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第 3回 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研究

テーマとして，安全な交通社会の形成と高齢者・障害者の自立的な移動の促進を目指して

います． 

 

＜特別顧問＞ 

 大内 尉義（東京大学医学部加齢医学 教授） 

 本間 昭 （浴風会認知症介護研究・研修東京センター長） 

 

＜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･福祉機器総合開発部長） 

 上村 直人（高知大学医学部神経精神科講師） 

 鎌田 実（東京大学高齢社会総合研究機構機構長 教授） 

 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（国立長寿医療研究センター病院院長） 

 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（目白大学保健医療学部） 

      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内 運転と認知機能研究会事務局 

      電話：03-3300-5232  E-mail ：info@cogdrive.org 

http://cogdrive.org/
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プログラム  

 

開会の辞 13:30            昭和大学医学部精神医学教室   三村 將  

 

セッションⅠ 13:35〜14:35 発表 10分 質疑 5分 

 

東京大学高齢社会総合研究機構長   鎌田 実 

 

１ 脳卒中発症から運転を再開するまでの当院における取り組み 

茨城北西総合リハビリテーションセンター   ○小圷仁美 成田麻実 

小桐友広 久保田一幸 山田聡恵 

 

２ 本人・家族へのアンケート聴取時に必要な視点 

～１年間のアンケート運用のエピソードより～ 

岡山旭東病院   ○光島みゆき 酒井英顕 

 

３ 自動車運転能力の自己認識変容に向け 

           岡山旭東病院    ○酒井英顕 野間博光 

 山崎直哉 

 

４ 自動車運転技能評価（CARD）における実車運転評価の意義 

  ～失語症例を通して～ 

     医療法人畏敬会井野辺病院総合リハビリテーションセンター   

○佐藤俊彦 北迫菜穂美 

加藤貴志 井野邊純一 

                   

 

 

 

休憩 14:35〜14:45 
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セッションⅡ 14:45〜15:45 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 

 

５ 自動車運転の断念を勧められた際の患者の反応について  

  ―症例からの検討― 

佐賀大学医学部認知神経心理学分野      ○堀川悦夫 

佐賀大学医学部神経内科       雪竹基弘 原 英夫 

佐賀大学医学部脳神経外科           松島俊夫 

 

 

６ 環境音が注意機能に及ぼす影響の検討 

 新潟リハビリテーション病院言語聴覚科       ○塚田紗知 

佐藤卓也 更科 彩 

新潟リハビリテーション病院作業療法科        佐藤大樹 

新潟リハビリテーション病院リハビリテーション科   崎村陽子 

 

７．脳損傷者における運転適性を予測するスクリーニング検査の検討 

            札幌秀友会病院リハビリテーション科・ 

             札幌医科大学保健医療学研究科   ○山田恭平 

信州大学医学部保健学科実践作業療法学講座    佐々木努 

札幌秀友会病院リハビリテーション科       杉原俊一 

札幌医科大学保健医療学部作業療法学科          仙石泰仁 

 

８．運転と認知機能測定ツール「CogHealth」 

（株）ヘルス・ソリューション   ○藤原亜紀子 緒方真一 

横倉クリニック                 横倉恒雄 

 

 

 

 

休憩 15:45〜15：55 
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Ⅲ 教育講演１ 15:55〜16:45 

                 

司会 筑波大学人間総合科学研究科    飯島 節 

 

「認知症と自動車運転 —臨床的話題と課題−」 

                       高知大学医学部神経科精神科講師    上村直人  

 

 

休憩 16:45〜16:55 

 

 

Ⅳ 教育講演２ 16:55〜17:35 

                

               司会 昭和大学医学部精神医学教室    三村 將 

「未来の交通社会 

 〜電気自動車技術を中心にしたエコデザイン化と 

  ユニバーサルデザイン化の推進〜」 

 

慶應義塾大学政策・メディア研究科講師   西山敏樹 

 

 

閉会の辞 17：35           筑波大学人間総合科学研究科    飯島 節 
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要 旨 

 

１ 脳卒中発症から運転を再開するまでの当院における取り組み 

 

 医療法人博仁会茨城北西総合リハビリテーションセンター  小圷仁美・他 

 

キーワード：自動車運転，脳卒中，ペーパードライバー教習 

 

【はじめに】 

 当院では，本年度よりセラピスト（以下Ｔｈ）５名による「脳卒中患者の自動車運転を

考える会」を立ち上げた．その中で，脳卒中患者の自動車運転再開に向けた介入や対応に

ついて検討を行ってきた．今回，復職に向けて運転が必要になる症例に対し，自動車教習

所の協力を得て普通自動車と中型自動車のペーパードライバー教習を実施したため報告す

る． 

【症例紹介】 

 ４０歳代，男性．疾患名：両側ＡＣＡ領域脳梗塞．障害名：左片麻痺．高次脳機能障害

（注意障害，処理速度低下）．発症２か月後，当院回復期病棟入院し，身辺動作自立し自宅

退院．当院の関連施設である就労移行支援施設への通所開始．病前は基礎工事の仕事をし

ており，復職への条件として自動車の運転が必須とされていた．  

【取り組み・方法】 

 免許センターでの臨時適性検査では問題なしと判断されたが，ご家族からの不安の声と，

残存する高次脳機能障害からＴｈ間で運転再開について検討する必要性があると思われた．

そのため，各種神経心理学的検査を実施し担当リハ医との面談を行った．また最寄りの自

動車教習所の協力を得て，Ｔｈが同行した上でペーパードライバー教習を行った．その後

症例に対し公道を運転する上での注意点について，教習を担当した教官，Ｔｈによるフィ

ードバックを行った．さらに，復職を前に担当リハ医から自動車運転をする上での注意点

に関する説明を行った． 

【今後の課題】 

 当院の地域性として，患者・家族からの自動車運転への需要は高い．今後，運転再開に

向けた対応方法のマニュアルを作成し，定期的な勉強会を行い，当院におけるＴｈの知識・

対応の統一を図る必要があると思われる． 
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２ 本人・家族へのアンケート聴取時に必要な視点 

 ～１年間のアンケート運用のエピソードより～ 

 

 岡山旭東病院    光島みゆき・他 

 

キーワード：対象者認識，病前エピソード 

 

【はじめに】 

 当院では，当事者にとって地域における支援体制が不十分である現状などから，独自の

「高次脳機能障害者の自動車運転再獲得システム」を数年前より導入し，実施している．

その中で「対象者の認識」を重要視し，本人のみならず家族の「意向アンケート」も実施

している． 

 今回，過去一年間の活動を振り返り，その経験を基に対象者認識を図るツールである「意

向アンケート」を見直した．その見直しに関わる経緯や結果から「対象者認識」における

若干の考察を得たので報告する． 

【振り返りによる気付き】 

a．家族の視点 

 運転の必要性，運転者の性格傾向，入院前運転傾向，対象者との力関係の把握 

 運転を希望または非希望の理由に起因する病前エピソードの把握 

b．運転自信度における純粋性  

 医師や療法士の意向が反映される懸念があった開始時・終了時の自信度において，記載

内容がどの時期においても当人のみの影響である様，内容を変更． 

以上の点が反映されるようツールやシステムの一部を改訂した． 

【考察と今後の展望】 

 本人用意向アンケートに関しては，基本的な視点は著変無く，微細な表現の変更のみに

留まった．今回，家族意向アンケートの改善の一つの理由に，「一度に出来得る限りの情報

を収集する」という事，二つ目に，「今ある現状」の把握も重要であるが，それ以前の「今

までの運転傾向をどの様に感じていたか」という視点が重要であると感じている．本人・

家族が「如何様な認識」をしているかを把握する事は，自動車運転に限らず生活を支援す

る作業療法士として対象者認識は重要な視点であると考える． 

 また，アンケート形式である事で，各療法士の力量によらない一定した情報聴取，ひい

ては，他職種や他専門機関への，より早期のアプローチが可能となり，結果的に家族本人

の意向に直結したリハビリを提供することが出来ると考える． 

 今後は，運転再開後の実態調査などによる長期的視野にたった認識の変容の把握，また

院内スタッフに留まらず，他専門機関の認識向上アプローチとしての勉強会も視野に入れ

ながら実施していく． 



7 

 

３ 自動車運転能力の自己認識変容に向け 

                            

岡山旭東病院    酒井英顕・他 

                              

キーワード：認識，リスクコミュニケーション 

 

【はじめに】  

 当院では，「患者・家族様（以下，対象者）の認識」に着目し，自信（10 段階）と発言

内容を評価し，どの様なアプローチが認識を変容させる手がかりとなるか検討中である．

今回，認識変化を生じた 2症例を経験したので報告する． 

【症例紹介】 

 症例１：PD・60代男性，判断力・遂行機能・注意の転動性にて低下あり，横転事故等あ

るも，妻の意見を聞き入れない為，紹介となる． 

 症例２：脳梗塞・60代男性，失語，軽度失行・判断力低下・右上肢運動無視あり，上肢

機能改善と共に，運転も問題ないと発言あり，介入となる． 

【方法】 

 神経心理学的検査（以下，検査）実施前後，教習後，リスクコミュニケーション実施後

に認識を評価した． 

【結果】 

 症例１：検査前後：殆ど認識変化なし，教習後：スピードを落とす等変化が見られ，妻

からも安心が出来ると発言が聞かれた．リスクコミュニケーション後：今後は時間的ゆと

りがある買い物時のみ実施する事となる． 

 症例 2：検査前：自信 10割あり，「尐し右手が気になる」，検査後：自信 8割，「やって

みないとわからない」，教習後：自信 7割，「控えめに運転する」，リスクコミュニケーショ

ン後：自信 6割，「ハンドルの握り方に気を付ける」等と変化が生じた． 

【考察】 

 家族の同乗・事故の体験・教習等，単独では認識を具体的に変容させる事に繋がらない

事が考えられた．その為，対象者が何を思い・感じる事が出来ていないか，検査結果との

差を評価し，専門職の教習体験を通し，能力・リスク認識について，対象者の理解力・認

識程度に合わせコミュニケーションする個別的・包括的なアプローチが認識を具体化させ，

行動を変容させるのではないかと考えられた． 

 

【参考文献】 

 宮口秀樹：リスク認知とコミュニケーション．作業療法ジャーナル 40:65-72，2006 
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４ 自動車運転技能評価（CARD）における実車運転評価の意義 

  ～失語症例を通して～ 
 

医療法人畏敬会 井野辺病院総合リハビリテーションセンター  佐藤俊彦・他 

 

キーワード：実車運転評価，失語症，言語聴覚士 

 

【はじめに】 

 我々は第 1回研究会にて神経心理学的検査及び実車運転評価を主とした，自動車運転技能評

価を発表した．また第２回研究会にて失語症者の自動車運転技能評価ではコミュニケーション

能力低下の影響を最小限に抑える必要性と，それに対する言語聴覚士の取り組みを報告した． 

 今回，失語症を有し，運転再開・運転中断となった２症例を通して，実車運転評価の意義に

ついて報告する． 

【症例Ａ】 

 ７０代男性・中等度感覚性失語．ＡＤＬ自立．日常生活上で明らかな認知機能低下なし． 

神経心理学的検査では先行研究の基準より全て運転不可であり，特に注意障害及び視覚性記憶

障害が示唆された． 

 症例より運転再開の希望が強く聞かれ，また，日常生活の様子から運転再開の可能性がある

と判断した．言語聴覚士介入のもと実車運転評価を行った結果，運転技能のフィードバックに

加え，注意がそれるため，「運転中あまり話しかけない」といった言語刺激の制限の必要性が

ある事を指導し，条件付きにて運転再開が可能となった． 

【症例Ｂ】 

 ７０代男性・重度運動性失語．ＡＤＬ自立．日常生活にて，CBS より右側の注意障害あり．

その他明らかな認知機能の低下なし． 

 神経心理学的検査ではＴＭＴ－Ａ・Rey複雑図形（即時再生）のみ運転可． 

 症例は運転再開の希望あるが，家人は症例が納得した上で運転を辞めてもらいたいとの希望．

神経心理学的検査と CBSより，医師から運転中止の促しあるが，外泊時運転しようとする言動

あり．家人より不安の声聞かれ，家人同伴にて実車運転評価実施．センターラインのはみ出し，

走行時の接触などあり自動車学校教官から，運転の危険性指摘され，自己の運転の危険性自覚

し運転再開を断念． 

【考察】 

 実車運転評価の意義は，医療機関による認知機能の専門的な評価・分析を行った上で，実際

に運転すること，自動車学校教官から専門的なフィードバックを受けることで，自己の運転技

能を認識できると考える． 
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５ 自動車運転の断念を勧められた際の患者の反応について 

  ―症例からの検討― 

 
佐賀大学医学部認知神経心理学分野    堀川悦夫・他 

 

 

 物忘れ外来や神経内科，脳神経外科のなどの診療の過程で，身体・運動機能に加え認知機能

の観点から運転断念を推奨せざるを得ない場面に遭遇した際に，様々な患者の反応が見られる．

当院においては，医学的検査・診断に加え運転適性検査の結果を踏まえて運転断念を推奨して

いるが，患者が容易に運転断念に同意することは尐ない． 

 本報告においては，運転断念を勧めた際の反応で特徴的な症例について，医学的側面に加え，

患者の生活状況や家族の意見を踏まえて考察を行う． 
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６ 環境音が注意機能に及ぼす影響の検討 

 

新潟リハビリテーション病院言語聴覚科    塚田 紗知・他 

 

キーワード：環境音，自動車運転，注意，CPT 

 

【目的】 

 本研究は健常者を対象に持続性注意検査である continuous performance test（以下 CPT）

を用い，無響音(以下無音)，ホワイトノイズ(以下 WN)，自動車運転環境音(以下環境音)の

3 つの音響条件が注意課題の遂行にどのような影響を及ぼすかを明らかにすることを目的

に行った． 

【対象と方法】 

 対象は当院に勤務する職員 47名(男性 10名，女性 37名；平均年齢 38.5歳±11.8）． 

CPTは標準注意機能検査法の下位検査を用いた．SRT課題，X課題，AX課題の 3課題をそれ

ぞれ無音，WN，環境音の 3条件下で実施した．環境音は市販の環境音 CDから自動車走行音，

踏み切り遮断機音，緊急車両サイレンなどを独自編集し用いた．防音設備のある個室で，

WN，環境音はスピーカから 75～80dbの音量で流した．3課題の平均反応時間，反応時間の

変動係数，正答率，的中率について統計的手法を用い検討した． 

【結果】 

 検査データに欠損のない対象者は 41名であった(男性 10名，女性 31名)． 

 SRT 課題での平均反応時間は無音 292.80±39.98m 秒，WN 297.80±33.57m 秒，環境音

321.47±56.96m秒となり，3群間で有意な差を認めた(P＜0.01)．X課題での平均反応時間

は無音 446.56±66.08m秒，WN 463.79±59.32m秒，環境音 464.00±66.34m秒となり有意

差はみられなかった．AX 課題での平均反応時間は無音 412.04±70.41m 秒，WN 421.62±

62.46m秒，環境音 423.97±57.30m秒となり有意差はみられなかった．その他，変動係数，

正答率，的中率は 3課題のいずれでも 3群間の有意差はみられなかった． 

【考察】 

 SRT 課題は試行時間の短い課題であり，短時間であれば環境音の影響を受けやすく注意

に支障をきたすと思われる．しかし試行時間の長い X課題や AX課題では環境音に対する慣

れが生じ被影響性は尐ないと思われる．これが脳損傷者ではどのようになるかも数例であ

るが供覧したい． 
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７ 脳損傷者における運転適性を予測するスクリーニング検査の検討 

 

        札幌秀友会病院リハビリテーション科・札幌医科大学保健医療学研究科 

   山田恭平・他 

 

キーワード：自動車運転評価，スクリーニング検査，運転適性 

 

【はじめに】 

 脳損傷者に対する自動車運転評価には，スクリーニング検査として多くの神経心理学的

検査が用いられている．しかしながら，将来の運転適性を予測するという観点から，種々

の神経心理学的検査と実際の路上評価の関連を検討した報告は尐ない．本研究では，2004

年から 2010年の間に当院で運転評価を実施した脳損傷者 70名の神経心理学的検査と路上

評価の結果を比較し，有用となるスクリーニング検査を検討した． 

【方法】 

 スクリーニング検査には，MMSE，kohs立方体組み合わせテスト（kohs），Trail Making Test

（TMT）を用いた．路上評価は，自動車学校の協力のもと教習車を使用し，最終的に医師が

適性判断を行った．医師の適性判断に基づいて，運転可能群（可能群），条件付き運転可能

群（条件群），運転中止群（中止群）に分類し，上記の検査結果について群間比較を行った． 

【結果】 

 路上評価の結果から，可能群 18名，条件群 42名，中止群 10名となった．神経心理学的

検査においては，MMSE では，可能群で 28.9±1.5 点，条件群で 27.6±1.8 点，中止群で

26.3±2.5点であり，3群間で有意な差は認められなかった．Kohsでは，可能群で IQ101.5

±20.2，条件群で IQ85.7±20.0，中止群で IQ80.7±20.8 であり，3 群間で有意な差は認

められなかった．TMT partAでは，可能群で 117.5±32.1秒，条件群で 134.1±44.3秒，

中止群で 218.2±119.9秒であり，3群間で有意な差が認められた． 

TMT partB では，可能群で 145.3±53.2 秒，条件群で 181.2±70.9 秒，中止群で 271.1±

148.8秒であり，3群間で有意な差が認められた． 

【考察】 

 本研究で用いた 3つの検査はすべて，可能群，条件群，中止群の順で成績が低下する傾

向にあり，特に TMTA，B において関連性が認められた．TMT に関しては，多くの神経心理

学的検査の中で，運転適性との関連が強い検査の１つとされており，視覚的探索能力に加

え，判断や予測を行う前頭葉機能を評価する TMTがスクリーニング検査としては有用であ

ることが考えられた． 
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８ 運転と認知機能測定ツール「CogHealth」 

 

（株）ヘルス・ソリューション    藤原亜紀子・他 

 

キーワード:：認知機能測定，運転と疲労，CogHealth, パソコン検査 

 

 運転と認知機能を考える際，高齢者の認知機能障害の他に，飲酒・疲労・睡眠不足や脳

外傷による機能低下，さらにはメンタル不全と呼ばれる障害など広範囲の認知機能低下要

因を考慮する必要がある．ところが，これらの認知機能低下と運転への適性を判断する客

観的な検査法は現在存在せず，認知機能を正確かつ客観的に測定する方法が求められてい

る．オーストラリアの医師・学者グループにより開発された認知機能測定ツールである

CogHealth 検査は反応速度，記憶力および注意力を中心とする認知機能を，パソコン上の

トランプに対する応答により測定し，結果は客観的な数値として表わされる．測定データ

は自動解析され，同年代の健常者の数値と比較して偏差値として表示される． 

 CogHealth検査は，高齢者の認知機能障害，特に軽度認知機能障害（MCI）を早期に発見

できることが既に海外の研究でわかっており，日本でも「認知機能検査法」として厚労省

からも認められている．また，飲酒・睡眠不足や疲労に伴う認知機能低下，麻酔からの覚

醒などが高感度で正確に検査できることも研究から立証されている．例えば，睡眠をとら

ずに起きたままの状態で CogHealth検査を用いて測定すると，１８時間目には反応速度，

選択反応，記憶力などが有意に低下し，２０時間を過ぎるとあらゆる項目でスコアが顕著

に低くなり，飲酒による血中アルコール濃度が 0.05%の時（オーストラリアでは飲酒運転

として罰せられる濃度）と同じ程度の認知機能低下であることがわかっている．CogHealth

検査により，「飲酒と判定され，車の運転が禁止されている程度の認知機能」を一つの基準

として，運転への適合性や安全性を判断することが可能であると思われる． 


