運転と認知機能研究会
2012

日時： 平成 24 年 12 月 1 日（土）
12：20～18：00
場所： ルークホール（持田製薬株式会社 2 階）

第 5 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講座教授）
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 （独立行政法人国立長寿医療研究センター 長寿政策科学研究部部長）
飯島 節

（筑波大学大学院人間総合科学研究科教授）

池田 学

（熊本大学大学院生命科学研究部神経精神医学分野教授）

井上 剛伸 （国立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）
鎌田 実

（東京大学高齢社会総合研究機構機構長、教授）

上村 直人 （高知大学医学部神経精神科講師）
種村 留美 （神戸大学大学院保健学研究科教授）
玉井 顯

（敦賀温泉病院院長）

鳥羽 研二 （独立行政法人国立長寿医療研究センター病院院長）
森田和元

（独立行政法人交通安全環境研究所 自動車安全研究領域上席研究員）

三村 將

（慶應義塾大学医学部精神神経科学教室教授）

事務局

（五十音順）

藤田 佳男（目白大学保健医療学部）
研究会 HP：http://cogdrive.org/
連絡先：〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35
慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室内 運転と認知機能研究会事務局
電話：03-5363-3829

E-mail ：info@cogdrive.org
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プログラム
開会の辞

12：20

セッションⅠ

12：30～13：30

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室
発表 10 分 質疑 5 分
座長 高知大学医学部精神神経科

三村 將

上村直人

1. ドライビングシミュレータ上での事故と注意機能との関連
1)井原市立井原市民病院
2)神戸大学大学院保健学研究科
3)九州産業大学
情報科学部 情報科学科
1)
○ 藤井聖子 2)，種村留美 2)，合志和晃 3)
2. Stroke Drivers’ Screening Assessment 日本語試作版の紹介
1)井野辺病院 総合リハビリテーションセンター
2)大分県立看護科学大学大学院博士課程後期 看護学研究科健康科学専攻
○ 久保田直文 1)，加藤貴志 1) 2)，佐藤天志 1)，井野辺純一 1)
3. BIT で運転場面での USN 症状を検出できなかった症例についての一考察
1)新潟リハビリテーション病院
リハビリテーション部
2)新潟リハビリテーション病院
リハビリテーション科
1)
1)
○ 外川 佑 ，桑名智子 ，野口淳子 1)，山田理沙 1)，小股
﨑村陽子 2)

整 2)，

4. 記憶障害者の運転に関する一考察 ～当院の課題も含めて～
イムス板橋リハビリテーション病院
○ 澤田辰徳，白鳥美香，鈴木友恵

休憩

13：30～13：40

セッションⅡ

13：40～14：40

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. 高齢ドライバーにおける記憶障害型 MCI が運転技能に及ぼす影響
1)名古屋大学大学院医学系研究科 精神医学分野
2)豊田中央研究所
3)名古屋大学大学院医学系研究科 老年内科
○ 河野直子 1)，岩本邦弘 1)，飯高哲也 1)，尾崎紀夫 1)，江部和俊 2)，
鈴木裕介 3)，長谷川潤 3)，梅垣宏行 3)
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6. 認知症および高次脳機能障害患者の運転適性に関する研究（１）
～運転適性検査結果の分析～
1)佐賀大学大学院 医学系研究科
2)佐賀記念病院
3)佐賀大学医学部・同附属病院
○ 町島希美絵 1)，橋本大輔 2)，小野茂伸 3)，浅見豊子 3)，雪竹基弘 3)，
原 英夫 3)，堀川悦夫 3)
7. 統合失調症患者の運転行動と日常的認知機能との関連
－家族への調査の検討から－
富山大学大学院 医学薬学研究部
○ 星野貴俊，松井三枝
８. 「認知症者、特に DLB 患者の視覚認知機能評価について
～新たな視覚認知機能評価機器を用いた検討～」
1)高知大学 精神科
2)熊本大学 精神科
3)高知工科大学 情報群
○ 上村直人 1)，福島章恵 1)，今城由里子 1)，下寺信次 1)，井上新平 1)，
池田 学 2)，銭謙 3)，篠森敬三 3)

休憩

14：40～14：50

教育講演Ⅰ

14：50～15：30
司会

東京大学高齢社会総合研究機構

鎌田

脳損傷者の運転指導について
国立障害者リハビリテーションセンター 自立訓練部機能訓練課自動車訓練室
熊倉良雄

休憩

15：30～15：40
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実

教育講演Ⅱ

15：40～16：10
司会 筑波大学大学院人間総合科学研究科

飯島

節

米国における高齢運転者対策
東京都青少年･治安対策本部 総合対策部交通安全課（元警察庁交通局）
水田隆三（代読、三村 將）

休憩

シンポジウム

16：10～16：20

16：20～18：00
司会 慶應義塾大学医学部精神神経科学教室

三村 將

「これからの運転適性評価のありかた」
井野辺病院での取り組みから
井野辺病院総合リハビリテーションセンター

加藤貴志

米国の運転適性評価およびリハビリテーション
目白大学保健医療学部 講師

藤田佳男

リハ科医として臨床の現場から
東京都リハビリテーション病院

武原 格

閉会の辞

18：00

筑浴風会認知症介護研究・研修東京センター

18：15～ 懇親会
四谷胡桃屋 ～くるみや～（新宿区四谷 1-7
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松山ビル 1F）

本間 昭

１

ドライビングシミュレータ上での事故と注意機能との関連

○ 井原市立井原市民病院 神戸大学大学院保健学研究科

藤井聖子

キーワード：注意機能，事故，脳損傷者

【はじめに】
自動車事故は注意機能と関連があると示されてもいる．脳損傷者の運転は，健常者
よりも危険率が 2 倍以上高く，事故を起こしやすいといわれている．事故防止として
運転時間を短くする，交通量の少ない場所を選ぶ等対策があるが，根拠のない指導だ
ともいわれている．注意機能が事故にどのような影響を与えるか不明確であり，対策
も明らかではない．脳損傷者を対象に，ドライビングシミュレータ（以下 DS）上での
事故と注意機能の関連を，標準注意検査法（以下 CAT）を用いて分析した．
【方法】
対象者は脳損傷者 12 名（♂11，♀1），平均年齢 58.2±10.8 歳，事故経験あり 2 名，
なし 10 名だった．使用機器は，ハードウェアはパーソナルコンピュータ，ディスプレ
イ３台，ハンドル型コントローラ，ソフトウェアは松永・合志らが開発した DS を改良．
走行は約 10 分．直線・右左折あり．信号機，追従走行・併走・横断車への対応が必要．
手順は，MMSE，コース立方体検査，レイ複雑図形，CAT，DS を実施．分析は DS 事故あ
りなし群間の神経心理学的検査の比較に Mann-Whitney の U 検定を用い，有意水準を
５％とした．
【結果】
DS 事故ありは 7 名，DS 事故なしは 5 名であった．DS 事故有無間では，Digit
span(backward)，Visual cancellation task「3」の所要時間，Visual cancellation task
「か」の所要時間，AX 課題的中率にのみ有意差を認めた．
【考察】
DS 事故が事故歴より多く，DS 事故との関連は CAT のみで，この DS は注意機能を反
映しやすいと考えられる．DS 事故は，覚度，注意の持続性，選択性が関与していた．
注意の覚度・持続性が低下すると時間とともに成績が低下する．選択性が低下すると
妨害刺激に注意が転導し，行動の一貫性が損なわれる．これらの機能が低下すると事
故を起こしやすいとわかる．覚度・持続性を正確に捉え，運転時間を決める．妨害刺
激が少ないつまりは交通量が少ない場所を選ぶなどの対策をとることは重要だと今回
の結果からも導き出された．
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Stroke Drivers’ Screening Assessment 日本語試作版の紹介

〇 井野辺病院 総合リハビリテーションセンター

久保田直文

キーワード：SDSA，運転可否予測，高次脳機能

【はじめに】
脳損傷者の運転可否判定において，神経心理学的検査と運転技能の関連についての
報告が多くなされている．H Devos 等は運転可否予測に有効な神経心理学的検査につ
いてメタアナリシスを行い，Stroke Drivers Screening Assessment (Nouri & Lincoln,
1992, 以下 SDSA)の構成課題が可否予測に有効である事を報告している．今回，我々
は原著者の許可を得て SDSA 日本語試作版(以下 J-SDSA)を作成した．症例への使用経
験を報告する．
【方法】
SDSA は Dot Cancellation Test, スクエアマトリクス ダイレクション・コンパス,
交通標識認識テストの 4 課題からなり，注意・空間認知等の評価を行う．原著の英国
版に加え北欧・米国版も開発されている．結果は「運転可・不可」の 2 段階判定で行
われ各課題結果を予測式にあてはめ算出する．症例は初回発症の脳血管障害者患者 5
名(平均年齢 64.4±9.7 歳，右麻痺１名，左麻痺 4 名)．3 名は運転再開に向け自動車
学校での実車評価を実施．2 名は実車評価と法的手続きを経て，既に運転を再開して
いた．運転を再開していた者の内 1 名は実車評価にて問題なく運転可能と見込まれて
いた．残り 1 名は教習指導員より家族の同乗，決められたコースのみ運転を行う等の
助言を受けていた．5 名に対し J-SDSA を行い実車評価結果との比較を行った．
【結果】
J-SDSA にて，条件付き運転再開を勧められた 1 名のみが運転不可とされた．実車評
価では，3 名とも運転可能と見込まれた．結果として J-SDSA で運転可とされた 4 名は
実車評価の運転可能群と合致し，不可とされた 1 名は運転再開に関し助言を要する者
であった．運転可群 4 名の神経心理学的検査結果は TMT-A 41.75±9.2･ B 75.2±8.0
秒，コース立方体 IQ98±9.8 であった．要助言の 1 名は TMT-A 60･ B 118 秒，コース
立方体 IQ81 であった．
【考察】
SDSA は信頼性・妥当性が検証されており，予測精度は 80％とされている．今回の検
討では J-SDSA 結果と実車評価結果に合致がみられた．今後症例数を増やし，国内の道
路環境で用いうる検査となるよう検討を勧めていきたい．
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BIT で運転場面での USN 症状を検出できなかった症例についての一考察

○ 新潟リハビリテーション病院 リハビリテーション部

外川

佑

キーワード：BIT(行動性無視検査)，USN（半側空間無視），自動車運転評価

【はじめに】
BIT は USN の評価として本邦で開発され，自動車運転評価の一つとして用いられて
いる．今回，BIT がカットオフ以上であり ADL 上も問題がみられなかったが，運転場
面ではじめて USN 症状が観察された症例を経験したので報告する．
【症例情報】
30 代男性，診断名：右被殻出血(70ml)，もやもや病，障害名：左片麻痺．身体機能：
Br.stage 上肢Ⅵ，下肢Ⅵ，手指Ⅵ．ADL 全自立，歩行独歩自立レベル（左側の物にぶ
つかる場面があると話す）であった．高次脳機能：BIT 通常 145/146(星印抹消試験-1），
行動 79/81(写真課題-2），WAIS-Ⅲ:VIQ97，PIQ97，FIQ96, PS(処理速度)86,TMTpartA43
秒，PartB91 秒，BADS 年齢補正標準化得点 108(平均)，CAT：PASAT1 秒条件正答率 35%，
2 秒条件正答率 55%，発症 2 ヶ月半後に運転評価実施．
【自動車運転評価結果】
CRT 運転適性検査：反応速度の遅延があり，ハンドル操作誤差率も高く左側に偏位
していた．速度が増加した場面や複数課題下においてはさらに誤差率が増加した．
実車運転評価：停止車両の横を走行する際に左側をこすりそうになった場面や，左
後方へ車庫入れする際に左側を開けすぎて右側をこする場面が観察された．
運転についてのコメント：「思ったより近かった．気付いたらぶつかっていた．」
【考察】
石合は BIT がカットオフ以上でも ADL 場面において USN が観察される場合があると
述べている．本症例は CAT の結果から注意配分性の低下が観察され，シミュレータや
運転場面など動的な場面において情報処理面での負荷が増大したことで，USN 症状（左
空間への注意低下）がより顕著になったものと考えられた．
本症例を通して，USN は運転場面の様に動的な複数課題下での評価を行うことで，
より検出されやすい可能性があることが示唆された．
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記憶障害者の運転に関する一考察

～当院の課題も含めて～

○ イムス板橋リハビリテーション病院

澤田辰徳

キーワード：記憶障害，運転，社会的制約

【はじめに】
認知機能の中でも記憶障害者の運転に関してはその判断に苦慮することが多い．当
院が所在する東京都に至っては医師の診断書が必要なことが多く，その際に記憶障害
に関する項目も含まれている．今回，記憶障害を呈した事例に対して興味深い知見が
得られたため，当院の課題も含めて報告する．
【事例紹介】
51 歳男性．くも膜下出血後，動脈瘤のクリッピング術等を行い，約 2 ヶ月後，当院
回復期リハビリテーション病棟へ転院した．入院当初から麻痺はなかったが，自分の
部屋を間違える等認知機能の問題が多々見られた．約 1.5 ヶ月で歩行杖なし自立，病
棟 ADL 自立し，復職時の運転（郵便局の配送）が必要ということで当院外来受診とな
った．
【認知機能・運転機能評価】
TMT-A 36 秒，TMT-B 147 秒，BIT 下位検査問題なし．リバーミード行動記憶検査の
標準プロフィール点 13/24，スクリーニング点 4/12 であり，生活上も記憶の問題が見
られた．記憶以外に運転に関連する問題がないということで，自動車教習所での実車
を行った．見通しの悪い交差点を減速しないという箇所以外は問題がみられなかった．
医師との協議の結果，更なる専門機関で判断してほしいということで，他機関での自
動車運転評価を依頼した．結果としては記憶障害により，運転は控えた方が良いとい
うことであった．東京都の書類にも記憶障害が記されていること等も重ねて現在では
運転困難と本人・家族に伝え，数ヶ月後再受診ということで，外来は一旦終了となっ
た．
【その後の経過】
その後の電話調査にて外来終了後，数か月で復職し，適正相談を受けずに運転して
いることが判明した．復職に関しては，決まったルートの配収のみをしており，すで
に 2 年近く勤務しているが，特に大きな問題はないということであった．
【考察】
本事例は病院の忠告を無視した結果であるが，結果として復職し問題なく数ヶ月勤
務しているということになる．認知症等の広範的な認知障害に関しては運転するのは
困難であろうが，限局した記憶障害に関して，実車で問題がなければ運転可としても
良い可能性が考えられた．しかし，法律的な問題や実車できる教習所が少ない等社会
的な壁が多く存在するため，そこを解決する必要性が示唆された．
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5

高齢ドライバーにおける記憶障害型 MCI が運転技能に及ぼす影響

○ 名古屋大学大学院医学系研究科 精神医学分野

河野直子

キーワード：aMCI，高齢ドライバー，ドライビング・シミュレータ，実行機能

先行研究は，変性性疾患による認知機能低下と交通事故リスクの関連を指摘する一
方で，認知症の前臨床や早期ステージの群を対象とした場合，一貫した関連が指摘で
きないことを報告する．本研究では，記憶障害型の軽度認知障害（aMCI）を有する運
転者の認知機能低下と運転技能の関連について，ドライビング・シミュレータ(DS)を
用いて検討した．現在も自動車の運転を週 1 回以上の頻度で続けている，19 名の健常
若年者(HYA)，26 名の健常高齢者(HEA)，12 名の aMCI を有する高齢者に対して，追従
走行，車線維持，急ブレーキの 3 種類の DS 課題を課した．高齢参加者に対しては，DS
課題に加えて，各種の認知機能検査も課した．その結果，追従走行課題，車線維持課
題において aMCI 群と HEA 群は，HYA 群に比べて，有意に低成績であった．また，aMCI
群は，HEA 群に比べて，追従走行課題において有意に低成績であった．相関分析の結
果，高齢参加者について，追従走行課題の成績と Trail Making Test-B の成績との間
に正の相関を確認した．これらの結果は，aMCI と正常加齢による認知機能変化が運転
技能に与える影響に違いがある可能性を示し，またその違いが視空間探索の柔軟性や
実行機能といった認知機能側面と関連することを示唆する．
Reference: Kawano et al. (2012) EFFECTS OF MILD COGNITIVE IMPAIRMENT ON
DRIVING PERFORMANCE IN OLDER DRIVERS. Journal of American Geriatric Society,
60(7),1379-1381.
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6 認知症および高次脳機能障害患者の運転適性に関する研究（１）
～運転適性検査結果の分析～
○ 佐賀大学大学院 医学系研究科

町島希美絵

キーワード：運転適性検査，運転シミュレータ

【はじめに】
運転者の認知機能の低下は交通事故の危険因子であることから，認知症や高次脳機
能障害の診断・治療に際し，認知機能低下と運転適性の評価が必要となる場合がある．
現在，運転適性検査として机上検査，運転シミュレータ等様々な方法が用いられてい
る．当研究グループでは運転シミュレータによる運転適性評価を行って診断・治療に
加え，併せて対象者に報告している．今回，医療現場における運転適性検査の問題点
について分析する．
【方法】
対象者：2009 年以降に認知機能低下と運転適性評価が必要と判断された患者 25 名
（19 歳から 82 歳，平均 56.28 歳，標準偏差 15.57 歳）であった．
運転シミュレータ検査：PC ベースの H 社製シミュレータを用いた．同用ソフトと PC
用ゲームハンドル及びペダルを用いて，単純反応時間測定，選択反応時間測定，ハン
ドル操作課題，複合検査の４種類の検査を行った．②運転状況調査：免許取得年齢，
運転経験，事故・違反歴，移動目的について記入させた．
【結果】
運転適性検査の評価は，基準値をもとに評価点１から 5 点として数量化した．単純
反応時間は全体的に遅かった．選択反応時間測定において，正確さは評価点 3 と平均
的であったものの，反応時間そのものは単純反応時間よりも遅い値を示していた．複
合課題では，速度優先と正確さ優先に大別できるが，今回の対象者は正確さ優先の傾
向が見られた．対象者は，運転適性検査として説明を受けているものの，検査時の動
機づけが低いような態度を示す場合があり，全力をあげて反応するように指示される
例も見られた．
【考察】
運転シミュレータによる運転適性評価を医療の現場において用いるためには，対象
者の運転がより現実場面に近い状況で評価されることで妥当性と信頼性を高める工夫
が必要である．今後は疾患や症状との関連の分析を行っていく．
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7 統合失調症患者の運転行動と日常的認知機能との関連
－家族への調査の検討から－
○ 富山大学大学院医学薬学研究部

星野貴俊

キーワード：統合失調症，運転行動，認知機能，家族調査

【はじめに】
統合失調症は，道路交通法施行令において免許の停止または拒否などの事由に挙げ
られている．一方で，安全な運転に必要な認知や判断等に問題がない場合はその限り
ではないとの除外基準も設けられている．しかし，統合失調症と運転行動との関連に
ついて検討した研究はほとんど見られない．本研究では，家族アンケートによって患
者の運転行動の実態と日常的な認知機能水準を調査し，両者の関連についての基礎的
データを収集することを目的とした．
【方法】
富山市内で開催された統合失調症患者の家族のための教育セミナー参加者 53 名（父
母 39 名，兄弟姉妹 7 名，配偶者 1 名，不明 6 名）に対して，患者の運転行動（免許の
有無，運転の頻度など）と日常的認知機能の水準（注意，記憶，遂行機能，運動/スキ
ル）についての調査を行った．本研究は富山大学倫理審査委員会の承認を受けている．
【結果】
本研究の調査対象となった統合失調症患者の 75％が免許保持者であり，日ごろの運
転頻度も高いことが示された．免許保持者のほうが非保持者よりも認知機能面での困
難度が低かった．また，免許保持者のほうが非保持者よりも罹病期間が短かった（M=6.4
vs. 14.7, t=-2.43, p<0.05）．患者の年齢が「記憶」の困難度と，罹病期間の長さが
「遂行機能」の困難度と相関を示した（順に，r=0.36, 0.28）．認知機能水準だけでな
く慢性化などの臨床症状も運転行動の意思決定に関わっている可能性が示唆された．
【考察】
本研究の結果から，統合失調症患者の免許保持率は高く，日ごろからよく運転して
いる実態が明らかとなった．運転は交通手段の確保と利便性という意味で地域での生
活にも社会活動にも影響し，生活の質（QOL）と密接に関わっている．統合失調症患者
がいかなる運転行動特性を有し，それがいかにして認知機能や臨床症状などと関連し
ているか，さらに究明される必要があるだろう．
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「「認知症者，
，特に DL
LB 患者の視
視覚認知機
機能評価につ
ついて
～
～新たな視
視覚認知機能
能評価機器
器を用いた検
検討～」
○ 高知
知大学 精神
神科

上村
村直人

視覚認知，注
注意機能，認
認知障害，運
運転能力評価
価症
キーワード：視

じめに】
【はじ
少 子高齢化を
を迎え，全国
国的に高齢者
者の運転が社
社会問題化している． しかしなが
がら高
齢者 や認知機能
能低下を来た
たしたドライ
イバーの事故
故予測や運転能力評価
価を行う方法
法はま
だ確 立されてな
ない．そこで
で我々は視覚
覚認知障害，
，注意機能に着目した
たデバイスを
を共同
機能低下を来
来たした障害
害者を対象に
に検討したの
ので報告す る．
開発し，認知機
象と方法】
【対象
対象は 2011 年 3 月 1 日～
～2012 年２ 月 28 日まで
でに高知大学精神科物
物忘れ外来を
を初診
氏，認知症疾患
患データベー
ースに登録さ
され，視覚認
認知機能検査
査を施行し た 97 名である．
平均年齢 71.7±
±13.5 才，平
平均 MMSE 2 1.6±5.4 点で，CDR
点
別では
別
CDR0::14 名，CDR
R0.5：
53 名
名，CDR１：111 名，CDR2
2：19 名であ
ある．背景疾
疾患は DAT：11 名，FTTLD：3 名，VaD：
12 名
名，DLB：13 名，MCI：2
27 名，高次
次脳機能障害
害：7 名，そ
その他の精神
神疾患 24 名であ
名
る． 研究参加同
同意は書面で
で行った．基
基本的評価として初診時年齢，罹
罹病期間，MM
MSE，
CDR， IADL,NPI，ZBI，運転
転行動・習慣
慣評価を行っ
った．本研究は高知大
大学医学部倫
倫理員
得し研究を実
実施した．
会の承認を取得
果】
【結果
視 覚機能検査
査結果では標
標準偏差比 （Attention
n 課題有無に対する有
有時の位置決
決め標
準偏差）と MMSE の関係では
は，DLB 群（8 名
名）で統計的
的に有意な相
相関が認めら
られた（P=0.
.027）
（グラフ参照）．
【考察
察と結語】
当 日は我々の
の開発した視
視覚認知機能
能検査機器の
の紹介と合わせて，上
上記対象者に
に施行
した 検査結果と運転行動お
および神経心
心理学的評価
価との関連性について
て分析を行っ
った結
果について紹介
介する．今回
回の我々の運
運転能力評価
価実験では DLB 群で有
有意な結果を
を得ら
D の運転能
能力を評価で
できることが
が示唆され た．
れたことから，本機器で DLB
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教育講演Ⅰ

脳損傷者の運転指導について

国立障害者リハビリテーションセンター
自立訓練部機能訓練課自動車訓練室
熊倉 良雄

当センターのご紹介
• 場所：埼玉県所沢市
• 障害のある人々の自立と社会
参加の支援を目的に、保険・
医療・福祉サービスの提供、福
祉機器の研究開発、リハビリ
テーション専門職員の人材育
成を行っている。

脳損傷者の運転指導について
国立障害者リハビリテーションセンター
自立訓練部機能訓練課自動車訓練室
熊 倉 良 雄

具体的な業務内容
• リハビリテーションの一環として、自動車運転の評価、
運転免許取得と障害後の運転再開の支援、自動車と
運転補助装置の選択方法の支援を行っている。

運転再開の流れ

運転免許条件付の保有者数

リハビリテーション

平成23年12月末

８１,２１５,２６６名

病気やケガで
障害が発生

身体障害者に対する運転免許条件付の保有者数

• 補聴器の使用
• 特定後写鏡使用
• 身体障害者用の車両限定
• 義手、義足の条件
(免許保有者総数約０．３％)

３９,６８３名
４９７名
２０７,４１６名
４,０８９名
合計 ２５１,６８５名

リハビリ
テーション

心身に障害
が生じない

病気の症状等申告書

警察庁 運転免許統計（平成23年版）

• 片麻痺や片下肢切断などのために、ＡＴ車限定のみの免
許条件が付された者は、計上されていない。

免許更新時に枠内へチェックをした場合、免
許更新後に障害が発生した場合は適性検
査を実施。必要に応じて診断書を提出する。
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運転免許試験場
で臨時適性検査

取消し、保留、停止
免許条件付
免許条件なし

診断書の一例

運転再開

• 運転免許保有者総数

心身に障害
が生じた

面接 運転能力検査 評価結果

当センターの自動車運転訓練について
1.

訓練の対象者

• 自立支援局（障害者支援施設）の利用者、当センター病院の入院患者
• 在宅の肢体不自由者（定員に空がある場合）

２． 運転評価の特徴
•
•

運転訓練

運転免許試験場や教習所で行われている一般的な運転適性検査機器を
使った評価の実施。
また、障害特有の事象を評価するため、当センター独自に視野の評価、運
転操作力の評価、実車を使った運転感覚の評価、運転に必要な記憶に関
する評価を実施し、総合的に運転能力の判断を行う。

３． 運転訓練の特徴
•
•
•
•

訓練前に個人個人の目標を設定し、納得した上で訓練を実施。
障害特有の運転ミスの減少と、道路交通法に従った運転の再教育。
自省を促すため、ドライブレコーダ、模型コースを使った失敗場面の確認。
自動車と運転補助装置の選択方法の支援。

運転訓練可

所内コース

条件付運転訓練可

所内コース

運転訓練困難
・病気の経過観察
・リハビリテーション

その他

自動車の選択、運転補助装置の支援

右同名半盲による訓練中の危険行為

障害の有無に関係なく、同じ道路において運転するため、基本的には
一般の運転者を対象にした運転適性検査を使用し評価している。
警察庁方式運転適性検査K2

運転適性検査、視覚特性、操作力測定、実車、記憶に関する評価な
ど

一般道路（高速道路）

運転適性検査機器を使った評価
•

自動車運転訓練の流れ
障害名、障害原因、運動機能、痙攣発作、服薬、病識、通院状況、
医療職からの助言、障害前後の運転状況など

例１

例２

警察庁方式CRT運転適性検査

右から横断してきた自転車の見落とし 駐車場から強引に発進した自動車の見落とし

例３
静止視力、
夜間視力検査

例４

視野検査

右から後退してくる自動車をみて駐車中
のトラックを見落とし

右折時、自転車の見落とし

• 左同名半盲の場合、自動車は左側通行のため、さらに危険性が増加する。
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測定器を使った運転操作力などの評価

実車を使った運転基礎感覚の評価

• 障害による運転操作への影響を評価する。
１．ハ ン ド ル 操 作
２．アクセル・ブレーキ操作

• 障害による運転基礎感覚への影響を評価する。
【運転免許を取得している方】

操作力、操作時間、円滑性
踏力、持続力、踏み替え反応時間、踏む位置、
円滑性

記憶に関する評価

実車評価中の問題行動

• 障害による運転に必要な記憶への影響を評価する。
障害によって運転基礎感覚に影響がある場合（例）

（例）
１．運転適性検査中の評価
１つ前に実施した検査内容の確認

２．実車評価中の評価
坂道

一度に２つ先のコース指示、通過した道順、

ドライブレコーダの映像をご覧ください。

助言事項の確認

３．コース図の評価
所定の時間内に仮免許試験コースを
覚えることができるかの確認

始点
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終点

自動車運転訓練の内容
１．基礎課題

自動車運転訓練希望者の状況
疾患内容

交差点、狭路などで訓練を反復し、特有の失敗の減少と運転内容の向上を図る。
訓練時限の目安 ： ５時限 （１０時限を超過する場合は要注意）
記 憶 障 害

課題の場所が覚えられない。通ってきた道順を覚えていない。連続で切り返しをすると
次の操作が分からない。脱輪・接触を覚えていない。助言を覚えていない。

注 意 障 害

脱輪・接触が多い。突然、進路が保てなくなる。発進時や交差点で安全確認をしない。
先急ぎの運転になる。著しい右寄り走行。左側の障害物と接触する。

遂行機能障害

場所に応じた速度選択をしない。同じミスを繰り返す。右左折の合図を出さない。右左
折、進路変更の合図時機の早遅がある。後退の課題で切り返しが多い。

２．応用課題

平成２１年４月～平成２４年３月
合計４８４名

所内コース

一般道路

市街地、住宅地などで訓練を反復し、特有の失敗の減少と運転内容の向上を図る。
訓練時限の目安 ：１０時限 （１５時限を超過する場合は要注意）
記 憶 障 害

どこへ行ったのか覚えていない。助言を覚えていないため同じミスを繰り返す。新しい道
を覚えられない。事故に遭いそうになったことを覚えていない。

注 意 障 害

前車の発進、減速、青信号に変わったことに気づかない。信号、標識、標示を見落とし
やすい。直進路、曲進路で走行位置が安定しない。車間距離が保てない。

遂行機能障害

走行場面が変わった時に速度対応が遅れる。駐車車両を避ける時に他車に迷惑をか
ける。信号機の無い交差点で状況に関係なく全て徐行する。

（人）

過去３年間の訓練希望者の疾患内容別にみると、脳疾患298名(61.6％)、脊髄
疾患149名(30.8％)であり、脳疾患と脊髄疾患で全体の約９割を占めていた。

脳疾患別と運転訓練結果

脳疾患別の年齢など

対象：同名半盲者を除く

単位（人）

脳血管障害、外傷性脳損傷、脳疾患その他の疾患別に運
転訓練結果の有意差はなかった。

同名半盲、同名四分盲の有る２６人中、注意障害を伴う人は
１４人であった。
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失語症と運転訓練結果
対象：同名半盲者を除く

麻痺部位別と運転訓練結果
対象：同名半盲者を除く

単位（人）

右片麻痺、左片麻痺、麻痺なし、その他の麻痺の部位別に運
転訓練結果の有意差はなかった。

失語症の有無別に運転訓練結果の有意差はなかった。

運転能力検査と運転訓練結果

高次脳機能障害と運転訓練結果
対象：同名半盲者を除く

単位（人）

対象：同名半盲者を除く

単位（人）

対象：同名半盲者を除く

• 高次脳機能障害の有無別に運転訓練結果の有意差があった。P＜0.01
• ただし、高次脳機能障害があっても約４割の者は運転内容は安定して
いたため、高次脳機能障害の程度を個別に評価する必要がある。
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運転能力検査と運転訓練結果

現状の問題点

対象：同名半盲者を除く

•
•

対象：同名半盲者を除く

現在、障害後の再教育制度がなく、適正な
評価や訓練を受けることができない。
このため、障害があっても評価や訓練に
よって運転が可能な人が運転できないこと。
反対に障害によって運転が困難になった人
が自分勝手に運転をする場合がある。

医療職の評価だけではなく、可能であれば教習
所や当センターなどを利用して、実車による評
価や教習・訓練を受けて欲しい。

脳損傷者が使用する運転補助装置

教習所へ行く前に医療職の方に確認して欲しい事
１．痙攣発作
・痙攣発作の有無、最終発作日の確認
２．視力、視野障害
・視力の確認（両眼で0.7以上かつ１眼でそれぞれ0.3以上。１眼の
視力が0.3に満たない場合は他眼の視野が左右150度以上で視
力が0.7以上。）
・両眼の左、右、上、下、左上、左下、右上、右下8方向の視野状態
の確認
３．運動障害
・運動失調の確認
４．高次脳機能障害
・記憶障害
交通事故発生時の説明能力の確認
・社会的行動障害
安全運転に影響する情動のコントロー
ル、対人関係、固執などの確認
・注意障害、遂行機能障害 著しい問題がないかの確認
５．家族の同意
・運転再開に対する家族の意向の確認

1. ハンドル操作
旋回装置

約１万５千円

２．アクセルペダル操作（右片麻痺者用）
左足操作用アクセルペダル 約１０万円

３．補機操作（右片麻痺者用）
・左手ウインカーレバー
（右手用ワイパーレバー）
・リモコンスイッチ
（ウインカー、ライトなど）
・オートライト

約 １万円
約１２万円
約 ３万円

※市区町村から１０万円を限度に助成される場合あり
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自動車に表示する標識など
自動車に表示できる標識には、次のような意味がありますので正しく覚えましょう。

ご清聴を誠にありがとうございました。

様
式

２００１年～

２００８年～

名称 身体障害者標識

聴覚障害者標識

対
象
者

肢体不自由を理由
に免許に条件が付
されている運転者
が運転する場合

聴覚障害（10ｍ離れた
所で90デシベルの警音
器の音が聞こえない
方）を理由に免許に条
件が付されている運転
者が運転する場合

注
意
事
項

自動車の運転者
は、危険をさける
ためやむを得ない
場合のほかは、こ
の標識を表示した
車の側方に幅寄せ
や、前方に無理に
割り込んではいけ
ません。

左に同じ

１９６９年～
国際シンボルマーク

お問い合わせ先
• 代表番号 ０４ー２９９５ー３１００（代）
• 内線番号 ２３２２
• E-mail kumakura-yoshio@rehab.go.jp

障害のある人々が利用できる建築物や公共
輸送機関であることを示す世界共通のマーク
です。

個人の車に表示することは、国際シンボルマーク
本来の主旨とは異なります。
障害のある方が、車に乗車していることを、周囲に
お知らせする程度の表示になります。
したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上
の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
駐車禁止を免れる、または障害者専用駐車場が優
先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、
ご理解の上ご使用下さい。
（日本障害者リハビリテーション協会）

お電話でのお問い合わせは、１６時３０分以降
にお願い致します。
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教育講演Ⅱ

米国における高齢運転者対策
～運転適性に関する医師の通報制度等～

東京都青少年･治安対策本部

総合対策部
水田

交通安全課（元警察庁交通局）

隆三

【お詫び】
講演を予定しておりました水田隆三氏の都合により、
慶應義塾大学医学部精神神経科学教室
いただきます。

三村

將の代読とさせて

米国における高齢運転者数の推移

米国における高齢運転者対策



～運転適性に関する医師の通報制度等～

65歳以上の運転免許保有者数は約3,300万人(2009年)であり、
緩やかに増加傾向（2030年までに約6，000万人まで上昇すると推計）
千人

％

約３，３００万人（１６％）

東京都青少年･治安対策本部
総合対策部 交通安全課
（元警察庁交通局）
水田 隆三

● 65歳以上人口の約83％（日本は約43%）が、運転免許を保有している（2009年）。
※ FHWA. Highway Statistics 2009 . NHTSA. Traffic Safety Facts 2009. 警察庁交通局運転免許課「運転免許統計（平成21年）」、
NHTSA, Countermeasures That Work: A Highway Safety Countermeasure Guide For State Highway Safety Officers Six Edition, 2011(HS 811 444)

米国における
高齢者の交通事故死者数の状況

各州で異なる運転免許制度

その他

米 国（2009年）

２％
65歳未満死者数

65歳以上死者数

歩行中

８４％

１６％

１５％



同乗中
２１％

６２％

その他
１６％
65歳以上死者数

４９％

５１％

米国における運転免許制度は、各州法により
定められており、州ごとに異なる。
例） 運転免許証の有効期間（※）
通常４～５年で更新であるが、
ニューヨーク州： ８年で更新
アリゾナ州：
６４歳までは更新不要
テネシー州：
６５歳以上は更新不要

運転中

日 本（2009年）

65歳未満死者数

１

運転中
２４％

同乗中
歩行中
５２％

※ NHTSA, Physician’s Guide to Assessing and Counseling Older Drivers 2nd edition

８％

２

３

※ NHTSA, Traffic Safety Facts 2009 data , 警察庁交通局「交通統計」
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運転免許制度上の特例措置①

高齢運転者に対する運転教育




日本において実施されているような高齢者
講習制度はない。

例： イリノイ州

例） ＡＡＲＰ（全米退職者協会）の高齢者向け講習
・ 任意受講
・ ９，０００人以上の講師が指導に当たっている
・ 年間７０万人以上の者が受講
→ 受講すると自動車保険料減額の措置
（３６州及びコロンビア特別区）

（※）

80歳以下；４年
81歳以上86歳以下；２年
87歳以上；１年

→ １５州が短縮措置を導入している。
※NHTSA, NHTSA, Physician’s Guide to Assessing and Counseling Older Drivers 2nd edition

４

運転免許制度上の特例措置②


一定の年齢以上になると、運転免許証の
有効期間が短縮される。

５

医師等による通報制度（概要①）

一定の年齢以上になると、運転免許証の
更新方法が制限される。



運転に支障があると認められる病気を診断した医師等が、
運転者に関する情報を運輸局に通報する制度がある。
○ 義務的通報（６州）－医師等に通報義務あり
カリフォルニア、デラウェア、ネバダ、
ニュージャージー、オレゴン、ペンシルバニア

例： ミシシッピ州
70歳未満：窓口更新以外にインターネット
による更新が認められている。
70歳以上：窓口更新のみ
(※)

○ 任意通報 （全州）－医師等に通報できる権利付与（義務なし）
～守秘義務の免除～
※NHTSA, Physician’s Guide to Assessing and Counseling Older Drivers 2nd edition

※NHTSA, Physician’s Guide to Assessing and Counseling Older Drivers 2nd edition

６

※AAAホームページ http://lpp.seniordrivers.org/lpp/index.cfm?selection=reportingdrs1&orderby=
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７

医師等による通報制度（概要②）
医師等

運

警察、家族、友人等

通報
運転に支障
のある
病気の疑い

輸

審査

再試験

・書類審査

・筆記試験

・ヒアリング

・技能試験
等

等

通報制度の実績例


局
免許継続
条件付与
免許の停止・取消し

【参考】 （日本）
（助言）

Medical Advisory Board
（MAB: 医療委員会）

一定の病気等に係る運転免許の取消処分等の件数
１，７２２件（平成２３年）

※ Penn-DOT, Reporting of Medical Conditions Affecting Driver Safety

８

９

通報制度導入を検討するための
論点整理

免許条件の付与


ペンシルバニア州における通報件数（２００８年）
年間約２７，０００件（約３５％が医師等からの通報）
このうち、
・ 免許の取消しが必要
約２２％
・ 免許条件の付与が必要 約２１％
また、被通報者の半数以上が６５歳以上の者

通報制度により、運転免許の取消しや
停止に至るケースは多くない。
→ 免許条件の付与が一般的
・夜間の運転禁止
・運転範囲の制限
（自宅近くの道路のみ運転可）
・運転時間の制限 等



医師と患者との信頼関係の保持



医師等に対する免責の確保



10

通報後に実施する運転適性の再評価
（ＭＡＢによる再評価）
11

24

警察庁における検討の御紹介


「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者
検討会」 ～平成２４年１０月に提言をまとめる～

【提言内容の例】
○ 病状等の虚偽申告に対する罰則の整備
○ 安全な運転に支障を及ぼすおそれがあると認められる
患者について、医師による任意の届出を可能とする
仕組みの整備
○ 一定の病気等を理由に運転免許を取り消された者が
運転免許を再取得する場合における、運転免許試験の
一部免除
「一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言」
（平成２４年１０月２５日 一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する有識者懇談会）

12
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シンポジウム

「これからの運転適性評価のありかた」
井野辺病院での取り組みから
井野辺病院総合リハビリテーションセンター
大分県立看護科学大学大学院博士課程

加藤貴志

米国の運転適性評価およびリハビリテーション
目白大学保健医療学部
慶應義塾大学精神・神経科学教室
運転と認知機能研究会事務局

藤田佳男

リハ科医として臨床の現場から
東京都リハビリテーション病院

武原

格

はじめに
これからの運転適性評価のありかた

●脳損傷者の運転適性評価は、

～ 井野辺病院での取り組みから ～

―神経心理スクリーニングが確立されていない
―医療機関単独で実車評価の実施が困難
―明確な可否基準が明示されていない
等の理由で難しい問題である。

加藤貴志１）２）

●当院の運転支援の課題を報告し、
今後の適正評価のあり方について話題を提供する。

１）井野辺病院 総合リハビリテーションセンター
２）大分県立看護科学大学大学院 博士課程

2

CARD
1

当院の運転支援CARDについて

2

2006～2011年の運転支援の結果

3

当院の課題

Cognitive:
Actual Route:
Driving ability:

認知機能
実生活での運転コース
実車運転技能

●CARDとは実車運転評価を取り入れた自動車運転支援。
●目的は「対象者にとって最適な運転環境の構築」を図る事である。

3

4

ＣＡＲＤの流れ

ＣＡＲＤの流れ

ビデオフィードバック

神経心理学的検査

実生活での運転環境評価

教育パンフレット

実車運転技能評価
フォローアップ

運転カウンセリング

運転技能への認識向上・実生活上のコースでの予想される

神経心理検査から実車運転技能まで総合的な評価を実施

問題点を把握する事で事故のない運転再開を図る

5

6

28

CARDにおける評価の考え方：

評価の視点：「運転」は対象者毎に異なる点を重視

どのようなコースを運転するのか

運転環境

運転目的、運転距離、交通量、運転コースの特徴
どのような運転技能が求められるのか

Text in here

運転技能

車線変更、交差点への進入、渋滞への対応の有無等
どのような認知機能が求められるか

認知機能

注意力、車体感覚、空間認知、遂行機能等

「実生活での運転コース」「求められる運転技能」
「基盤となる認知機能」のつながりを評価する。

対象者の生活様式・運転環境から、
必要な運転技能・認知機能のつながりを評価する。
7

8

神経心理学的検査

実車運転技能評価

実車運転との関連が報告されている検査6種類
●コース立方体

教習所内にて教習所教官による、
運転技能の評価を実施。

●Trail Making Test－Ａ，Ｂ

●レイ複雑図形（即時・再生） ●かなひろいテスト

●BADS
●Stroop Test
●FAB
●MMS

●YG性格検査
●リバミード
●標準高次性視知覚検査
●SLTA

●BIT
●WAISR
●POMS
●交通標識の認識

主な運転技能チェックポイント
・ハンドル操作
・アクセル、ブレーキ操作
・急ブレーキ操作
・車幅感覚
・運転態度

9

10

観察評価用紙：Road Test

実車運転技能評価

１

ドライブレコーダー

ビデオ撮影

２

３

４

1，車線内の適正位置を保てるか
2，前方車と適正距離を保てるか
3，車線変更は可能か
4，交通量の多い車線に入っていけるか
5，制限速度は保てるか
6，直進運転に問題はないか
7，右折は可能か
8，左折は可能か
9，交差点への進入は可能か
10，信号の予測と遵守は可能か
11，信号停車後の発進に問題はないか
12，操作技術は良いか
13，発進準備(シートベルト等)は可能か
14，駐車は可能か
15，運転の質は良いか
１:運転不可．事故の危険性高い
３：十分．運転可能だが注意を要する

11
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２：不十分． 運転可能な域に達していない
12

４：運転可．十分運転可能

法制度上の位置づけ：医療機関の役割

法制度
医師の診断書作成

●法制度上、運転可否判定は公安委員会が行う。

(当院で行います)

●医療機関の役割は、判定の資料となる診断書の作成。

運転再開

公安委員会へ診断書提出
(運転試験免許場で行います)

●医療機関には運転可否を直接判断する権限はない。

臨時適正検査
(運転試験免許場で行います)

医療機関の責任と役割の範囲内の支援を重視

医療機関の役割は「診断書の作成」

13

運転可否の決定は「公安委員会」で行われる。
14

運転不可者への対応：
医療機関の役割の中でどう対応するか

診断書作成可否の判定
●神経心理学的検査
－極端に数値の低い検査結果が１つでもあった場合
－４つ以上の検査で先行研究の基準を下回った場合

●運転再開の見込みがある場合
－時期をへて再評価を勧める。
－診断書の作成保留。数ヵ月後に再評価を勧める。

●実車運転評価
－基本的な操作技能が困難（特にブレーキ）
－教習指導員の視点から、運転再開可能な域に達し
ていない運転技能のあるとの助言を得た場合。

●運転再開が難しいと思われる場合
－現状では、運転可能と診断できない事を伝える。
－事故の危険性があることを本人・家族に説明。
－場合によっては運転不可との診断書を作成し家族
へ提供する。

●その他
－教習指導員の助言を聞き入れない等、行動面で
問題のある者
15

CARDアプローチ

16

まとめ

評価
神経心理検査
から実車運転
技能まで評価

2006～2011年の運転支援の結果

フィードバック
事故のない
運転再開を
図る

評価後のサポート

17

運転再開され
た方から断念
された方まで
サポート

18

30

CARD実施者

実施病棟
デイケア５名
（７%）

回復期病棟46名
（64.8%）

一般病棟6名
（8.5%）

脳血管障害
7１名

外来14名
（19%）

約６５％が回復期病棟入院中に実施。
外来・デイケアにて評価を受けた方が約２８％。

●２００６～２０１１年までに実車評価を実施した対象者８１名。
●脳血管７1名、神経難病５名、下肢骨折２名、廃用症候群３名。
19

20

発症から評価までの期間

運転可・不可

25

20

180日以内に実施が約６０％

15

要練習・再評価

運転不可能２２名

運転可

10

運転可能49名

5

0

発症後2～3ヶ月が最多。回復期期限180日後に評価実施する例もある。

約６２％が運転再開。

21

22

運転可群・不可群比較

各疾患の運転場面での問題点：頭部外傷

●単純に「車を走らせる」ことは可能な事がある。
●運転技能の自己認識の低下（過剰な自信）。
●実車評価がかえって自信を強めてしまう事がある。
●自信の運転技能を正しく認識する事が重要。
神経心理学検査では、
「ＴＭＴ－Ａ・Ｂ」 「Ｋｏｈｓ IQ」
「レイブン」にて有意差がみられた。

「Rey 即時再生」

23

24

31

失語

半側無視

●対象の多くは軽度～境界例。

●非失語群と比較して書面課題では評価困難。

●書面・ADLの両面から評価。

●実車評価の比重が高い。

●無視領域の評価：身体・近位・遠位空間別無視？

●教習指導員の指示を正しく理解できるかどうか?
言語指示理解の低下から生じる運転技能の低下

●負荷量による無視症状の評価？

25

26

失調

当院における運転支援の課題

医療機関での評価

●ハンドル・ウィンカーの持ち替えに注意
急ブレーキ・アクセルの確認

実車運転評価

●左右確認時のめまいの有無
●直進走行困難：左右へのふらつき

運転不可者への支援

27

●運転再開者の追跡調査
●運転可能となる為のアプローチ
●説明の問題

28

神経心理検査と路上評価の関連
～地域別報告数～
ヨーロッパ１４

国内の路上にて運転技能と神経心理検査の
関連を検討した研究
●田丸冬彦 “高次脳機能障害者とモーターライフ”
対象者４3名に対し路上評価を実施。
かなひろい、BIT等と路上評価結果を検討。

北米９
アジア

●適切な神経心理スクリーニングの選択
●最適な評価時期はいつか？

０

オーストラリア４

●山田恭平 “脳損傷者における運転適性を予測する
スクリーニングの検討”
TMT-A: 運転可117.5±32.1 不可218.2±119.9
TMT-B: 運転可145.3±53.2 不可271.1±148.8

●H Devos等のメタアナリシス

抄録・会議録は多数報告されているが原著論文は少ない
国内の道路環境における統一見解は得られていない。
今後の報告が待たれる。

－神経心理検査と路上評価結果について検討した英語圏の
研究3264文献から27文献を精査。
－日本を含むアジア圏の論文は含まれなかった。
29

30

１）高次脳機能障害者とモーターライフ， 作業療法23(5):420-424,2004
２）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， 第3回認知運転研究会抄録集 http://cogdrive.org

1) H Devos, Screening for fitness to drive after stroke: A systematic review and meta-analysis. Neurology, 2011

32

EMG-ESのメタアナリシス
自動車学校での運転実習の報告数は
過去5年間で大幅に増加している。

評価時期の問題
回復期病棟退院後も評価を行なえる体制が必要
●外来・デイケアにて評価19名
●運転可15名、不可4名
●全例が回復期期間中に、運転不可または
判断できずとされていた。

25

20

●医中誌にて「運転」「脳」等の
キーワードで検索実施。
●2000～2005年と2006～2011年の
論文数を比較。
●運転支援論文
33本⇒92本、
自動車学校での評価
3本⇒25本

15

10

路上評価と神経心理検査の関連を
2006～2011
2000～2005
報告した研究の地域別報告件数１）

5

実車評価の問題点
0
0-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

181-210

211-240

241-270

271-300

301-330

331-360

1時間の実車評価は運転の一断面でしかない。
再開後の安全性を評価可能かどうか、追跡調査が必要。

360以上

31

32

先行研究からみた運転技能向上に
影響を及ぼす要因

運転不可群の転帰
再評価希望9名
運転不可21名

再評価にて
再開5名

認知
実車運転
リハビリ
訓練

●麻痺が無い
●家族の支援が
難しい
●病識に乏しい
自己判断にて
運転中断12名
再開4名

運転技能の
自己認識

運転
環境

車両
改造

１）実車運転訓練そのものによる運転技能向上
２）認知リハビリ：視覚的注意訓練、シュミレーター
３）自己認識による事故率の変化・運転環境の調整

神経心理検査に加えて、病識・
人格検査の検討も必要

●Improved driving performance following perceptual training in persons with brain damage. 1984
●Retraining visual processing skills to improve driving ability after stroke. 2009
●Prediction of driving ability after stroke and the effect of behind-the-wheel training. 2006
●Awareness of deficits and on-road driving performance. Griffen JA, 2011 34
●Retraining moderately impaired stroke survivors in driving-related visual attention skills. Akinwuntan AE, 2010
●Driving simulation for evaluation and rehabilitation of driving after stroke. Akinwuntan AE, 2012
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運転技能向上へのアプローチ
OT/CP

【訓練内容】
①実車運転訓練
②視覚的注意訓練
③ビデオフィードバック
④車両改造
⑤退院後の運転コースの問題点確認

教官

OT/CP

医師
本人・
●適切な評価
●根拠のある説明

●対象者９名：年齢59.0±15.1， TMT-A 41.3±13.5, B 99.5±30.4,
Kohs IQ 94.1±19.5
●実車運転訓練：2～４回、ビデオフィードバック１～３回、
視覚的注意訓練２～８週間、車両改造
●Road Test平均： 49.2±4.0 から 55.2± 2.9 へ改善。

御家族

●再評価につなげると
いう視点。
運転技能を高める
リハビリテーション

公安委員会？
行政・警察の
相談窓口？

●医療機関での説明に納得
されない方へどう対処するか？

「根拠のある説明」 「運転再開につながる評価」
「他機関との連携」が必要

35

36

運転技能向上が可能なアプローチの検討が必要。

33

御清聴ありがとうございました

井野辺病院総合リハビリテーションセンター
http://www.inobe.or.jp
E-mail: T-kato@inobe.or.jp
37
ご質問や資料請求等ございましたら上記までご連絡下さい。
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きっかけ
•
•
•
•

これからの運転適性評価のありかた
～米国の運転適性評価およびリハビリテーション～

運転が好き
男性患者の退院後の作業としての運転
約10年前に脳卒中患者に実車指導を実施
臨床評価および実車評価の必要性を痛感

目白大学保健医療学部
慶應義塾大学精神・神経科学教室
運転と認知機能研究会事務局
藤田佳男

本邦では？

米国には
• The Association for Driver Rehabilitation
Specialists：ＡＤＥＤ（運転リハビリ専門家協
会）が存在する
• 障害者,高齢者の運転適性評価の専門家組
織である

• 過去に国立障害者リハビリテーションセンタ
ーにてＰＴ,ＯＴ対象の運転指導に関する講習
会は存在した（らしい）
• 数年前まで障害者・高齢者の運転に関する
専門家団体は存在しなかった

ＡＯＴＡ（アメリカＯＴ協会）の
Driver Safetyのページを見ると

ＡＤＥＤとは

http://www.aota.org/older-driver

• 1977年に30人のメンバーで設立
• 会員はＯＴＲを中心に,ＲＰＴ,ＲＫＴ,ＣＤＩが約
570名
• 企業会員（運転補助装置メーカー）が28社
• 企業会員（補助装置および改造車両販売会
社）が108社

• カリフォルニア州だけで30ヶ所以上の運転リ
ハビリを行う施設がありそのうち9割がＯＴＲ
が評価に参加している
• カリフォルニア州の人口は3700万人弱であり
,これは首都圏（東京,神奈川,埼玉,千葉）の人
口と同程度である

35

運転リハビリテーションの
費用の出所は

ＡＯＴＡ（アメリカＯＴ協会）の
Driver Safetyのページを見ると
http://www.aota.org/older-driver

• Vocational Rehabilitation（職業リハ）
• Worker’s Compensation（労働者災害補償（保
険）(米国では「社会保障法」に基づくsocial
insurance programの一つ）
• Veterans Administration（復員軍人援護局）
• Commercial Insurance（企業向けの営利保険）
• その他

• 30カ所のうち20ヶ所以上が実車評価を実施
している
• 相談者が来ると主治医に対してまず
Prescription（処方箋）をもらい,運転適性評
価を実施しRecommendation（勧告）を行う

ＣＤＲＳ,ＤＲＳの業務

ＣＤＲＳとは

• Driver Evaluation & Training
（off-roadの運転適性評価と訓練）
• Vehicle/Equipment Fitting & Inspection
（車及び補助用具のフィッティングと適用評価）
• Assessment of Transfers, Loading,unloading of
wheelchair/scooter
（移乗能力の評価および車いすや電動カートの積載方法
の指導）
• On-The-Road Assessment of Skills & Training
（路上運転スキルの評価と訓練）
• Vehicle Modification Prescription
（改造車両のための処方箋）

• Certified Driver Rehabilitation Specialists
(協会から認定された運転リハビリ専門家)
• 1988年から認定制度があったが,1995年より
試験により認定されている
• 全米で300名以上が認定されている
• 3年間の更新制であり,更新するには30時間
の講習などを受講する必要がある
• 認定を受けずにDriver Rehabilitation
Specialistを名乗る人もいる

OTR+CDI やＯＴＲ+ＣＤＲＳが
結構います

ＣＤＲＳ受験の要件（例）
• 健康科学領域の大学を卒業後,1年以上フル
タイム（32時間/週）の運転リハビリテーション
の経験（臨床現場の経験でもよいらしい）

• 州にもよるがＣＤＩ（Certified Driving
Instructor ）は６０時間程度のトレーニングで
取得できる
• 米国では日本に比べＣＤＩが取得しやすいの
でＯＴかつＣＤＩという方がいた

• 健康科学領域とはOT,PT,KＴ,ST,などの学部
を卒業すること

36

臨床評価（Ｃｌｉｎｉｃａｌ assesment）
ＣＶＡ,ＴＢＩ,Ｏｌｄｅｒ Driver
•
•
•
•
•
•

おわりに
• 米国では運転リハビリテーションがビジネスと
して回っている印象でした
• 本邦ではどうすればうまく行くでしょうか？

視力・視野（Ｏptec Vision Testing）
Symbol Digit Modality Test
機器を用いた反応時間検査
Dynavision
MVPT
Trail A,B
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はじめに

第5回 運転と認知機能研究会

脳損傷患者の退院時に、自動車運転の問題に直面することは、
少なくない

これからの運転適性評価のあり方

脳損傷患者の自動車運転再開の取り組みは、作業療法士を中心に
注目を集めている

ーリハ科医として臨床の現場からー

近年、てんかん、認知症の問題で病気と自動車運転の関係は
社会的にも注目を集めはじめている

東京都リハビリテーション病院
武原 格

リハ科医として、臨床現場からの意見を述べたい

2012. 12.1
Department Of Rehabilitation Medicine, JIKEI UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

Department Of Rehabilitation Medicine, JIKEI UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

疾病について

運転に関する3つの医療的側面

糖尿病：無自覚性の低血糖症（人為的に血糖調整困難）
・インスリン治療者が（1型、2型とも）内服薬患者に比し、
運転中の低血糖によるヒヤリハットや体調変化が多かった。
・毎日運転する人と非職業ドライバーで運転中の低血糖の頻度が多かった。
（松村ら 2012）

・疾病
・身体機能

睡眠障害：十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、
日中、活動中に眠り込んでしまうことが週3日以上ある。
・睡眠薬の使用、睡眠不足、閉塞性睡眠時無呼吸症候群など
→覚醒維持試験は非保険適応、評価基準も不十分

・高次脳機能

不整脈：不整脈およびペースメーカー埋め込み後の失神発作

診断書作成

・植え込み型除細動器を植え込み後、6ヶ月は運転不可

内服薬と副作用：抗ヒスタミン薬、降圧剤、中枢性筋弛緩薬
など
Department Of Rehabilitation Medicine, JIKEI UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

Department Of Rehabilitation Medicine, JIKEI UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

現時点での病状（改善の見込み等）についての意見抜粋 1

適性検査

ア 脳梗塞等の発作により、次の障害（A～C）のいずれかが繰り返し生じているため、
運転を控えるべきである。
A 意識障害、見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等
B 身体の麻痺等の運動障害
C 視覚障害（視力障害、視野障害等）

適性検査の内容：
視力・聴力・色判別力・運動能力
ハンドル及びブレーキ操作・反応速度

イ 上記アの障害が繰り返し生じているとは言えないものの、「発作のおそれの観点からは、
運転を控えるべきとは言えない」（a）とは言えない。

免許の取消、停止、条件の有無が決定

ウ 上記アの障害が繰り返し生じているとは言えないものの、「前記（a）」とまでは言えないが、
6か月以内に「前記（a）」と診断できることが見込まれる。

＊医師の診断書の提出を求められることもある
＊免許の取消又は停止の対象者
・ 目の見えない方
・ 体幹機能に問題があり腰をかけていられない方
・ 四肢の全部を失った方または四肢の機能を全廃した方
・ 安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかの能力を欠く

エ 上記アの障害が繰り返し生じているとは言えないものの、6か月より短期間（ か月）で、
「前記（a）」と診断できることが見込まれる。
オ 上記アの障害が繰り返し生じているとは言えないものの、「今後（ ）年程度であれば、
発作のおそれの観点からは、運転を控えるべきとは言えない」とは言えないが、6か月
以内に「今後（ ）年程度であれば、発作のおそれの観点からは、運転を控えるべきとは
言えない」と診断できることが見込まれる。

Department Of Rehabilitation Medicine, JIKEI UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE
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現時点での病状（改善の見込み等）についての意見抜粋 2

診断書の問題点

カ 上記アの障害が繰り返し生じているとは言えないものの、「今後（ ）年程度であれば、
発作のおそれの観点からは、運転を控えるべきとは言えない」とは言えないが、6か月
より短期間（ か月）で「今後（ ）年程度であれば、発作のおそれの観点からは、運転を
控えるべきとは言えない」と診断できることが見込まれる。

・日本語として理解が困難
・脳卒中再発の危険性についてのみで、障害程度については
考慮されていない

キ 上記アの障害が繰り返し生じているとは言えず、「今後（ ）年程度であれば、発作の
おそれの観点からは、運転を控えるべきとは言えない。

・どの程度の障害ならば、運転再開可能か不明である
脳損傷患者が自動車運転を再開する基準がない
（全身状態や運動および認知機能）

ク 上記アからカのいずれにも該当せず、運転を控えるべきとは言えない。
・回復して脳梗塞等にかかっているとは言えない。
・脳梗塞等にかかっているが、発作のおそれの観点からは、運転を控えるべきとは
言えない。
・発作のおそれはないが、慢性化した運動障害がある。
・その他（
）

・診断書を記載に関するマニュアルや指導・教育がない
・患者が事故を起こした際、診断書を記載に伴う責任

Department Of Rehabilitation Medicine, JIKEI UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE
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脳卒中患者の自動車運転に関するアンケート調査

障害者自動車運転研究会 （2008年発足）
構成員： 医師4人（院外2人）、PT 3人、OT 7人

平成18年4月から平成20年2月までに当院入院し、自宅
へ退院となった脳卒中患者525名に自動車運転に関する
アンケートを施行した。

① 自動車運転復帰に対する相談、評価、指導
② 研究

216名から有効回答が得られた。 （回収率 41.1%）

③ 教育、啓蒙活動（パンフレットの作成、講演会など）

発症前なんらかの形で運転をしていた人は、118名
（男性107名 女性11名）であった。

HP：www.reha-drive.jp
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退院後も実際に運転継続している患者

退院時車の運転について

42名 （男性 38名
4 （19%）

1 （15%）
2 （16%）

車を運転する目的

女性 4名） ：約35%

（複数回答：42人）

（%）

3 （50%）

100
80
60

1. しないでいいと思った
2. あまりしたいとは思わなかった
3. できればしたいと思った
4. 絶対にしたいとおもった

40

: 16人
: 20人
: 58人
: 24人

20
0
仕事
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39

通勤通学

通院

買い物

レジャー
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自動車運転再開に必要な身体機能と障害への対応

現在車の運転をしている方は、
運転する際どなたかに相談しましたか？

運動機能

・上肢の麻痺は、廃用手レベルでも運転可能。
・下肢の麻痺は、Brunnstrom stageⅢ以上で、装具の使用の
有無にかかわらず歩行可能。

麻痺側

・麻痺側による問題は認めないが、右片麻痺は自動車改造が
必要。
・右足部のクローヌスが著明な場合、痙縮を落とし安全にペダ
ル操作ができるようにコントロールするか、左下肢でペダル操作
できるように自動車改造が必要。

（%）

1. 医師
2. リハビリテーションスタッフ
3. 家族
4. 免許センターの係員
5. 相談していない
6. その他

100
80
60

:
:
:
:
:
：

11人
8人
16人
8人
11人
1人

ADL

40

感覚障害

20

失語症

0

1

2

3

4

5

FIMの歩行および認知項目5項目すべてが6以上。
重度の感覚障害を有する右片麻痺患者では、たとえ麻痺が軽
度であっても自動車改造を行い、左上下肢で自動車運転を行う。
交通事故などのアクシデントで状況説明が出来る程度。MMSE
で25点以上が望ましい。

視野・複視 視野欠損および複視を認めない。

6
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提言
運転免許センター任せでは、医療的問題は見過ごされる
積極的に医師が関与することが必要
診断書に対する啓蒙と記載に関する責任の明確化
免許センターにおける医療的知識の向上と適性検査の実態
（USNには積極的だが・実際の検査はどこまで行われているのか）
視野障害や失語症などの障害に対する処遇
（疾病でなく障害、重症度）
運転経歴証明書（H24.4.1以後交付されたもの）が身分証明書
になったことの啓蒙と理解
過剰反応の制御と支援という心構え
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