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要 旨 

脳卒中や脳外傷後に高次脳機能障害を有する患者さんの運転再開の可否についての相談や判断を求められるこ

とがしばしばある。平成24年6月の改正道路交通法により高次脳機能障害患者もてんかん患者と同様に扱われ、

病気の症状に対する公安委員会の質問制度・虚偽記載の場合の罰則の新設、医師の診察結果の届出、免許の効力

の暫定的停止制度が適応となった。かがわ総合リハビリテーション病院では、社会のニーズや法改正に則し、高

次脳機能障害者に対し机上テストやドライビングシミュレータを用いた評価を実施しており、本稿では法改正の

要点と当施設におけるそれら評価法についての現状について説明する。また我々の新しい試みや今後の課題につ

いても述べ、当施設における高次脳機能障害者の自動車運転再開支援に対する一連の取り組みを解説する。 

 

 

１.  はじめに 

センターにおける日常診療や支援事業の中で、脳

卒中や脳外傷後に高次脳機能障害を有する患者さ

んの運転再開の可否についての相談や判断を求め

られることがしばしばある。現在、わが国では8,000

万人以上の人が自動車免許を保有しており、一方で

脳血管疾患の患者総数は約130万人と報告されてお

り、急性期治療やリハビリテーションを経て、社会

復帰に際して車の運転を強く希望される患者さん

が少なくない。特に公共交通機関が発達していない

香川県では、車が生活の一部になっており尚更運転

の必要性に迫られる環境にある。 

2011年（平成23年）4月に栃木県鹿沼市において、

クレーン車運転者が、てんかん発作により意識消失

をきたし、登校中の児童の列に突入し、小学生6人

が死亡するという痛ましい交通死亡事故が発生し

た。この運転手は抗てんかん薬の内服が不規則であ

ったばかりでなく、運転免許更新以前の2年以内に

てんかん発作があり、一定の症状を呈するてんかん

患者として運転免許が取得できない状態にあった

のに、持病について申告せずに運転免許の更新を行

っていたことが大きな問題とされ、「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」で運転免許制度の見直しが審議された。ここで

いう一定の病気等は、運転免許の拒否又は取消し等

の事由となる自動車等の運転に支障を及ぼすおそ

れのある病気等として運用基準（表1）で定められ

ている。 

表 1 「一定の症状を呈する病気等」と運用基準

（改正道路交通法1023条、令第33条） 

 



このうち高次脳機能障害は「その他の自動車等の

安全に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれか

に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を

呈する病気」にあたり、具体的には病気基準（表2）

の、6．その他：脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも膜

下出血、一過性脳虚血発作等：慢性化した症状、発

作により生ずる恐れのある症状）あるいは7．認知

症（アルツハイマー型認知症、血管性認知症、ピッ

ク病、レビー小体型認知症、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）などが相当する。 

表2 運用基準で示されている病気標準 

 

 

２. 一定の病気等に係る運転者対策：改正道路交通

法（平成26年6月1日施行） 

 2014年（平成26年）6月1日の改正道路交通法施

行により運転免許制度の一部が変更され、「一定の

病気等」に係る運転者対策が強化された。この改正

道路交通法では以下の点について改正があった。 

① 病気の症状に関する公安委員会の質問制度・虚

偽記載の場合の罰則を新設 

 公安委員会では免許の取得・更新の際に「一定の

病気等」に該当するかどうかを判断するため、質問

票（表3）を交付される。この質問票に虚偽の回答

や報告をした場合には1年以下の懲役または30万円

以下の罰金が科される。 

 

表3 一定の病気等」に該当するかどうかを判断す

るため、質問票 

② 医師による診察結果の届出 

 医師は、一定の病気等に該当する免許保有者を診

察した場合、診察結果を任意で公安委員会に届け出

ることができる。なお、医師の守秘義務に関する法

律の規定は本届出には適用されないこととなる。ま

た、医師が「一定の病気等」と診察した者の免許の

有無を公安委員会に照会できるようになった。つま

り医師は、運転に支障があると思われる高次脳機能

障害患者を診察した場合、その状況を公安委員会に

届け出ることができる。この届け出は任意であり、

不用意な届け出は患者と医師の信頼関係を失う危

険性もあるが、軽度の物損事故を何度も起こしてい

る明らかな高次脳機能障害患者を診察した場合、重

大な人身事故を起こす前に公安委員会に届け出る

ことは医師の大切な務めであると思う。 

③ 免許の効力の暫定的停止制度 

 交通事故を起こし、または医師の判断で一定の病



気等に該当すると疑われる方について、3カ月を超

えない範囲内で免許の効力を停止することができ

るようになった。一定の病気等に該当しないことが

明らかになった場合はその処分が解除される。 

④ 免許の再取得に係る試験の一部免除 

 一定の病気に該当することなどを理由に免許を

取り消された場合で、病気の症状が改善されて免許

を再取得する場合、取消しから3年以内であれば、

技能試験及び学科試験が免除され、適性検査のみで

免許が再取得できる。但し、交通違反歴など運転経

歴によっては免除されないこともある。 

 

３. かがわ総合リハビリテーション病院における自

動車運転再開の評価 

①身体の障害の評価 

 自動車運転再開を希望する高次脳機能障害患者

の中には原疾患に伴い身体機能や視機能、聴覚機能

にも異常を有する人がいる。身体機能の異常は比較

的発見しやすく、患者さんも自覚していることが多

いが、視機能については眼科的な検査を行わないと

異常が発見できないこともある。普通自動車運転に

求められる視機能としては、視力が両眼で0.7以上、

かつ一眼でそれぞれ0.3以上、あるいは一眼の視力

が0.3に満たない者、または一眼が見えない者につ

いては、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7

異常であることがガイドラインで示されている。ま

た色彩識別能力として、赤、青、黄色の識別ができ

ることが求められている。しかし、脳卒中患者にし

ばしばみられる視野欠損については明確な記載が

ない。同名半盲がある患者さんの場合、対向車や歩

行者が正中視では視界に入らず、正中近くになって

突然視界に入ってくるため大変危険なことがある。

画像所見や日常生活からの情報で半盲を含めた視

野欠損が疑われる場合には、眼科にて精密検査を行

い、その異常に応じて注意や指導を行う。 

②運転再開評価に用いる机上テスト（神経心理学的

検査） 

 自動車運転において必要とされる認知機能は、注

意力（注意維持・分散、集中）、判断力、推定力、

危険予知力などであり、当院では運転再開を希望す

る患者さんに、全般的な認知機能や注意機能、遂行

機能を評価する複数の神経心理学的検査を組み合

わせて実施している。全般的な認知機能としては

WAIS-R、注意機能としてはTMT、遂行機能として

はBADSを中心に評価しており、それぞれ先行研究

より適否判断の目安（表4）を挙げているが1）、絶対

的な判断基準としては用いていない。 

表4 過去の文献に見られる運転適性基準の概要 

 

 

③ドライビングシミュレータ（DS） 

 当院では、リハビリテーション部に本田技研工業

（株）のセーフティナビを使用したDSを設置して

いる。（図1）このDSは簡易型ですが、風景が3面デ

ィスプレイに表示され、視野角が広がりより現実に

近く、またサイドミラーが離れたところにあるため、

意識して視線を動かす必要がり、リアルな運転環境

が体験できまる。そのため操作中にシミュレータと

実車との運転感覚の差異から生じると思われるシ

ミュレータ酔いを起こすことがある。 

図1 ドライビングシュミレータ 

 



このDSはリハビリテーション向け「運転能力評価

サポートソフト」を搭載しており、検査課題である運

転反応検査と運転コース課題が用意されている。運転

反応検査は、画面上に表示されたランプの点滅を確認

し、ランプの色別に定められたアクセルペダル操作に

対する反応の早さや正確性の検査（単純反応検査、選

択反応検査）、走行中に複数並んだ車線に赤いパイロ

ンが2本出現し、そのパイロンが並んだ車線に素早く

車線変更してパイロンの間を通過させることでハン 

ドル操作に要する反応時間を測定する検査（ハンドル 

操作検査）、ランプの色別に定められたアクセルペダ

ル操作を行うと同時に先方を走る車が示す矢印に従

い、ハンドルに付いた左右ボタンを手で押すことによ

り手足を使い、異なる複雑反応操作に対する反応時間

の早さ、正確さを測定する検査（注意配分・複雑作業

検査）の4つから構成されている。また運転コース課

題は、危険予知体験ソフトをもとに様々な運転環境を

難易度を変えて再現した市街地走行における周囲の

安全確認、誘導指示、指示標識に従っての運転状況が

評価できる。（図2） 

図2 運転コース課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転コース課題では、認知、判断、予知、運転操作

の複合的運転能力を評価できる。検査結果は年代別の

5段階評価を行い、その数値から自己の運転レベルを

知ることができるとともに、運転内容をリプレイする

ことで客観的に自分の運転の問題点を再確認できる。

簡易型のDSを高次脳機能障害患者の自動車運転再開

の判断やリハビリテーションに用いている施設は既

にいくつか存在する。2）、3） 

当院では2013年2月からこのDSを用いた検査を

開始しており、現在までに病院では42名の患者さん

において計51回の運転能力評価を行っています。検

査を行った患者さんの年齢は、19～83歳（平均

54.6±15.7歳）で、60歳代が最も多く13名、次いで

50歳代が10名、40歳代が7名で、中年期の患者さん

が全体の2/3を占める。（図3） 

図3 リハビリセンターでの運転能力評価を行った

患者さん数 

 

復職や日常生活の自立を目的に自動車運転再開

を希望される患者さんが多いためと考えらる。一方

で、70歳以上も5名含まれており、高齢者において

も日常生活における自動車運転の必要性が示され

た。性別では、男性37名、女性5名であり、圧倒的

に男性が自動車運転再開を希望されており、これも

復職と関係していると考えられる。原因疾患別には、

脳梗塞16名、脳内出血13名、脳外傷5名、くも膜下

出血4名、脳腫瘍1名、頚髄損傷2名、大腿骨骨折1

名であり、42名中39名（93％）が脳神経疾患であ

り、特に脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血の脳卒中

が大半（33名、85％）を占めていた。 

④ 症例提示 

 くも膜下出血後に高次脳機能障害が後遺し、神経

心理学的検査とDSから自動車運転再開が困難と判

断した症例を提示する。 

 症例は、60歳台、男性。平成2■年8月2×日、突

然の嘔吐と意識障害にて発症し、前医に救急搬送さ

れました。頭部CTにてくも膜下出血と診断され、



その原因の破裂脳動脈瘤に対し開頭ネッククリッ

ピングが施行された。その後水頭症に対しシャント

手術が施行され、発症から2カ月半、シャント手術

から1カ月半後にリハビリテーション目的にて当院

に入院となった。入院時、軽度の左片麻痺と記銘力

障害を主体とする高次脳機能障害を認めた。 

 入院当初から自動車運転再開の希望があったた

め、入院1か月後と4か月後に高次脳機能検査とDS

による運転適性検査を施行しました。退院間近の入

院4か月後の高次脳機能検査では、TMT-A 46秒（基

準ライン47秒以下）、TMT-B誤り1（118秒）（基準

ライン133秒以下）、WAIS-R符号（評価点）9点（基

準ライン11点以上）、BADS動物園地図（得点）1点

（基準ライン2.3点以上）、BADS（年齢補正標準化

得点）73点（基準ライン99点以上）であり、遂行機

能障害を主体とする高次脳機能障害を認めた。DS

を用いた運転適性検査では、単純反応、選択反応と

もに反応動作が遅くかつムラがあり、注意配分・複

雑作業においても反応の遅さ、ムラ、誤反応が目立

った。（図4） 

図4 運転適性結果票 

 

危険予測体験（中級コース）では、事故は無かっ

たものの、走行開始時に前方の車に衝突しそうにな

ったり、路肩に駐車中のトラックを追い越す際に距

離が近かったりなどの危険な場面が見られ、ウイン

カーの出し忘れや急ブレーキ操作が何度も見られ

（図5）、自動車運転に伴うリスクは高いと判断され

た。以上の結果より、現段階では自動車運転再開は

困難であると判断し、患者さんとご家族にしばらく

は自動車運転を控えるように説明した。 

図5 体験場面の走行結果 

 

 

⑤ 新しい試みと今後の課題 

 医用工学の進歩に伴い脳の活動を視覚的に捉え

ようとするニューロイメージング技術が臨床応用

されている。特に機能的MRI（functional MRI：

fMRI）と機能的近赤外分光法（ functional 

near-infrared spectroscopy：fNIRS）は、自動車運

転を評価する脳機能画像技術として、研究面および

臨床面においてすでに報告が散見される。4）最近

我々は、DS中の前頭葉の脳血流変化をfNIRSにて

測定し、健常者や運転再開が可能な症例と運転再開

が困難な症例においてその賦活状態に相違があっ

たので簡単に報告する。対象は、くも膜下出血後に

高次脳機能障害が後遺しリハビリテーション目的

で入院した男性3名（症例1：40歳台、症例2：40歳

台、症例3：60歳台）で、いずれの症例も前頭葉に

大きな脳損傷を認めていなかった。 

近赤外光イメージング装置は、（株）島津製作所

のSPEEDNIRSを用い、前額部に7組19チャンネル

のプローブを装着しDS中の両側前頭葉の血流変化



を測定した。なお発症から検査までの期間は、それ

ぞれ93日、205日、197日でした。健常者（50歳台）

では、単純な運転反応検査中の賦活は軽度であり、

また運転コース課題中には広範囲な賦活が認めら

れたが、課題が進むにつれて脳の賦活は収まってき

た。症例1は、単純な運転反応検査中の賦活は健常

者と同程度で、また運転コース課題中には側頭葉寄

りに一部賦活が認められたが、全体的に安定した賦

活状態だった。本症例は、高次脳機能検査から運転

再開は可能と判断し、DSの評価も「普通」だった。

症例2は、単純な運転反応検査中から前頭葉の様々

な部位で賦活が見られ、症例3は、運転反応検査中、

運転コース課題中ともに前頭葉はわずかに賦活す

るのみだった。この2症例は、高次脳機能検査から

運転再開は困難と判断し、DSの評価は「やや劣っ

ている」だった。今回の結果からfNIRSは自動車運

転再開の可否の客観的評価に役立つ可能性が示さ

れた。しかし前頭葉の活動や賦活に影響を及ぼす要

素は多く存在し、またfNIRSは空間分解能や再現性

の問題があり、今後更なる検討を続けていく必要が

あると思われる。 

今後の課題として、DSモニタリングは危険を伴

わない一方で、臨場感に乏しい問題がある。実際の

自動車運転に関しては、単に反応速度や危険予知の

みではなく、運転ルートを選択して交通ルールを遵

守する能力や、他の車や運転者を考慮した行動選択

等のさらに高次な認知機能が必要であり、実車を用

いた路上評価が運転能力を最も正確に評価すると

の報告がある5）。今後は、高次脳機能障害者におい

て高次脳機能検査とDSによるモニタリングに加え、

教習所の構内コースや路上での実車運転評価を行

い総合的に自動車運転再開の可否を評価できる体

制を構築していきたいと考えている。 

 

４. 終わりに 

 高次脳機能障害患者における自動車運転再開は、

家事や趣味など個人の行動範囲・社会参加に大き

く影響し、またリハビリテーションプログラムに

おいては復職や社会における役割の維持といった

QOL 獲得に向けて個人的ニーズが高いものの一

つである。一方で、自動車運転が個人的にも社会

的にも非常に危険性を伴う行為であることから、

自動車運転再開の可否判断は社会的にもニーズが

高まっている。かがわ総合リハビリテーション病

院は、リハビリテーションにおける香川県の中核

施設であり、我々が中心となって高次脳機能障害

患者の自動車運転再開へ積極的に取り組んでいか

なければならない。現状では、自動車の運転を控

えた方がいいと思われる患者が運転を継続してい

たり、何らかの脳疾患に罹患したために自動車運

転を控えている人の中には、十分自動車を運転す

る能力がある人がいる。我々は、社会の安全を念

頭に置いて、当該患者にとって最も良いと思われ

る助言を行うべきであり、我々の試みが高次脳機

能障害患者の自動車運転再開に適切に役立つよう

にしていかなければならないと考えている。 
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