
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

日時 ：平成２０年１１月２９日 （土 ） 

             １３：００~１７：００  

         場所 ：昭和大学  臨床講堂  

 



 ２ 

第１回自動車運転と認知機能研究会  

 

近年、高齢者の関与する交通事故が増加しており、その中で認知症ドライバーや

認知機能が低下していると考えられる高齢ドライバーへの対応が深刻な社会問題と

なっています。また、身体障害を持つ人への自動車運転の支援は積極的に行われ

ている一方で、脳疾患による高次脳機能障害者の運転適性をどのように評価判断

するかについては十分な議論がなされていません。 

本研究会は、認知症や高次脳機能障害を持つ人の診療やケア、心理的・社会

的・工学的サポートに携わるさまざまな職種の専門家が、認知機能の観点から自動

車運転の問題を考える「共通の場」となることを目的として発足しました。認知機能に

問題がある人の運転適性をどのように評価していけばいいか、運転の是非の判断を

どのような指針で行っていったらいいか、運転の継続や再開のためのリハビリテーショ

ンプログラムはどうしたらいいか、免許返納へのアプローチや社会的代替資源の利

用などはどう進めればいいか、などについて、自由に意見交換ができればと願ってい

ます。認知症や高次脳機能障害など、認知機能の低下している方が自動車運転を

行う際に発生する問題を主なテーマとして、安全な交通社会の形成と障害者の自

立的な移動の促進を目指しています。 

 

〈 顧問・世話人 〉 

特別顧問  大内 尉義（東京大学医学部加齢医学教授） 

      本間 昭 （東京都老人総合研究所自立促進と介護予防研究チーム研究部長） 

世話人   荒井 由美子（国立長寿医療センター研究所長寿政策・在宅医療研究部部長）      

      飯島 節 （筑波大学人間総合科学研究科教授） 

      池田 学 （熊本大学脳機能病態学分野教授） 

      井上 剛伸（国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所福祉機器開発部部長） 

      上村 直人（高知大学医学部神経精神科講師） 

      玉井 顕 （敦賀温泉病院院長） 

      種村 留美（神戸大学大学院保健学研究科教授） 

      鳥羽 研二（杏林大学医学部高齢医学教授） 

  三村 將 （昭和大学医学部精神医学教室）        （五十音順） 

事務局   藤田 佳男（世田谷区立総合福祉センター） 

            研究会 HP : http://cogdrive.org/ 

            連絡先 ：〒157－8577 世田谷区北烏山 6－11－11  

           昭和大学精神医学教室  運転と認知機能研究会事務局 

       電話  ： 03－3300－5232     E-mail ： info@cogdrive.org 
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プ ロ グ ラ ム  

  

 

 開会の辞 １３：００                      昭和大学医学部精神科   三村 將 

 

 セッションⅠ １３：０５~１４：２０    発表 10分 質疑５分               

    座長  神戸大学大学院保健学研究科  種村 留美 

 

１ 自動車運転再獲得するために活動してきた事の報告と今後の展望 

  ‐高次脳機能障害を有する患者 20 症例を通して‐ 

           岡山旭東病院    ◯酒井英顕  野間博光  平松孝文 

 

２ 脳損傷者の自動車運転適性評価  ‐運転シミュレーションを使用して‐ 

名古屋市総合リハビリテーションセンター作業療法科 ◯田中 創 塚本倫子 加藤良明            

                    佐藤千賀子 斎場絢子 大江美佳 伊藤竜二         

浅田樹理  小島雅子 村上美月 三好城興 

                   臨床心理科          相澤亜由美 

                    総合相談室          川崎加奈子 

                  介護保険科           冨板 充 

 

３ ドライビングシミュレータによる運転技能と高次脳機能検査との関係 

                               茨城県立医療大学     ◯池田恭敏 

                    牛久愛和総合病院      浅岡宏充 

               茨城県立医療大学付属病院      小倉雄一 

                       筑波大学大学院      飯島 節 

  

４ 自動車運転適性における高齢者の特徴  

  ‐運転シミュレーションを使用して‐ 

           神奈川県リハビリテーション支援センター           ◯玉垣 努 

              神奈川リハビリテーション病院作業療法科   岩島和香奈 松本琢磨 

                                   リハ工学科           沖川悦三 

 

５ 高次脳機能障害者に対する運転シミュレータ評価について 

            神奈川リハビリテーション病院作業療法科    ◯對間泰雄 安河内奈々 

  神奈川県リハビリテーション支援センター               玉垣 努 
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 休憩 １４：２０~１４：３０  

 

 セッションⅡ １４：３０~１５：４５   発表 10分 質疑５分             

 座長   国立障害者リハビリテーションセンター研究所   井上 剛伸 

 

６ 医療機関と自動車学校との連携による自動車運転技能評価 

  ̶当院の CARD アプローチの紹介̶ 

        井野辺病院総合リハビリセンター    ◯加藤貴志 末綱隆 二ノ宮恵美     

                          佐藤俊彦 佐藤暁 井野辺純一 

 

７ 公安委員会における臨時適性検査にて運転の可否を検討したが 

  対応に難渋した記銘力障害を呈した症例 

        脳神経センター 大田記念病院 リハビリ室    ◯佐近隆二 野間 睦  

 

８ 高齢ドライバーの認知機能とまちづくりの課題 

                   兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所    ◯北川博巳 

                    東京都老人総合研究所     溝端光雄 

               群馬パース大学保健科学部理学療法学科     目黒 力 

 

９ 高齢運転者の運転断念に向けての評価法と社会的受容性に関する研究 

  ‐プロジェクトの概要と事例検討‐ 

         東京大学大学院工学系研究科    ◯二瓶美里 小竹元基 鎌田 実 

 

１０ 高次脳機能障害者のカーナビゲーションの可能性  

  ‐特に記憶障害（前向健忘）のある方の２事例‐   

                      国立障害者リハビリテーションセンター更生訓練所 

               自立訓練部自動車訓練室    ◯熊倉良雄 並木 勉   

             研究所福祉機器開発部           廣瀬秀行 

 

 休憩 １５：４５~１５：５５  
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 Ⅲ  特別講演 １５：５５~１６：５５  

                   座長 東京都老人総合研究所 

    自立促進と介護予防研究チーム研究部長  本間 昭 

 

『視覚的注意と交通安全』  

                              大阪大学大学院人間科学研究科  

                    適応認知行動学研究分野 教授 三浦 利章 

 

 閉会の辞 １６：５５                筑波大学人間総合科学研究科   飯島 節 

 

 

 

要 旨  

１ 自動車運転再獲得するために活動してきた事の報告と今後の展望 

  ‐高次脳機能障害を有する患者 20 症例を通して‐ 

                                     岡山旭東病院    酒井 英顕・他   

 

自動車運転再獲得にあたり、当院の機関だけで出来る対応に限界を感じ、免許センター、教

習所と連携を始めた。 

当院での「自動車運転再獲得の流れ」は、①自動車運転の有無・病前自動車運転を評価、②

高次脳機能評価、本人・家族の病識・意向評価、③主治医に報告・方向性検討、④本人・家族と

作業療法士の面談を実施する。その後、必要に応じて免許センター・教習所を利用した。問題点

として、１）患者・家族の認識低下による評価の必要性の理解、２）検査実施時に、運転に繋がる

検査の選抜、３）スタッフ間のリスク認識の差、４）責任の所在に伴う問題などが挙げられる。 

免許センターでは、①事前に電話にて情報提供②運転適性検査③運転適正診断④評価終

了後、個人対応でのフィードバックを家族同行にて実施。問題点としては、対象者のその後を十

分にフィードバック出来ていない点が挙げられる。 

教習所では、①事前に電話にて評価結果を伝達・教習内容を相談②構内評価③路上教習④

フィードバックを実施。問題点としては、１）教習所によって、問題意識・協力体制の違いの差、２）

教習所内でも、教官による教習方法の差、３）現状の教習内容では障害に合わせた評価に限界

がある事が挙げられる。 

全体的に大切な事としては、本人・家族が現状を捉え、問題意識を持つ事であり、その為には

コミュニケーションが非常に大切と思われた。 

今後は、①医療機関が行う自動車運転に必要な評価内容の検討、②スタッフを含めた対象者

のリスク認識の差を埋め、今後の運転の具体的なイメージに繋げる、③個々人に合わせた訓練・
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評価が実施出来る様に、教習所・免許センターと連携する体制作り、以上の事が活動を通して、

今後の課題と考えられた。 

 

２ 脳損傷者の自動車運転適性評価  ‐運転シミュレーションを使用して‐ 

                      名古屋市総合リハビリテーションセンター    田中 創・他 

 

【はじめに】 当センターにおける自動車運転適性評価の取り組みと、脳損傷者を対象に自動車

運転技能と机上検査の関連性を検討したので報告する。 

【検査の流れ】 視知覚認知‐運動反応検査（瞬時視・移動視）、運転機器操作検査（ハンドル・ア

クセル・ブレーキ）、模擬運転適性検査の順に行う。平成 19年度に評価を行った件数は 92件で

あった。 

【脳損傷者の自動車運転技能と机上検査の関連性について】 脳損傷者 19 名を対象に視知覚

認知‐運動反応検査・模擬運転適性検査とかなひろいテスト、WAIS-R の関連性について検討し

た。 

【結果】 瞬時視表示時間とかなひろいテスト見落とし数に、有意な負の相関がみられた（p＜

0.05）。移動視表示時間とかなひろいテスト正解数に、有意な負の相関がみられた（p＜0.05）。

移動視表示時間と WAIS-R（PIQ）に、有意な負の相関がみられた（p＜0.05）。移動視応答時間と

かなひろいテスト見落とし数に、有意な正の相関がみられた（p＜0.05）。模擬運転適性検査は、

WAIS-R、かなひろいテストのいずれにも有意な相関はみられなかった。 

【考察】 移動視表示時間は「かなひろいテスト正解数」「WAIS-R（PIQ）」、移動視応答時間は「か

なひろいテスト見落とし数」、瞬時視表示時間は「かなひろいテスト見落とし数」との関連性が示唆

された。かなひろいテスト・WAIS-R ともに模擬運転適性検査とは相関がみられなかったことから、

脳損傷者の自動車運転技能は知的機能・視覚性注意機能のみで判断することは難しいことが示

唆された。 

 

３ ドライビングシミュレータによる運転技能と高次脳機能検査との関係 

                                 茨城県立医療大学    池田 恭敏・他 

 

【目的】 本研究の目的は、脳疾患患者の自動車運転能力の予測に有用な高次脳機能検査課

題を明らかにすることである。 

【方法】 日常的に自動車を運転している健常者 11 名（年齢 57.2±11.3 歳）及び、脳疾患患者

21名（年齢 53.9±10.2歳、病日 530.6±680.7日、FIM 113.8±10.7点）の計 33名を対象に、

机上の高次脳機能検査及び、独自開発した PC 版視覚認知注意力検査、ドライビングシミュレー

タ（SDS-A4I，新明和社）による運転技能検査（DS検査）を実施した。机上の高次脳機能検査には、

MMSE、WAIS-R動作性検査、WMS-R短期記憶検査、TMT、BADSを使用した。PC版視覚認知注意力
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検査では、瞬時視課題、移動視課題、選択反応課題を実施した。DS 検査では、CG 画像の一般

道路を約 10分間運転し、路上運転試験の減点基準を参考に、危険走行回数を計数した。 

【結果】 危険走行回数を目的変数として、危険走行回数との間に有意な相関のあった下位検査

成績を説明変数として、重回帰分析（ステップワイズ法）を行った結果、有意な重回帰式が得られ

た（R2＝0.752）。説明変数として抽出された下位検査は、標準化係数βの大きい順に、BADS 動

物園地図、WMS-R言語性対連合Ⅰ、WAIS-R符号、移動視課題正答反応時間であった。 

【結論】 自動車運転能力の予測には、状況分析・行動計画・行動修正能力をみる課題（BADS 動

物園地図）、ワーキングメモリの容量をみる課題（WMS-R 言語性対連合Ⅰ）、注意の変換能力をみ

る課題（WAIS-R 符号）、有効視野をみる課題（移動視課題正答反応時間）が有用であると示唆さ

れる。 

 

４ 自動車運転適性における高齢者の特徴 

  ‐運転シミュレーションを使用して‐ 

              神奈川県リハビリテーション支援センター    玉垣 努・他 

 

【はじめに】 近年、高齢者の生活様式が多様化する中、高齢者の自動車免許保有者数は増加

し、70～74歳の免許保有者の事故が10年間で倍増している。超高齢化社会を目前とした現在、

高齢者の自動車運転においてどのような要因で危険な場面が生じているのか、若干の知見が得

られたので報告する。 

【対象】 「改訂長谷川式簡易知能評価スケール」、「キャンセレーションテスト」を実施し、正常範

囲の得点であった高齢者34名（男性30名、女性4名）。年齢は62～84歳で平均69.6歳。運転に

不安を感じている者は11名であった。 

【方法】 モーション付自動車運転シミュレータ［三菱プレシジョン株式会社製］にて単純・総合反

応、3場面の危険予測走行を実施。反応速度の計測と運転評価用支援装置のVTR撮影を行い、

これらをもとに評価及び分析を行った。評価は、「不適正速度走行／危険予測の甘さ／認知・動

作の遅延・欠如／不適切なコース取り／操作機器誤動作／不適切な合図／不安定姿勢／ハン

ドル操作能力低下／ブレーキ操作能力低下／コースミス」の10項目の観点から行った。 

【結果】 1）事故の発生件数：対象者34名中、事故発生の回数は、3回の危険場面のうち、0回13

名、1回10名、2回6名、3回5名であった。2）事故原因の傾向：危険予測の甘さや不適正速度走

行が多く挙げられた。3）全体的な特徴：複数の刺激や刺激の変化に対して適応することが困難、

同一の刺激に対して反応を維持することも困難であった。視線が固定的で、中には視線の方向

に同調してハンドルを旋回してしまう者もいた。4）自己の運転評価と実際の運転能力について：

運転に対する不安の有無と事故率を比較。不安を感じている者の事故発生率（2回以上）は18％、

不安を感じていない者は40％で、不安を感じていない者の方が事故率が高い傾向にあった。  
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５ 高次脳機能障害者に対する運転シミュレータ評価について 

                   神奈川リハビリテーション病院作業療法科    對間 泰雄・他 

 

【はじめに】 自動車運転は通勤、通学、レジャーなど、個人の行動範囲の拡大に大きく影響する

もので、高次脳障害者にとっても社会復帰後の移動手段としてニーズが高い。自動車運転適正

評価では、設備の問題などから神経心理学検査のような机上のテストバッテリーにて評価をせざ

るを得ない施設も多く、学会報告等でも運転と相関がある机上のテスト項目の発表を目にするこ

とが多い。当院では平成７年度にテクノエイド協会の助成のもと、モーション付き自動車シミュレ

ータ DS-5000（三菱プレシジョン株式会社製）を設置し、障害に関わらず運転適正評価・訓練を実

施してきた。シミュレータでの評価は、より実際に近いこともあり有効な手段ではあるが、高次脳

障害の複雑さや自動車運転といった特殊な技能の評価に際し、その限界も感じる。今回は２症

例を通して、シミュレータ評価と神経心理学検査の両者の総合評価の必要性と今後の課題を私

感も含めて考察する。 

【症例報告】 症例①：脳梗塞、失語症、麻痺はなく独歩。駐車場で事故を起こし、家族が車の運

転を続けることに不安があり受診。運転適正評価目的に心理科、作業療法科へ処方。神経心理

学検査では、記憶にやや低下が見られる以外に大きな問題はみられないが、シミュレ－タでは危

険運転や反応速度の遅延あり問題を有した。症例②：仕事中、荷台（２m）から転落による脳外傷

にて入院。麻痺はなく独歩。トレーラーの運転手で復職の希望あり。高次脳障害と共に運転適正

評価も含めて作業療法科へ処方。その他、心理科、職能科、言語科なども実施。シミュレ－タで

は健常者よりも運転操作能力は高い印象で問題はみられなかったが、神経心理学検査では注

意障害、記憶障害、情報処理の障害、病識の欠如を呈し、一定期間の評価を必要とした。 

 

６ 医療機関と自動車学校との連携による自動車運転技能評価 

  ‐当院の CARD アプローチの紹介‐ 

                          井野辺病院総合リハビリセンター    加藤 貴志・他  

 

【背景】 脳損傷者に対する自動車運転評価において自動車学校との連携の必要性がいわれて

いる。しかしその具体的な報告は少なく、今後自動車学校との連携を図るために実践報告の蓄

積が必要と思われる。当院では大分県自動車学校と連携し脳損傷者に対する自動車運転評価

を実施している。当院の自動車運転評価 CARDについて報告する。 

【方法】 CARD とはＣognitive(認知機能)、Actual Route(実生活での運転コース)、Driving  

ability（運転技能）を意味する。その流れは「神経心理検査」「実生活上の運転コース分析」「自

動車学校での教習(運転場面をビデオ撮影)」により評価を行う。評価を基に、「ビデオフィードバ

ック」「教育プログラム」を実施し運転技能の改善を図る。これらの取り組みを通して対象者にとっ

て最適な運転環境の構築を図っている。 
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【症例】 脳出血右片麻痺、70 代、男性。神経心理検査ではレイ複雑図形にて運転境界レベル。

自動車学校にて問題点を意識した教習の結果、運転可能と判定。教習終了後に、ビデオフィー

ドバックによる運転技能のへ自己認識の向上と、コース分析による危険箇所の指摘と安全なコー

スへの変更を提案し運転再開となった。 

【考察】 これまで脳損傷者に対する自動車運転評価が困難であったのは、医療機関単独では

実車運転評価が困難であった事が一因と思われる。CARDでは医療機関と自動車学校が連携し、

両者の視点を生かす事で認知機能・運転技能・実際の運転環境のつながりを意識したアプロー

チが可能になった。自動車学校は全国に約 2000校運営されており連携を図ることで効果的な自

動車運転評価が可能となると考えた。 

 

７ 公安委員会における臨時適性検査にて運転の可否を検討したが 

  対応に難渋した記銘力障害を呈した症例 

                     脳神経センター大田記念病院リハビリ室    佐近 隆二・他 

  

【はじめに】 くも膜下出血後の記銘力障害を呈した症例に対して、公安委員会（以下公安）での

臨時適性検査（以下臨適）にて、運転の可否を検討した。公安にて実車評価を行ったが、評価内

容としては不十分なまま運転再開が可能となった。この度の取り組みと、当院での自動車運転再

開のための評価マニュアルの紹介を交えて報告する。 

【症例】 40歳代、男性。くも膜下出血による記銘力障害。著明な運動機能障害は認められない。

神経心理学的所見：[WAIS-Ⅲ]全 IQ：108。[WMS-R]一般性記憶：80、遅延再生：50未満。[BADS] 

総プロフィール点19/24。標準化点102。[CAT]著明な注意障害は認められなかった。195病日に

本人の希望により院内評価を開始。記銘力障害を認めるものの、他の著明な高次脳機能障害は

認められないため、実車評価を含む臨適にて検討することとした。まず、臨適に先立って公安と

の情報交換を行った。情報交換では、症例の高次脳機能障害の情報提供と、臨適にて主治医

意見書提出後、実車評価の追加を申請した結果、構内での実車評価を実施した。 

【結果・考察】 実車評価にて著明な問題点を認めず運転再開となった。１年以上経過した現在

も事故は起きていない。しかし、構内での実車評価のみでなく、高次脳機能障害を呈する症例で

は、より高度な高次脳機能を必要とされる路上での検討が重要と考える。 

【終わりに】 会場では、臨床場面で自動車運転再獲得に向けて援助していく中で経験した、臨

適での判定の問題点や、主治医意見書の矛盾点などの問題提起を含めて報告する。 

 

 

 

 

 



 １０ 

８ 高齢ドライバーの認知機能とまちづくりの課題 

                      兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所    北川 博巳・他 

 

【１．超高齢社会とクルマ社会】 高齢ドライバーは今後も増加が予想され、事故の特徴として、①

運転距離が少ないが事故割合が高い、②一時不停止と交差点事故が多い、③高速道路の逆走

など特異な事故，などがある。事故予防の交通安全対策から免許返納時の割引制度など、様々

な施策を試行錯誤中だが、公共交通の衰退が止まらない状況でもあり、免許が手放せない。とり

わけ、認知症高齢者の運転は、後期高齢者が増加するこれからの高齢社会の重点課題である。  

【２．認知症高齢ドライバーとまちづくりの課題】 軽度認知症高齢ライバーは比較的安全なドライ

バーに分類されているという報告がある１）。まちづくり面では、①説得・納得して運転を控えるよう

にするには？②どんな代替交通手段を提供し誘導するか？が重要である。 

①一人暮らしの高齢者も増加している中でその方を見守り、相談に乗る体制づくりが重要であ

り、自らの選択で運転を回避させる必要がある。 

②代替手段は公共交通となるが、交通手段のあり方や供給量が明確でない。さらに、都市部

は多様な交通手段がある程度確保されているが、山間部や過疎部では充実しておらず、公

共交通空白地帯は数多くある。 

担い手として、自動車教習所の役割は大きいが、認知症の進行に対応する必要がある。福祉

交通も重要であるが、交通計画のフレームがない。地域交通をサポートする組織が必要で、いく

つか事例が出てきたが、始まったばかりでどのような仕組みを作るかは課題である。  

1) http://driving.phhp.ufl.edu/publications/ICADI06_transportation_preconference.     

pdf、最終訪問日 2006.5.22 

 

９ 高齢運転者の運転断念に向けての評価法と社会的受容性に関する研究 

‐プロジェクトの概要と事例検討‐ 

                         東京大学大学院工学系研究科    二瓶 美里・他 

 

近年、認知症のある高齢者の自動車の運転に関する事故増加が問題となっている。それを背

景として、工学分野が提供できることは、認知症による運転能力の低下を補完するシステムの開

発（技術・操作支援）、自身の運転能力を自覚するための教育支援システム・手法の開発（教育

支援）、運転断念後の移動活動を維持・継続するための代替手段の提案（移動支援計画）などが

ある。しかし、認知症やそれによる認知機能の低下と運転能力の関係は、未だ明らかになってお

らず、症状や能力に応じた適切な支援を行うことが難しいのが現状である。そこで、本研究プロジ

ェクトでは、認知症、認知機能低下による運転能力の低下の関連性を調べるために、簡易な運

転能力判断システムの開発、高齢者講習の実車講習時の映像記録と特徴的運転行動の抽出、

免許返納後における高齢者の移動活動の維持・促進のための現状調査を進めている。本報告
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では、研究プロジェクトの概要と、高齢者講習時の映像記録から特徴的な運転行動を数事例紹

介する。映像記録は、運転中のドライバの顔、進行方向、アクセル・ブレーキ、スピードメータを撮

像するものであり、現在 100件以上のデータを取得している。これらのデータから、事象の前後、

運転行動、顔の表情、教官の指摘に対する反応等を観察し、これまでの運転能力の評価方法で

は説明することが難しい不安全行動の抽出を行った。その結果、走行レーンの間違い、速度コン

トロール困難などの不安全行動が確認された。また、同じ不安全行動であっても、その要因（運

動機能の低下、判断力の低下など）は個人によって異なることや、教官の指摘に対する反応が異

なることなどが分かってきた。今後、これらの不安全行動の類型化と分析を進めていく予定であ

る。 

 

１０ 高次脳機能障害者のカーナビゲーションの可能性 

   ―特に記憶障害（前向健忘）のある方の２事例―   

                        国立障害者リハビリテーションセンター 

更生訓練所自立訓練部自動車訓練室   熊倉 良雄・他 

 

今回、著しい記憶障害を有する２名の方に自動車運転訓練を実施した結果を報告する。所内

コースで効果がみられた点は、運転操作の滑らかさ、右左折時の合図を出す時機、進路変更の

時機であった。効果がみられなかった点は、課題とする場所を覚えられない。通過した場所を覚

えていない。一度に２つ先のコースまで指示すると２つ目のコース指示は覚えていないこと等で

あった。一般道路上で道に迷う問題点を補う方法としてカーナビゲーションを試してみた。目的

地の設定等のカーナビ操作は、教示しなくても問題なく行えた。また、運転中カーナビの音声指

示により走行することはできた。音声と実際の曲がる場所がずれることや、変形交差点では直進

してしまい結果として遠回りになることがあった。一方、危険と思われる点は、同一方向へ進行す

る自転車との側方間隔が狭いこと、住宅街での走行速度が速く左端を走行すること、死角に対す

る注意が欠けることであった。繰り返し指導しても指導事項を覚えておらず改善されないことから、

障害前の運転内容の良否が大きく影響すると思われた。また、運転中に自転車の飛び出しによ

り運転者がびっくりとする場面があったが、訓練後、その記憶は全く残っていなかった。これらか

ら、訓練効果が出にくいため評価により訓練開始時点での運転能力を見極める必要があること。

また、記憶障害の方にカーナビよる道案内は有効であるが、重大なハプニングに対しても記憶が

残らないため、交通事故の時に、事故原因の特定や加害者か被害者かの区別等が本人だけで

は分からない。このことからも、単独で安全に運転することは困難と思われた。 

 

                                             


