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高齢・女性ドライバー急増の見通し
所正文　高齢ドライバー激増時代　学文社　内閣府推計2006より

(%)(万人）

特に高齢、女性ドライバーが加速度的に増加

高齢者と交通事故

 免許人口に占める高齢者の増加

 交通事故に巻き込まれる高齢者の増加

 高齢者＝被害者という迷信
→加害者にもなっている

 交通事故＝スピードの出しすぎ、ルール
違反という思い込み

→実際は認知症による認知・判断力の障害

による場合もある

基本的な運転行動警察庁運転免許課「運転適性についての見解」日本精神神経

学会：道路交通法および道路交通法施行令の改正（2004.6.1）についての報告 特に精神障害者の運
転免許の取得と保持について 精神神経誌 ２００４ Vol:106 No.6より抜粋

 道路・他の車・自分の車・歩行者
↓

認知 注意ー周囲（特に前方）の交通状況を注意する
知覚ー情報を意味あるものとして理解する

↓

予測 得られた情報をもとに、その後の出来事を予測
し、それらを確認するために認知作業へつなげる

↓

判断（決断）－知覚された情報などに基づいてどの
ような行動をとるか意思決定する

↓

操作ー判断（決断）の結果に従い運転操作（ハンドル
操作やブレーキ操作）を行う

脳の働きー高次脳障害ではどうなるか？

 脳の働きとは（人間の）

（１）人とのコミュニケーション

（２）環境への適応

 認知症になると

（１）コミュニケーション障害

（２）環境への適応障害

ただし認知症の原因疾患によりコミュニケーション
や環境への適応障害の見え方が異なる

今なぜ認知症（痴呆）の運転問題なのか？

高齢者の増加
↓

認知症患者の増加
↓

免許を持つ認知症患者の増加

65歳以上運転免許保有者：850万人
認知症有病率5％ 保有率40％と仮定

→17～30万人の認知症ドライバー
一方、改正道交法施行後「認知症で免許停止：全国で98人」
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Ｉ．認知症とは
認知機能と認知症

認知症の定義(DSM-ＩＩＩ－Ｒ)
 病気の名前ではなく、状態を示す

 従って、様々な認知症を起こす疾患がある

 定義

（１）記憶障害

（２）以下の認知機能のうち一つ以上

１）失語 ２）失行 ３）失認 ４）実行機能障害

 物忘れや判断力の低下があり、そのために対人関係などの社
会生活・職業に支障を来している

 以前（半年～１年）のレベルよりも機能が低下している

 意識障害を伴わない

 高齢者とは限らない

 進行性であるとは限らない

 物忘れだけが痴呆症の症状ではない
本間 昭

認知症という用語について
老年医学の基礎と臨床II P10 、2009 認知症の歴史的背景と定義 松下正明より

 2005 日本老年精神医学会 ‘痴呆’⇒‘認知症’へ呼
称変更

 ここでいう認知とは、知能、記憶、認識、理解、思考、
判断、言語等の精神機能を総合した概念として用いら
れ、認知症とはその認知の障害、あるいは認知の障害
を呈する疾患を意味するものとして使われる。その後4

年以上経過しているが、「認知症」という言葉はほぼ学
界、行政等で定着し・・・‘痴呆’は死語となりつつある。

 そこで、「認知症の認知と、認知科学、認知心理で使う
認知は意味が異なりますので注意をするように」という
某識者の意図は？

認知機能（Cognitive function）と認知障害
（Cognitive dysfunction） P27 コラム

精神神経学：
 認知（Cognition）：感覚情報のより高次の統合・判断⇒その障
害を失認（Agnosia）

 知能・知的機能：学習や思考、課題処理能力

 ICD-10：後天的な知能低下を「認知障害」 記憶・思考・見当
識・理解・計算・学習能力・言語・判断などを含む高次皮質機能
の障害 認知機能＝知能

心理学
 感覚情報を記憶と照合し、推論・判断し、言語化する過程を包
括的に認知機能・認知過程と呼ぶ

 統合失調にみられる知覚・判断の歪み（軽微な情報処理過程）、
うつ病患者に特有な主観的体験の歪なども、「認知障害」とし
て認知療法の対象としている

 今日では様々な広がりを見せている

ＩＩ．認知症患者の
運転の実態

認知症の人は交通事故を起しやすいのか？

認知症では
原因・時期・重症度（程度）で認知機能障害や運動
能力の低下は異なる

認知症と交通事故
・30-50% が自動車事故を起こしている。

・同年齢の健常者に比し、2.5 から 4.7倍、 衝突
事故を起こすリスクが高い。

→社会の安全のためにも、明らかな危険運転をしてい
る

認知症患者を運転中止に導くシステムが必要
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Odenheimer GL University of Oklahoma college of medicine USA

The role of the physician in determining driver capacity and the AMA guide かか

りつけ医の運転能力評価に果たす役割とAmeican Medical Associationの指針

 先進国 高齢化社会 高齢者の交通事故の増加
１億マイル当りの自動車事故死亡率 10.2％ 85

歳以上 70-74歳で顕著に増加

 認知症高齢者 30％が３年以内に１回は事故

 半数が３年以内に運転を止める

 認知症で治療受けている30％は依然として運転
を継続

 免許更新申請の80歳以上の20％は認知症を有
する

認知症運転者：６人に１人が事故 ７５歳
未満が半数－学会調査」（3月17日/毎日新聞

・日本老年精神医学会の全国調査（認知症ドライバーの全国初）

・調査結果では事故を起こした患者の約半数は７５歳未満で、専門家
から対象年齢の引き下げを求める声

・結果（０８年１～３月に診断された認知症患者７３２９人分のデータ）

患者の１１％が運転（１６％：１３４人が運転中に事故）。事故の９３％は
自損・物損事故。７％は人身事故で、いずれも事故を起こしながら運転
を継続。
・運転者の約７割が日常的に運転。

・運転の目的▽買い物３９％▽通院２４％▽仕事・通勤１４％で、８割近
くが日常生活で車が欠かせないことをうかがわせた。

・調査メンバーの池田学・熊本大大学院教授（神経精神医学）は「認知
機能検査は７５歳以上が対象で、認知症ドライバーの半数が検査から
漏れる可能性がある。検査の対象年齢の引き下げを検討すべきだ」と
指摘している。【板垣博之】

ＩＩＩ．高知大学の研究紹介

～認知症と運転～

1999 東京
日本社会精神医学会
痴呆性老人と車の運転
～運転の中断を試みた
アルツハイマー型
認知症の一例～

○上村直人 北村ゆり
真田順子 井上新平

http://www.rounen.org/
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認知症（痴呆）の自動車運転の実態

医師の対応について

 高知大学附属病院及び関連病院で認知症
（痴呆の診断受けた30名）

 H7～H13年初診時とその後の経過

 医師の運転能力評価の実態

上村直人ほか：「痴呆患者と自動車運転」 脳と神経 ２００５

AD：アルツハイマー病 VaD:血管性認知症
FTLD:前頭側頭葉変性症

運転継続

22

自然に中止

2

家族が免許失効 5

運転継続 13
心理教育アプローチ 2

入院により中断 2

家族中断継続4

運転継続 1

免許失効 1

免許失効
2

上記 認知症患者の運転の実態と医師対応

家族が運転中断
6

30 名

AD:20
VaD:3
FTLD:4

その他:1

初診時 ２００５．４２００２．３

死亡 １
不明 １
通院拒否 １
運転継続 ５
家族中断 ２
入院・入所 ３

改正道交法
２００２．６

実態調査（H7-H13）
認知症の運転の実態と医師対応 要約

 22/30(73.3%) は認知症が発症後も運転

8/30(26.8%)が受診（診断）までに交通事故発

生

 13/22(58.1%) は診断後も運転継続

 軽度レベルの一部は 運転中断を拒否したり

家族の援助で運転継続している例も多い

 中等度以上のほとんどは家族の働きかけで運転中

断 しかし一部ではまだ継続している

 道交法改正後も５/１３（38.5％）は免許更新に

成功し、運転を継続

認知症の運転が及ぼす影響

運転行動上の変化

行き先を忘れる 迷子/行方不明になる

車庫入れ、バックなどで、車を擦る

車間距離が近くて怖い、わき見運転が怖い

信号無視

運転やめたこと自体を忘れてる

痴呆性ドライバーの痴呆重症度と運転適性検査評価

CDR

適性検査
（総合）

CDR0.5
極軽度

CDR1 軽度 CDR2 中等度

４：優 ０ ０ ０

３：良 ３ ２ ０

２：普通 ３ ８ ４

１：低下 ４ ４ ２

０：評価不可 ０ ０ ２

N=32 適性検査：5段階評価 70歳以上の８０％は1か２
70歳以上で4以上は５％のみ

ほとんどの健常高齢者では１か２⇒認知症ドライバーとの鑑別困難

高知大学の取り組み
道路標識テスト作成と有効性
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アルツハイマー型痴呆の重症度判定
FAST( Functional Assessment Staging)

段階 臨床診断 特徴

１ 正常 主観的・客観的に機能低下無し

２ 年齢相応 物の置き忘れ、換語困難

３ 境界 熟練を要する場面で機能低下

４ 軽度 夕食に客を招く段取り、家計管理、買い物
などで支障をきたす

５ 中等度 介助無しで更衣困難、入浴に説得

自動車を適切かつ安全に運転できない

６ やや高度 不適切な着衣、入浴介助、失禁

７ 高度 発語減少、言語理解困難、歩行障害

エーザイ資料 筆者一部改変

単純反応検査 ブレーキ反応時間
（刺激に対する正しい反応を行なったときの反応時間）

健常群と全ＡＤ群で有意差ある。しかし重複が大

Ｎ＝１８ Ｎ＝１８ Ｎ＝１０ Ｎ＝８

選択反応検査 アクセル反応時間
（横断歩行者提示からアクセルから足を離す時間）

健常群、ＡＤ群の重複が大きい。
更に重度群に成績がよい者が含まれている可能性

Ｎ＝１８ Ｎ＝１８ Ｎ＝１０ Ｎ＝８

ハンドル操作検査 速度適応
（3分割（時速30/40/50ｋｍ）した走行路の最
初と最後の区間の誤差累積の差）

健常群とＡＤ群で有意差なし
要因：ＡＤ群は３０ｋｍでも異常値となり速度適応
良好と判定されている可能性がある

松本ら：高齢者の運転の実態と今後の展望
について」：老年精神医学雑誌１６（７）：２００５

運転シミュレーターによる
アルツハイマー病の運転
行動特徴

認知症患者の自動車運転と
交通事故予測

諸隈陽子ら ２００６ 老年精神医学会口演スラ
イド

目的
認知症患者の自動車運転の実態について中長期的調査を行
い、問題点を明らかにすること

倫理的配慮
患者の個人情報に配慮し高知大学倫理委員会の承諾下に
施行した

調査方法
期間：1995年9月～2005年8月
対象：高知大学及び関連病院精神科を受診し運転免許を保持

している認知症患者
患者数 ：83名（男性63名、女性20名）
平均年齢：70.7±9.7歳

Alzheimer s 
disease (AD)

FTD

Semantic Dementia (SD)

Progressive non-fluent Aphasia
(PA)

ADとFTLDの主病巣 頭（大脳）構造と運転行動障害

標識の意味が判らない
信号を守らない
車間距離が短くなる

行き先を忘れて帰れない
センターラインを超える
距離感がなく
接触事故を起こしやすい

認知症の内訳
診断 人数

（名）
（男性：女性）

年齢
（歳）

ＣＤＲ
（０．５・
１・２）

AD 41
（28：
13）

70.5±9.8 １０・２
４・７

VaD 20
（19：
1）

75.2±7.3 ２・１３・
５

FTLD 22
（16：

67.2±10.
1

６・１２・
４

AD:Alzheimers Disease,FTLD:Frontotemporal lobar degeneration,

VaD:Vascular Dementia ＣＤＲ：Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｄｅｍｅｎｔｉａ Ｒａｔｉｎｇ
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背景疾患別交通事故率と事故内容
交通事故率
（名）

事故危険運転特徴

AD （ｎ＝41） 39.0％（16） 迷子運転
枠入れで接触事故

VaD（ｎ＝20） 20％（4） 操作ミス
速度維持困難

FTLD（ｎ＝22） 63.6％（14） 信号無視、追突事故
わき見運転

全体（Ｎ＝83） 40.9％（34） 認知症の原因で差異を認め
る

認知症といっても、その原因疾患により事故率や事故内容は異なる

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病 前頭側頭型認知症 脳血管性
認知症の鑑別と運転行動特徴

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型痴呆 前頭側頭型痴呆 脳血管性痴呆

主な精神
症状

記憶障害

空間失見当識

人格障害

行動障害

記憶障害
せん妄（夜間）

空間見当
識

失見当識 保持される 失見当識

周囲との
接触/診察
態度

取り繕い・
場合わせ

作話・多幸

考え不精

Going my way

人格の先鋭化

感情失禁

運転行動 行き先忘れ

接触事故

信号無視・わき見
運転・追突事故

注意障害

運転操作ミス

認知症（痴呆）は原因により行動・症状も大きく異なります
そのことから運転行動や運転能力も異なると予測されます 図１：認知症の原因別による運転行動・交通事故の危険性の相違（FTLD vs DAT）
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行き先忘れ 車庫入れの失敗 車間距離の維持困難 信号無視 わき見運転/注意散漫運転運転行動の変化 交通事故/違反

前頭側頭葉変性症（ＦＴＬＤ）(n=8)

アルツハイマー型痴呆（ＡＤ）(n=23)

＊

n.s.

＊ ＊ ＊

＊
n.s.

*:P<0.001;Fisher`s exact test

%

図2： 交通事故までの期間（認知症発症後）
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症例3：免許センターで運転は問題
ないと判定された意味痴呆の男性

 74歳 男性 右側頭葉萎縮優位のSD

 会話が通じないことを主訴に高知大学物忘れ外来受診意味性
痴呆と診断 粗大なエピソード記憶障害はなくADLは保た
れているが毎日刺身へのこだわり強い 車以外公共交通機関
なし

 運転 スピードの出しすぎ 黄色車線での追い越しの頻発
信号無視 車間距離保持困難（前の車をあおる）

 主治医から免許センターでの運転適正検査を勧告
→２００５年実施→運転操作はまったく問題なしと

太鼓判をもらい、更に患者は自信をつける

→妻はほっとする反面、信号無視や追越があるため

同乗に恐怖感
FTLDはガイドラインでは痴呆診断＝免許停止ではない

症例提示：運転をﾘﾊﾋﾞﾘと考え中断に躊躇する男性

 64歳、男性。元タクシー運転手
 X年12月、ＯＯ、軽度ＯＯと診断
 運転 のろのろ運転
妻：「職業柄、車の運転に自信もあるため、家族親戚
からは運転止められているが本人やめたがらない」

 経過
X+0.5年、運転は出来ると外出したがり毎日ﾄﾞﾗｲﾌﾞに外
出

妻：運転がﾘﾊﾋﾞﾘになるからと積極的にﾄﾞﾗｲﾌﾞ連出し。
↓

X+1年頃から、バックの際に車をよく擦る
同年の免許更新は成功（道交法改正後）

↓
スピードをよく出す、注意散漫、など妻が事故危険性
をおそれ、助手席で運転援助

この方は運転をやめるべきかどうか？
判断するには何が必要か？
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症例2：事故の事故処理ができないま
ま 運転継続を続けるDATの女性

 75歳、女性。Ｘ-1年（74歳時）健忘。
Ｘ年4月（75歳時）、アルツハイマー型痴呆 ごく軽度痴呆レベルと診
断

 車の運転
行き先忘れ 右折場所を指示しないと目的地に着けなかったり、
夜間の道順障害

 家族対応
患者の夫は免許を保持。地域会合の飲酒する際、妻の運転に頼っていた。

↓
 患者の運転の様子を見るうちに徐々に夫は危険を感じる

↓
 改正道交法施行後、免許更新成功

↓
 X+2年、公共バスとの接触事故
患者：まったくそのことを忘却
保険会社が患者本人から夫に運転者の名義変更で対処
その後患者は外来では運転を継続可能と主張

症例：反社会的行動、脱抑制、当て逃げ運
転により精神病院入院となった前方型痴呆

例

 58歳、女性 右利き

 X-2年（56歳）頃から健忘、清潔観念の低下、人格変化

前頭型痴呆と診断

 運転 X-1年、注意散漫、頻回に接触、当て逃げ事故

交通事故の反省なく、病識なし。車に乗り続け、その後、交通事故を頻発

 運転要求が頻発し、免許センターでの実車テスト施行

実車テスト結果（患者の許可を取った上で、その模様をビデオ撮影）

（1）運転動作が粗雑で、指示したコースが覚えていない、

（2）各場所での確認動作が出来ない、

（3）停止線を越えての停止、赤信号見落とし、線路内への停止なし乗り入れ、
中央線はみ出し、反対車線へ乗り越え、障害物の回避不十分、方向指示器の出
し遅れ

（4）間違ったコースへの強引な侵入、およびバックする時の確認なし

（5）前方車輌発見時のスピードダウンが出来ていない、また上記失敗に対する
自覚が欠如

 中断勧告→本人は納得できず、ビデオの様子を見ても自分の失敗に自覚まった
くなし。その後単科精神病院に転院

症例：運転中断のための診断書提出に
至らない前方型痴呆の一例

 74歳 男性 70歳時～人格変化

X-1～X年初旬：交通事故頻発（自損事故、タイヤを溝に落とす）
X年7月：MMSE26/30、RCPM29/37、MRI：前頭葉（左＞右）
有意の萎縮

 運転行動

軽微な自損事故を繰り返す 本人：「事故はない」と深刻みなし

 ＜運転実車評価＞

実車テスト：確認行為の不備、停止線越え停止、赤信号の見落と
し、バック時の後方確認見落とし、急発進、急ブレーキ など多数の
安全運転上の問題が明らとなり、同席した家族も驚く

後日本人と家族に対して、実車テストの結果を元に免許センター
への運転免許返納および運転中断を依頼するように勧告

↓

患者本人はわかったという反面、すぐに大丈夫と反論、家族：「本
人がゆうこと聞かないからあきません」とのべ、運転中断には至って
いない。

 家族も中断に協力的でないため、診断書提出に至らない

認知症（痴呆）と自動車運転の問題
高知大学での認知症（痴呆）患者に対する自動車運転に関する検討

 認知症患者の実態調査
多くの認知症患者が運転を継続している（改正道
交法施行後も）

 認知症患者では健常ドライバーと比較して
３０～４０％事故の危険性が増加する

 法的な対応：運転危険な高齢ドライバーも
免許更新に成功する

 高齢者（認知症）運転は家族生活にも影響

 認知症の背景疾患により運転行動特徴異なる

そこで今後免許行政や法制度も含めた見直しが必要 池田班 H15-17 長寿科学総合研究事業
「痴呆性高齢者の自動車運転と権利擁護に関する
研究」主任研究者 池田学

認知症と自動車運転に関する我
が国の研究動向 参考資料

長寿科学総合研究事業「認知症高齢者の自動車運
転に対する社会支援のあり方に関する検討」 主任
研究者 荒井由美子 Ｈ１９－２１年度

「認知症高齢者の自動車
運転を考える 家族介護
者のための支援マニュア
ル 認知症高齢者の安全
と安心のために
荒井由美子編
（http://www.nils.go.jp/

department/dgp/index-

dgp-j.htm）ＵＲＬ
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認知症と自動車運転～今後の展望と課題
厚労省研究班（班長：池田学 愛媛大学）

家族 患者
医療機関

かかりつけ医

公安委員会

行政機関

・改正道路交通法に関する教育
・患者，家族に対す
る指導マニュアル

・High Risk群の

スクリーニング法

・危険性を予測できる
シミュレーターを用いた
プログラムの開発・提供

認知症の人とその家族に対するサポート

体制


