
資料をご覧になる皆様へ

•当資料のテキスト、画像等、すべての
内容の二次転用を禁止といたします。

•スクリーンショットやＳＮＳへの無断
転載も禁止といたします。



富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

吉野 修

脳障がい者の自動車運転再開支援



（引用：www.thr.mlit.go.jp/compact-city/contents/suishinkenkyuukai/3/s1.pdf）

富山県（富山市）

 7市町村が合併し，新「富山市」が
誕生（H17年）

市街地が薄く拡がり，県庁所在都市では
全国で最も低密度（40.3人／ha）な市街地

 富山県の持ち家率：全国2位（77.6％）

（H21年 総務省 住宅・土地統計調査）

 郊外での安い地価（相対的に割高な集合住宅）



（引用：www.thr.mlit.go.jp/compact-city/contents/suishinkenkyuukai/3/s1.pdf）

自動車交通への高い依存度

 世帯当たりの乗用車保有台数：全国第2位（1.73台/世帯）
（H20年 財団法人 自動車検査登録情報協会）

 交通手段分担率：自動車分担率の割合が非常に高い

 富山県の道路整備率：全国1位（73.5％）

（H19年国土交通省 道路統計年報）



（引用：www.thr.mlit.go.jp/compact-city/contents/suishinkenkyuukai/3/s1.pdf）

身近な公共交通機関の減衰
⇒自動車交通へのさらなる依存



①脳血管障害

脳梗塞,脳出血,くも膜下出血など

②頭部外傷

脳挫傷,急性硬膜外血腫,急性硬膜下血

腫,びまん性軸索損傷など

③低酸素脳症

蘇生後脳症,窒息,一酸化炭素中毒など

④その他

脳炎,脳腫瘍など

脳障がいの主たる原因







交通安全と障害者の社会参加の両立の確保
の観点から，障害者に係る運転免許の絶対的
欠格事由が廃止となり，一定の病気に罹って
いる者は，その症状が自動車等の安全な運転
に支障を及ぼすおそれがあるか否かで判断さ
れることとなり，一定の病気に罹っているこ
とが疑われる場合に，公安委員会は臨時適性
検査を行うことができるようになった．



・統合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・そううつ病
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・その他精神障害
・脳卒中
・認知症
・アルコール中毒者





視力 ・両眼で0.7 以上，片眼で0.3 以上
・片眼で0.3 未満の場合は，他眼視力が 0.7 以
上で，視野が左右150 度以上

色彩識別能力 ・赤，青，黄が識別できる

聴力 ・10m の距離で90dB の警音器の音が聞こえる
（ 上記の聴力は無いが，後写鏡を用いて後方か
ら進行してくる自動車を確認できる）

運動能力 ・安全な運転に必要な認知および操作の能力が
ある
・補助手段を用いてよい

道路交通法施行規則（平成26 年10 月8 日改正）より抜粋し簡略化．



認知症関係

アルツハイマー型認知症，血管性認知症，前頭側
頭型認知症およびレビー小体型認知症）
⇒運転免許は拒否，または取り消し．

その他の認知症（甲状腺機能低下症，脳腫瘍，慢
性硬膜下血腫，正常圧水頭症，頭部外傷後遺症等）
については，医師が「回復の見込みがない」または
「6か月以内に回復する見込みがない」と診断した
場合は，拒否または取り消しとなり，「6か月以内

に回復する見込みがある」と診断した場合はその期
間の保留または停止となる．

治療し得る認知症



診断書
（認知症関係）







時速40㎞ ＝ 秒速11.1m 時速60㎞ ＝ 秒速16.7m



脳卒中・脳外傷者のための自動車運転（林桊史・米本恭三監修，三輪書店）

運転に関する概念的モデル



・病状の安定： 病状悪化，再発のリスク

・運動機能： 移動能力，ハンドル・ペダル・ウイン
カーなどの操作（補助装置も含めて）

・視覚機能： 視力・視野

・高次脳機能障害： 注意障害，半側空間無視，記
憶障害，遂行機能障害，社会的行動障害など

・失語症

・合併症： 症候性てんかん，糖尿病，睡眠時無呼
吸症候群，精神科疾患，認知症など

・服薬： 運転に影響する薬剤



脳障害者が自動車運転を再開する際には

包括的自動車運転評価が重要である．

（Maria T, et al：医療従事者のための自動車運転評価の手引き（三村將監
訳）．新興医学出版社，東京，2011．）

医療機関評価：運転歴の把握，視覚障害・
麻痺・感覚障害など身体機能，認知や注
意など高次脳機能に関する評価．

教習所評価：構内や公道の実車運転などの
評価．

◎包括的評価とは、、、



②自動車教習所での実車評価（原則，構内走行評価）

合格

合格 診断書作成

合格 合格

①院内評価（医師・作業療法士による評価）
・病歴，身体所見，視野検査，CT・MRI

・神経心理学的検査（MMSE, TMT-J A/B, CAT, Rey模写等）
・視覚的探索課題-反応時間テスト，SDSA

・運転シミュレーター（SiDS，三菱プレシジョン）

当院の自動車運転評価・再開支援の手順

⑤自動車運転の再開

③運転免許センターでの臨時適性検査

④自動車教習所での路上走行評価



脳障害者の自動車運転再開に関する簡易自動車運転シミュレータを
用いた多施設共同研究（平成26年9月～平成27年9月）

①公安委員会の定める適性検査基準を満たしていることを確認

②日常生活や社会生活に高次脳機能障害に由来する支障がないこと
を確認

神経心理学的検査 必須；Mini-Mental State Examination (MMSE)

Trail Making Test (TMT)-A，B 

Rey-Osterriethの複雑図形の模写

標準注意検査法 (CAT)

その他推奨；三宅式記銘力検査，Frontal Assessment Battery 
(FAB), WAIS-Ⅲ, WMS-R, BADS, BITなど

③簡易自動車運転シミュレータ（SiDS）で適性があることを確認

④自動車教習所を紹介し，実車教習を受け「問題なし」と判定を受
ける

⑤公安委員会の臨時適性検査を受け，合格の場合は運転を再開する

⑥再開後1年の時点で聞き取り調査もしくは質問紙調査を実施する



対 象
外来または入院にて，自動車運転再開を希望した患者．

○選択基準：

①脳卒中，外傷性脳損傷などの脳障害患者である．

②自動車運転免許を所持している．

③少なくとも発症または受傷後3カ月以上経過して安定した状態である．

④ハンドルやペダル操作に必要な能力がある（補助手段の使用は可）．

⑤検査の内容や指示をおおむね理解できる．

⑥日常生活がおおむね自立している．

⑦年齢、性別は問わない．

○除外基準：

①公安委員会の定めた運転適性基準を満たさない．

②重度の失語症がある．



運転再開に関する神経心理学的検査の参考値

1. 知的機能がおおむね保たれている．

Mini-Mental State Examination 24点以上

2. 注意機能がおおむね保たれている．

Trail Making Test A：若年42秒以内，中高年63秒以内

Trail Making Test B：若年82秒以内，中高年59秒以内

3. 視空間構成能力がおおむね保たれている．

Rey-Osterriethの複雑図形(ROCF)模写 34点以上

4. 記憶がおおむね保たれている．

三宅式記銘力検査無関係対語3回目で4点以上

5. 遂行機能がおおむね保たれている．

Frontal Assessment Battery 13点以上
＜補足＞より精密な評価法を用いても良い（WAIS-Ⅲ, WMS-R, CAT, BADS, BITなど）．神経
心理学的検査結果のみではなく，総合的に判断すること．ただし，半側空間無視や同名半盲
がある場合は特に注意して判定すること．



対 象

評価時年齢：平均60.3±12.1歳

性別：男性32名，女性9名

疾患：

脳出血16

名(39%)
脳梗塞15

名 (37%)

頭部外

傷5名

(12%)

くも膜下出

血 3名

(7%)

その他2名

(5%)

自動車運転評価を希望された49名のうち，発症・受傷3
か月未満6名，研究参加に同意しない1名，容態悪化し転
院した1名を除いた41名を対象とした．



自動車運転再開（14名）

23名

16名

18名

2名

再開断念（15名）

中止（2名）

運転評価の結果と帰結

院内評価（41名）

臨時適性検査
（運転免許センター）

実車評価（自動車教習所）

16名 13名

不明・再評価
予定（5名）

自動車運転再開（5

名）

合
格

不合
格

合
格

合
格



実車評価後に運転再開を断念された2症例

○症例17（58歳，男性）
病名：脳梗塞（右中大脳動脈領域）（発症後約2年）
麻痺：左片麻痺（Br.stage：上肢Ⅵ，手指Ⅵ，下肢Ⅵ）
CAT：問題なし
BIT：145／146点
Rey複雑図形模写：32点（左上の十字の部分が欠損）
SiDS：2回目で適性あり
実車評価：左側の安全確認不足を指摘
家族からの情報：日常生活上，まだ左肩をぶつけている．

○症例24（32歳，男性）
病名：びまん性軸索損傷（受傷後約1年）
麻痺：左片麻痺（Br.stage：上肢Ⅵ，手指Ⅴ，下肢Ⅵ）
CAT：抹消課題の所要時間に若干の遅延あり
SiDS：2回目で適性あり
実車評価：2回施行も，アクセル・ブレーキペダルの滑らかな操作

ができない．



院内評価が不合格で運転再開されていた5症例

年齢
(歳)

性別 病名 麻痺
MMSE

(点)

TMT-

A/B(秒)
CAT

SIDS

適性
その他

63 女性 右被殻出血 左片麻痺 25 60/295
カットオフ
以下が多い

なし

68 女性 くも膜下出血
(左前頭・側頭葉)

右片麻痺 29 52/157
カットオフ
以下が多い

なし 失語

74 男性 左側頭葉出血 なし 19 128/‐
カットオフ
以下が多い

なし
失語
難聴

70 男性 左頭頂葉出血 なし 24 90/364 実施困難 なし

32 女性 左前頭葉梗塞 右片麻痺 30 41/79
抹消課題所
要時間延長

なし
症候性
てんかん



自動車運転再開者の運転状況（運転評価：合格14名）

年齢（歳） 再開後の期間（月） 頻度（※） 走行距離（km/月） 事故・違反

47 24 ④ 10 事故あり

47 21 ① 1200 なし

44 19 ① 600 なし

71 14 ③ 90 なし

63 13 ② 80 なし

67 18 ③ 60 なし

47 19 ② 25 なし

56 16 ① 1600 なし

65 5 ③ 40 なし

65 18 ① 70 事故あり

67 3 ② 70 なし

54 3 ① 300 なし

66 9 ③ 100 なし

68 15 ① 50 なし

※
①毎日
②週4-6回
③週1-3回
④月1-3回
⑤たまに

平均走行距離
306.8km/月

①毎日

6名

（43%）

②週4-6回

3名（21%）

③週1-3回

4名（29%）

④月1-3回

1名（7%）



自動車運転再開者の運転状況（運転評価：不合格5名）

年齢（歳） 再開後の期間（月） 頻度（※） 走行距離（km/月） 事故・違反

63 18 ③ 10 なし

68 15 ⑤ 10 なし

74 2 ⑤ 5 なし

70 未記入 ② 未記入 なし

32 10 ④ 10 なし

※
①毎日
②週4-6回
③週1-3回
④月1-3回
⑤たまに



症例1
自動車運転再開後16か月，駐車場内にて低速走行中に，右側から

シルバーカーで歩行されてきたと人と接触．

症例29
自動車運転再開後14か月，駐車場にてバックして停めようとした際

に，後方の車両に衝突．

47歳，男性，びまん性軸索損傷，右不全片麻痺，右下1/4盲，複視

65歳，男性，脳梗塞（右後大脳動脈領域），運動麻痺なし，左上1/4盲

対象者41名中，6名に視野障害（1/4盲）あり．
そのうち4名が院内評価・実車評価を合格し，運転再開．
そのうち2名が交通事故を起こしていた．

交通事故を起こした2症例（事故状況と障害）



運転能力

時
脳の損傷

判定基準 境界領域？

運転の必要性

病識低下

家族の承諾

社会的行動障害

家族の反対

自動車運転能力の回復と判定



運転能力

時
脳の損傷

判定基準 境界領域？

運転の必要性

病識低下

家族の承諾

社会的行動障害

家族の反対

自動車運転能力の回復と判定



・発症・受傷6か月経過後も残存している
注意障害（見落とし，反応遅延）

・半側空間無視

・重度の視野障害（同名半盲等）

・重度の社会的行動障害（病識の低下，
易怒性など）

運転再開支援に難渋する症状



自動車運転評価における基準とは？

各年代別
の正常値
(平均±2SD)

安全運転に必要な基準

年齢

能力



高齢運転者の免許保有者数当たりの死亡事故件数
が他の年齢層と比べ高いことなどから，75歳以上の

免許保有者に更新等の機会に認知機能検査（講習予
備検査）の受検を義務付けるとともに，検査結果に
基づく高齢者講習を行うこととなった．また，認知
機能検査にて記憶力・判断力が低い（第1分類）と

判断されたもので，更新前後に特定の交通違反（信
号無視，指定場所一時不停止，通行禁止違反等）を
していた場合，公安委員会の臨時適性検査，医師の
診断書が求められ，認知症と判明すると免許取り消
し，または停止となる．



一定の病気等に該当するか否かを把握するため，
公安委員会は，運転免許申請者または更新者に対し
て質問票を交付することとなり，虚偽の回答をした
ものに対する罰則（1年以下の懲役または30万円以
下の罰金）が設けられた．

また，一定の病気等に該当する者を診察した医師
が，病状から運転に支障があると思われる場合，診
察結果を公安委員会に任意に届け出ることができる
とともに，当該届出行為が守秘義務違反とならない
ことが明確化された．







運転再開が勧められない障がい者への支援

 法制度の説明．

 運転に関する再評価の提案．

 外出訓練や生活版ジョブコー
チにて，公共交通機関利用の
練習支援．

 運転経歴証明書の説明・提
案．



（引用：www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/13217/1/TOYAMA-JP.pdf）

富山市のコンパクトシティ構想



（引用：www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/13217/1/TOYAMA-JP.pdf）

LRTネットワークによる公共交通の活性化



（引用：www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/13217/1/TOYAMA-JP.pdf）

富山市の公共交通ネットワーク



（引用：www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/13217/1/TOYAMA-JP.pdf）

コンパクトシティー戦略の効果



障がい者

病院

工学教習所

家族・親族

地域社会法制度

運転免許
センター

行政



ご清聴ありがとうございました


