援センターの創設
◯介護サービス情報の公表制度の創設
◯居住費・食費の見直し

2008（平成20）年
改正

◯介護サービス事業者に対する法令遵守などの業務管理体制の整備

2011（平成23）年
改正

◯定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスの創設
◯介護予防・日常生活支援総合事業の創設
◯介護福祉士による喀痰吸引の実施（社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正）

2014（平成26）年
改正

◯地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携推進事業や認知症総合支援事業
などの創設）

◯介護予防訪問介護・介護予防通所介護の地域支援事業への移行
◯特別養護老人ホームの新規入所者を原則、要介護 3以上に重点化
◯第 1号被保険者のうち一定以上の所得のある利用者の自己負担を 2割に引
き上げ

◯「補足給付」の要件に資産などを追加
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地域包括ケアシステムの深化・推進

（ 1）保険者機能の強化等の取り組みの推進

①保険者等による地域分析と対応

　全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、以下の
ⅰ〜ⅲが制度化されました。

ⅰ　データに基づく課題分析と対応（介護保険事業（支援）計画における、取り組
むべき施策と目標の記載）

ⅱ　適切な指標による実績評価
ⅲ　インセンティブの付与（例　市町村および都道府県に対する交付金の交付等）

　上記のⅰおよびⅱについては、「地域の実態把握、課題分析」「実態把握、課題分析
をふまえた目標の設定、関係者間での共有と計画の作成」「計画に基づいた自立支援
や介護予防に向けた取り組みの推進」「実績の評価と計画の見直し」という地域マネ
ジメントの考え方が位置づけられました。具体的には、市町村が介護保険事業計画に
おいて定めるべき事項が、以下のとおり、追加されました。

市町村が介護保険事業計画において定めるべき事項（追加分）

〇　被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの
予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止について市町村が取り組むべ
き施策とその目標
〇　介護給付等に要する費用の適正化に関し市町村が取り組むべき施策とその目標

　それとともに、市町村は、国が提供したデータなどを分析したうえで、その結果等
を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとされました。
　また、市町村は自立支援等施策の実施状況やその目標の達成状況に関する調査・分
析および、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行います。その結果につい
ては公表するよう努めるとともに、都道府県知事に報告するとされています。
　一方、都道府県も、市町村による自立支援等施策への支援に関して都道府県が取り
組むべき施策の実施状況やその目標の達成状況に関する調査および分析、都道府県介
護保険事業支援計画の実績に関する評価を行います。その評価の結果については公表
するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するとされています。
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　国は、市町村に対して、その自立支援等施策の取り組みを支援するため、また、都
道府県に対して、都道府県が行う市町村の自立支援等施策の支援のための事業にかか
る取り組みなどを支援するため、予算の範囲内において交付金を交付します。

②地域包括支援センターの機能強化

　2014（平成 26）年の介護保険法改正では、運営に対する評価を適切に行うため、
地域包括支援センターの設置者による自己評価と市町村による事業の実施状況の定期
的な点検等が努力義務として位置づけられました。
　2017（平成 29）年の改正では、地域包括支援センターの設置者による自己評価を
通じた事業の質の向上が義務づけられ、市町村は、地域包括支援センターにおける事
業の実施状況について、定期的に「評価を行う」とともに、「必要な措置を講じなけ
ればならない」とされました。
　国において評価指標が定められるとともに、評価の実施が市町村に義務づけられ、
評価を通じて、市町村に対して適切な人員体制の確保を促すことになります。

③居宅サービスの指定等に対する保険者の関与

　市町村長は、都道府県知事の行う居宅サービスおよび介護予防サービスの指定につ
いて、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができ
るものとし、都道府県知事は、その意見を勘案して、指定を行うにあたって、事業の
適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができるものとされまし
た。

④地域密着型通所介護にかかる指定

　地域密着型通所介護などの地域密着型サービスについて、以下の場合には、指定を
しないことができるようになりました。

　市町村の区域に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護
などの事業所があり、
〇�　当該市町村または日常生活圏域における地域密着型サービス（地域密着型通所
介護などに限る）の種類ごとの量が、市町村介護保険事業計画において定める見
込量にすでに達しているか、またはその指定によってこれを超えることになると
き

〇　市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき
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⑤認知症に関する施策の総合的な推進等

　2015（平成 27）年 1月に策定された「認知症施策推進総合戦略」（新オレンジプラン※）
の基本的な考え方が介護保険法に位置づけられました。
　具体的には、第 5条の 2第 1項において、「国及び地方公共団体は、認知症に対す
る国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知
症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない」とされ、また、同条第 3項
において、「国及び地方公共団体は、認知症に関する施策を総合的に推進するに当たっ
ては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するよう努めなければならな
い」とされました。

（※新オレンジプランは、2017（平成 29）年 7月に数値目標等の更新がなされた改定版が示されて

います。）

認知症に関する施策の総合的な推進等

ⅰ　認知症に対する理解を深めるための知識の普及や啓発
ⅱ　認知症の人の介護者への支援の推進
ⅲ　認知症の人およびその家族の意向の尊重に配慮

（ 2）医療・介護の連携の推進等

①介護医療院の創設

　「日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れ」や「看取り・ターミナル」など
の機能と、生活施設としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設が創設されまし
た。
　介護医療院は、介護老人保健施設と同様、介護保険法に設置根拠がある施設で、介
護医療院を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けることになります。介
護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させ
なければなりません。
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介護医療院の定義
定義 介護医療院 主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、施設

サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の
もとにおける介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日
常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県
知事の許可を受けたもの

介護医療院サービス 入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われ
る療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護および
機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話をいう

介護医療院の主な利用者像等
Ⅰ型 Ⅱ型

主な利用者像 重篤な身体疾患を有する
者および身体合併症を有
する認知症高齢者等（療
養機能強化型A・B相当）

左記と比べて、容体は比
較的安定した者

療養室 定員 4人以下／床面積8.0m2／人以上
4人以下の多床室であってもプライバシーに配慮し
た環境になるよう努める

低所得者への配慮 補足給付の対象

資料：�療養病床の在り方等に関する特別部会「療養病床の在り方等に関する議論
の整理について」（平成28年12月20日）をもとに作成

　また、介護療養型医療施設の転換を進めるため、居住スペースと医療機関との併設
が選択肢として用意されています。その場合、宿直の医師を兼任できるようにするな
どの人員基準が緩和されるとともに、設備を共用することが可能とされています。
　病院または診療所から介護医療院に転換した場合には、転換前の病院または診療所
の名称を引き続き使用できます。
　なお、介護療養型医療施設の経過措置期間については、 6年間延長することとし、
2024 年 3 月末日までとなります。

②都道府県による市町村に対する支援等

　市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業等の事業の円滑な実施のために必要な
関係者相互間の連絡調整を行うことができるものとし、当該事業の関係者は、当該事
業に協力するよう努めなければならないものとされました。
　また都道府県は、介護予防・日常生活支援総合事業等の事業に関し、情報の提供そ
の他市町村に対する支援に努めるものとされました。
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（ 3）地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等

①共生型居宅サービス事業者等にかかる特例

　介護保険法に基づく保険給付と障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律）に基づく自立支援給付は、原則として、介護保険法
に基づく介護保険サービスが優先されます。そのため、障害者総合支援法に基づくサー
ビスを受けてきた人が 65 歳となり、介護保険のサービスを利用することになると、
事業所を変更しなければならないケースが少なくありません。
　こうした利用者の使いづらさを解消するため、2017（平成 29）年の改正では、介
護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法にまたがって共生型サービスが位置づけら
れました。
　共生型サービスの対象となるのは、訪問介護など介護保険と障害福祉に共通する
サービスです。障害者総合支援法または児童福祉法の指定を受けている者から指定の
申請があった場合に、都道府県または市町村の条例で定める基準を満たしているとき
は、指定を行うことができるようになりました。

「共生型サービス」の主なねらい

ⅰ　障害者が 65 歳以上になっても使い慣れた事業所においてサービスを利用しや
すくする

ⅱ　福祉に携わる人材に限りがあるなかで、地域の実情に合わせて、人材を活用し
ながら適切にサービス提供を行う

共生型サービスの対象サービス
介護保険サービス 障害福祉サービス等

◯訪問介護 ⬅➡ ◯居宅介護
◯重度訪問介護

◯通所介護

⬅➡

◯生活介護（主として重症心身障害者を
通わせる事業所を除く）
◯自立訓練（機能訓練・生活訓練）
◯児童発達支援（主として重症心身障害
児を通わせる事業所を除く）
◯放課後等デイサービス（主として重症
心身障害児を通わせる事業所を除く）

◯短期入所生活介護 ⬅➡ ◯短期入所

注：�地域密着型通所介護、療養通所介護についても、ほぼ同様の形で特例が設け
られています。

資料：�第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料（平成29年 7 月 5 日）をも
とに作成
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②有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化

　介護保険法の改正と併せて、老人福祉法についても改正が行われ、以下のとおり、
入居者保護のための施策が強化されました。

ⅰ　有料老人ホームの設置者は、有料老人ホーム情報を、都道府県知事に対して報
告しなければならない。また、都道府県知事は報告された事項を公表しなければ
ならない

ⅱ　都道府県知事は、運営に問題のある有料老人ホームに対して、入居者保護のた
め特に必要と判断した場合に、「事業の制限または停止」を命令できる

ⅲ　都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が事業の制限または停止の命令を受
けたとき、その他入居者の生活の安定等を図るため必要があると認めるときは、
入居者に対して、介護などを継続的に受けるために必要な助言等の援助を行うよ
うに努める

③有料老人ホームにかかる指定の取り消し等

　市町村長は、都道府県知事から有料老人ホームの設置者に対して事業の制限または
停止を命じた旨の通知を受けたときは、指定地域密着型サービス事業者にかかる指定
を取り消し、または期間を定めてその指定の全部もしくは一部の効力を停止すること
ができるものとされました。

④有料老人ホームの前払金の保全措置の義務の対象拡大

　有料老人ホームの設置者が終身にわたって受領すべき家賃等を前払金として受領す
る場合の保全措置の義務対象が拡大されました。前払金の保全措置の対象について、
これまでは 2006（平成 18）年 4月 1日以降に届出が出された有料老人ホームの入居
者に限られていましたが、それ以前に届出が出された有料老人ホームの入居者につい
ても対象となることとなりました。

⑤介護保険適用除外施設における住所地特例の見直し

　適用除外施設のうち、指定障害者支援施設などから退所して、介護保険施設等に入
所した場合について、指定障害者支援施設などに入所する前の市町村を保険者とする
ことになりました。
　具体的には、次のⅰ〜ⅳの施設（特定適用除外施設）を退所して、介護保険施設等
に入所した場合、それぞれの施設に入所する前の居住地である市町村を保険者とする
ことになります。
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ⅰ　障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設（支給決定（生活介護および
施設入所支援にかかるものに限る）を受けて入所している身体障害者、知的障害
者および精神障害者に限る）

ⅱ　障害者支援施設（生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定によ
り入所している身体障害者または知的障害者福祉法の規定により入所している知
的障害者に限る）

ⅲ　独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設国立のぞ
みの園

ⅳ　生活保護法に規定する救護施設

　また、複数の特定適用除外施設に継続して入所していた場合には、介護保険施設等
に入所する直前の特定適用除外施設への入所にかかる支給決定等を行った市町村が保
険者となります。
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介護保険制度の持続可能性の確保

（ 1）現役世代並みの所得のある層の負担割合を 3割に

①利用者負担の見直し

　介護給付および予防給付について、2018（平成 30）年 8月から、一定以上の所得
を有する第 1号被保険者にかかる利用者負担の割合を、その費用の 100 分の 30 とす
ることとなりました。なお、月額 4万 4400 円の負担の上限があります。

利用者負担
負担割合

年金収入等　340万円以上※1 3 割

年金収入等　280万円以上※2 2 割

年金収入等　280万円未満 1割

※ 1 �　「合計所得金額（給与収入や事業収入等か
ら給与所得控除や必要経費を控除した額）
220万円以上」かつ「年金収入＋その他合計
所得金額340万円以上（単身世帯の場合。夫
婦世帯の場合463万円以上）」

※ 2 �　「合計所得金額160万円以上」かつ「年金
収入＋その他合計所得金額280万円以上（単
身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以
上）」

（ 2）介護納付金における総報酬割の導入

①第 2号被保険者の保険料について総報酬割を導入

　第 2号被保険者の保険料は、介護給付費・地域支援事業支援納付金として医療保険
者に賦課され、それぞれ属する医療保険者が加入者である第 2号被保険者の負担すべ
き費用を一括納付しています。
　これまで、その額は「加入者一人あたりの負担見込額×加入者（被保険者）の数」
に応じて決められていましたが、2017（平成 29）年の介護保険制度改正では、被用
者保険（健康保険組合、全国健康保険協会（協会けんぽ）、共済組合など）間において、
「加入者数」ではなく「報酬額」に比例させて介護給付費・地域支援事業支援納付金
を決めることとしました。このようなしくみを総報酬割といい、2017（平成 29）年
8月分より実施されています。

2
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　なお、総報酬割の導入は段階的に行われます。
　2017（平成 29）年 8月から 2019 年 3 月までは、被用者保険の保険者にかかる納付
金の全体の 2分の 1について総報酬割の対象となります。次いで、2019 年 4 月から
の 1年は 4分の 3となり、2020 年度から全面導入となります。

総報酬割導入のスケジュール
2017（平成29）年 7月まで

従来どおり

総報酬割分
1/2

8 月

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

総報酬割分
1/2

総報酬割分
3/4

総報酬割分
全面導入

被
用
者
保
険

健康保険組合

全国健康保険協会
（協会けんぽ）

共済組合

国民健康保険 従来どおり

各医療保険に加入している第 2号被
保険者の標準報酬総額に比例させる
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2018（平成30）年度介護報酬改定に伴う居宅介護
支援にかかる改正の主な内容
　2018（平成 30）年度における介護報酬改定は、ⅰ地域包括ケアシステムの推進、
ⅱ自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現、ⅲ多様な人材の確保
と生産性の向上、ⅳ介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能
性の確保の 4つをその基本的な考え方として行われました。

ⅰ　地域包括ケアシステムの推進
　　中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切
れ目なく受けることができる体制を整備

ⅱ　自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
　　介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援・重度化防止に資す
る質の高い介護サービスを実現

ⅲ　多様な人材の確保と生産性の向上
　　人材の有効活用・機能分化、ロボット技術等を用いた負担軽減、各種基準の緩
和等を通じた効率化を推進

ⅳ　介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保
　　介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の安定性・持続可能性
を確保

　このうち、特にⅰおよびⅱに関し、居宅介護支援について、次のとおり見直し、改
正が行われました。

（ 1）医療と介護の連携の強化

①入院時情報連携加算の見直し

　入院時における医療機関との連携を促進するため、居宅介護支援の提供の開始にあ
たり、利用者等に対して、入院時に担当介護支援専門員の氏名等を入院先医療機関に
提供するよう依頼することが義務づけられました。
　また、入院時情報連携加算について、その算定要件が次のとおり見直されました。



12

入院時情報連携加算の算定要件
入院時情報連携加算（Ⅰ）
・入院後 7日以内に医療機関を訪問して情
報提供

→ ・入院後 3日以内に情報提供（提供方法は
問わない）

入院時情報連携加算（Ⅱ）
・入院後 7日以内に訪問以外の方法で情報
提供

→ ・入院後 7日以内に情報提供（提供方法は
問わない）

②退院・退所加算の見直し

　退院・退所後の在宅生活への移行に向けた医療機関や介護保険施設等との連携を促
進するため、退院・退所加算が次のとおり見直されました。

単位数
カンファレンス参加無 カンファレンス参加有

連携 1回 300単位　→　450単位 300単位　→　600単位

連携 2回 600単位　→　600単位 600単位　→　750単位

連携 3回 × 900単位　→　900単位

退院・退所加算の算定要件
　医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・
退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得たうえで居宅
サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に算定する。
　ただし、「連携 3回」を算定できるのは、そのうち 1回以上について、入院中の担当医等との
会議（退院時カンファレンス等）に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行っ
たうえで居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限る。

③特定事業所加算の見直し等

　利用者が、訪問看護、通所リハビリテーションなどの医療系サービスの利用を希望
している場合、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされています
が、その意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画を交付することが義務
づけられました。
　また、訪問介護事業所等から提供を受けた利用者の服薬状況や、介護支援専門員が
モニタリング等で把握した利用者の状態等について、利用者の同意を得て、介護支援
専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うことが義務づけら
れました。
　医療機関等と総合的に連携する事業所を評価するため、特定事業所加算（Ⅳ）が新
設されました（2019 年度から施行）。
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特定事業所加算（Ⅳ）の算定要件
特定事業所加算（Ⅰ）〜（Ⅲ）のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の算定にかかる医療
機関等との連携を年間35回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加算を年間 5回以上
算定している事業所

（ 2）末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント

①ケアマネジメントプロセスの簡素化

　著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医師等の助言
を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすること等によりケア
マネジメントプロセスが簡素化されました。

②頻回な利用者の状態変化等の把握等に対する評価の創設

　末期の悪性腫瘍の利用者またはその家族の同意を得たうえで、主治の医師等の助言
を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス
変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記
録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合として、ターミナルケアマ
ネジメント加算が新設されました。

ターミナルケアマネジメント加算の算定要件
・24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができ
る体制を整備していること
・利用者またはその家族の同意を得たうえで、死亡日および死亡日前14日以内に 2日以上在宅を
訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等を把握し、利
用者への支援を実施すること
・利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師および居宅サービス計画に位置づけた居宅サービ
ス事業者に提供すること
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（ 3）質の高いケアマネジメントの推進

①管理者要件の見直し

　居宅介護支援事業所における人材育成の取り組みを促進するため、主任介護支援専
門員であることが管理者の要件とされました（ 3年間の経過措置期間あり）。

②地域における人材育成を行う事業者に対する評価

　特定事業所加算について、他法人が運営する居宅介護支援事業所への支援を行う事
業所など、地域のケアマネジメント機能を向上させる取り組みを評価することとなり
ました。特定事業所加算（Ⅰ）〜（Ⅲ）については共通して、ほかの法人が運営する
指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していることが算定要
件に追加され、特定事業所加算（Ⅱ）（Ⅲ）については、地域包括支援センター等が
実施する事例検討会等への参加が算定要件に加えられました。

（ 4）公正中立なケアマネジメントの確保

①契約時の説明等

　利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対し
て、利用者は居宅サービス計画に位置づける居宅サービス事業所について、複数の事
業所の紹介を求めることが可能であること、当該事業所を居宅サービス計画に位置づ
けた理由を求めることが可能であることを説明することが義務づけられ、これらに違
反した場合は報酬が減額されます。
　なお、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業所のみ
を居宅サービス計画に位置づけることは適切ではないことが明確にされました。

②特定事業所集中減算の対象サービスの見直し

　特定事業所集中減算について、請求事業所数の少ないサービスや、主治の医師等の
指示により利用するサービス提供事業所が決まる医療系サービスは対象サービスから
除外されました。一方、福祉用具貸与については、サービスを集中させることも可能
であることから、事業所数にかかわらず特定事業所集中減算の対象とされました。

特定事業所集中減算の対象となるサービス（改定後）
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
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（ 5）訪問回数の多い利用者への対応

①居宅サービス計画の届出

　統計的にみて通常の居宅サービス計画より、かけ離れた回数（「全国平均利用回数
＋ 2標準偏差」を基準として国が定める）の訪問介護（生活援助中心型）を位置づけ
る場合には、市町村に居宅サービス計画を届け出ることとされました。

②地域ケア会議による居宅サービス計画の検証

　地域ケア会議の機能として、届け出られた居宅サービス計画の検証を位置づけ、市
町村は地域ケア会議の開催等により、届け出られた居宅サービス計画の検証を行うこ
ととされました。また市町村は、必要に応じ、介護支援専門員に対し、利用者の自立
支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の是正を促しま
す。

（ 6）障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携

　障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等にお
ける、介護支援専門員と障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するた
め、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要があること
が明確にされました。
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