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リハビリテーション向け
運転能力評価サポートソフト

シミュレーターでの評価サポート

「認知」「判断」「操作」などの運転の現状を“見える化”する

病棟施設での自動車運転能力評価に向けて

はじめに
脳卒中や交通事故等により後遺症が残
り、自動車運転再開に不安を抱いていま
せんか？

当院リハビリテーション部において、
「自動車運転」に関する支援・相談対応
を行っております。

お困りのことがございましたら、
ぜひご家族とご一緒にご来院ください。

当院のドライビングシミュレーター

運転反応検査・運転操作課題、危険予測体験（初級、中級、上級）、
環境別走行体験（高速、雪、雨、夜）などの実践的な練習ができます。
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脳卒中・交通事故等の後遺症に
よる自動車運転への影響1

1）脳がダメージを受けることで起きる問題

①自覚しやすい症状

・運動障害（身体の麻痺など）

・視野障害（視野が狭くなるなど）

・言語障害（言葉が不明瞭になるなど）

②自覚しにくい症状

・意識障害（症状の再発やけいれん発作など）

・高次脳機能障害

（判断力や注意力の低下、片側の無視など）

特に、自覚しにくい症状により運転に支障をきた

すことは少なくありません。

では、高次脳機能障害とは？

1. 脳卒中・交通事故等の後遺症による
　自動車運転への影響･･･････････････････････ 3
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3）高次脳機能障害による運転への影響

自動車運転は、「認知・予測・判断・操作」で

成り立っています。身体に障害がなく、日常生

活において問題なく過ごしている高次脳障害の

方でも、運転となるとより高度な能力が必要と

されるため、問題が生じることがあります。

認知 予測

周囲の状況を把握する 横断するかもしれないと予測する

判断

進むか止まるかを判断する

操作

ハンドルやブレーキを操作する

2）高次脳機能障害とは

「記憶する」「集中する」「考える」「感情をコン

トロールする」「コミュニケーションを図る」

など日常生活を過ごすために欠かせない脳の働

きのことを「高次脳機能」といいます。

脳卒中のような病気や交通事故等で脳に傷がつ

いてこの「高次脳機能」が上手く働かなくなり、

周囲の状況に合わせて適切な行動を取ることが

できなくなる場合があります。

つまり、日常生活や社

会生活を送ることに支

障をきたした状態のこ

とを

高次脳機能障害といいます。
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記憶障害

社会的行動障害

易疲労性

「目的地を忘れる、道に迷う」
記憶に障害がある方は、目的地を忘
れてしまったり、不慣れな道路で道
に迷ってパニックになることがあり
ます。

「運転をすると疲れやすい」
長時間運転に集中したりすると脳
が疲れやすい状態になることがあ
ります。

「イライラして
乱暴な運転をしてしまう」
感情のコントロールが難しい方は、渋
滞や道の譲り合い等、些細なことに過
敏に反応してしまい、ついつい乱暴な
運転をしてしまうことがあるようです。

注意障害

情報処理

半側空間無視

「運転に集中できない」
注意障害がある方は、同乗者との
会話、ラジオや音楽で気が散って
しまい、運転に集中することが難
しくなることが多くなります。

「道路の状況に合わせて
走行することが難しい」
即座に状況を認識し判断することが苦手
になるためタイミングよく右左折したり、
車線変更することが難しくなります。

「見落とし運転になりやすい」
視力や視野に問題がない場合でも、見
ている空間を認識（認知）することが
難しくなり、信号や標識、通行人を見
落としてしまうことがあります。
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失語症

病識欠如
「病気の前と同じ程度と
思って運転する」
自分の障害に気づきにくく、自分
では「大丈夫」、「病気の前と変わ
らずできる」と思い、十分な危機
感のないまま運転を行ってしまう
ことがあります。

「トラブルが起きた時に
状況説明ができない」
失語症等の言葉障害があると、思
うように会話が行えないため、ト
ラブルが起きた際に、相手と応対
することが困難になります。

法律上では？2

特定の病気をされた方は、まず最寄りの警察署に
運転継続についての相談を行い、必要に応じて、
医療機関での診断を経て、運転免許センターでの
可否判定が必要となる場合があります。

※病気をされたすべての方に該当
する訳ではありません。

平成14年６月　道路交通法改正

脳梗塞・脳出血・くも膜下出血等の病気を患
い、安全運転に必要な認知・予測・判断・操
作に問題が生じた場合、免許取り消し・停止
となる場合があります。
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１年以下の懲役または

30万円以下の罰金が科されます。

平成26年６月　道路交通法改正

運転免許取得や運転免許の更新申請をする際
に、「一定の病気（※1）」に該当するかどう
かを判断するために、質問票を交付すること
となりました。
※1･一定の病気には、脳卒中・認知症・てんかん等がふくまれます。

虚偽の回答や報告をした場合虚偽の回答や報告をした場合

高次脳機能障害や各種の症状などにより、正常な
運転ができないおそれのある中で、重篤な事故を
起こした場合、通常の罪に加え、危険運転致死傷
罪が加重される場合があります。

※正常な運転ができる証明のため
にも、最寄りの警察への相談を
当院ではお勧めしています。

平成25年　自動車の運転により人を死傷
させる行為等の処罰に関する法律

正常な運転に支障が出るおそれのある状態
で、危険な運転で人を負傷・死亡させた場合
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当院の運転再開支援の流れ3
運転リハビリテーションのすすめかた

◉運転再開に関する相談
主治医と相談を行います。

◉高次脳機能障害や運転に関する身体機能の評価
必要に応じて注意力など様々な検査を行います。

◉自動車学校への取り次ぎ
必要に応じて自動車学校と連携し、実際に自動車
運転をしてみて安全運転度の評価を行います。

◉診断書の作成
運転の可否を行うものではなく、警察署からの診
断書提出依頼に対して症状に関する診断書を作成
します。

◉運転リハビリテーション
必要に応じて運転再開に向けた機能訓練（高次脳
機能訓練、運転関連動作訓練）を行います。また
運転断念が決まった場合は、移動に関する代替手
段（※2）の検討を患者・家族と一緒に考え、社会
復帰に向けたリハビリテーションを行います。
※2･バスなどの公共手段やその他の地域資源の活用など

まずは、最寄りの警察署にて安全
運転相談をしましょう。

安全運転相談とは？

県警窓口において、一定の病気にかかっている

場合を含め、免許の取得や更新を行う上で、安

全運転に支障がないかを判断するものです。

個々人の症状に応じて運転

免許の取得・継続を判断し、

交通安全の確保と対象者の

社会参加を両立させること

が趣旨とされています。

安全運転相談に関する
鹿児島県警察ホームページ
http://www.pref.kagoshima.jp/ja24/police/unten/seido/annai_4.html
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運転再開が決まった場合に
心がけること4

夜間や天候不良時など視界や見通しが
悪いときにはできるだけ運転を控える

体調が優れない時や睡眠不足、疲
労感のある時は運転を控える

運転中に会話することを控え、ラジオや音
楽を聴くことに夢中にならないようにする

速度を上げ過ぎない

運転時間を短めにして、こまめに
休憩を取る

混雑する時間帯（朝や夕方の通勤
ラッシュ）の走行を避ける

運転断念を決めた場合の支援5
一定の病気により免許の継続が不可とされた方は、道路交通の安全を確保する
観点から、免許の効力の６カ月以内の停止、または取り消し処分となります。
停止期間終了後または取り消し処分の日から３年以内に回復が認められれば、
試験を一部免除した上で免許を再取得することができます。新規取得をお考え
の方は、引き続き療養に励んでいただき、後日再度相談を受けてください。

◉運転免許証の自主返納制度
運転免許が不要になった方、運転に不安を感じる
ドライバーの方が、運転免許証を自主的に返納で
きる制度です。返納後は、「運転経歴証明書」を発
行してもらうことができます。

◉運転経歴証明書とは
運転免許を返納した日からさかのぼって５年間の運
転に関する経歴を証明するものです。運転経歴証明
書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類とし
て、利用することができます。申請場所や受付時間、
申請に必要な書類、手数料、要件等の詳細は、運転
免許センターにお問合わせてください。

◉自主返納優遇措置（支援制度）
「運転経歴証明書」を所持していると、バス・タク
シーの乗車運賃割引など、「さまざまな特典」が受
けられます。以下の霧島市ホームページなどにて
ご確認ください。

【霧島市ホームページ】
https://www.city-kirishima.jp/anshin/kurashi/kotsu/kotsuanzen/jishuhenno.html
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相談窓口6
当院最寄りの免許関連施設

高次脳機能障害者に関する相談窓口

当院が実車評価に関して
相談している自動車学校 (姶良・霧島圏内 )

鹿児島県交通安全教育センター

鹿児島県高次脳機能障害者支援センター

国分隼人自動車学校

霧島警察署

電　　話：099-266-0111
安全運転相談直通ダイヤル：＃8080（シャープハレバレ）
住　　所：鹿児島市南栄5-1-2
時　　間：･8：30～17：00（土曜日、祝日を除く）
交通方法：交通安全教育センター前バス停から徒歩4分

電　　話：099-228-9568
住　　所：鹿児島市小野1-1-1
相談方法：電話相談、来所相談
時　　間：･火・木・金曜日（祝日除く）
･ AM9：00～12：00･PM13：00～16：00
交通方法：玉江小前バス停から徒歩８分
･ ハートピア正面玄関前バス停から徒歩２分

電　　話：0995-42-6111
住　　所：〒899-512･霧島市隼人町真孝123

電　　話：0995-47-2110
住　　所：霧島市国分中央3-44-22
時　　間：･8：30～17：30（基本24時間）
交通方法：霧島市役所バス停から徒歩2分
･ 国分駅バス停から徒歩3分

おわりに
高次脳機能障害とは目に見えない障害で
あるため、運転を再開する際にご本人や
ご家族がその対応や判断に迷うことが多
いかと思います。
事故が許されない自動車運転については
慎重な判断が必要であるため、安易に考
えて、運転を再開するのは危険です。
運転再開にあたって不安を感じたり判断
に迷う際には、対応可能な医療機関や運
転免許センターへご相談することをお勧
めいたします。

Google マップ

Google マップ
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