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わが国は世界でも類を見ない超高齢社会に突入しており、 
地域で抱えるさまざまな問題があるのは周知のとおりかと思います。 

 
公共交通機関等が十分でない地域をはじめ、特に沿岸部や中山間地域など、   
住み慣れた地域で生活するには、移動手段獲得可否は極めて大きな制約要因です。 

 
このような社会情勢や地域特性を背景に、私たちリハビリテーション専門職は社会復帰を 
すすめており、生活行動範囲を拡大させるため、病院、施設それぞれのベストな方法で日々 
対峙しているのが現状ではないでしょうか。 

 
脳卒中などにより、運動麻痺や高次脳機能障害を抱えながら社会参加を希望する方にとっ 
て、自動車運転再開に対するニーズは高く、その可否は、その方らしい暮らし・社会参加に 
大きな影響を与えるものとなっています。 

 
であれば、当事者の納得感が得られる支援が必要ではないでしょうか。 

 
私たち四国運転リハプロジェクトは、本田技研工業㈱安全運転普及本部より安全運転に 
関する協力を得ながら2014年11月に発足、四国の急性期、回復期、維持期にある病院 
と施設が連携し、地域の支援方法の確立に向け取り組みを開始しました。 

 
自動車運転に必要な能力から評価方法確立をめざし、机上検査必須項目のミニマム 
抽出やシミュレーターの使用手順、病院施設内で可能な停止した車両での評価の開発、 
関係機関との連携など「実践」を基軸に活動しています。 

 
この度、プロジェクトにて培った自動車運転再開支援としての、評価の方法や流れなどを 
ご紹介します。 

 
このガイドブックをご活用いただく事で、支援に携わるセラピストの皆様の充実、また患者様 
の納得への一助となれば嬉しく思います。 

 
また、プロジェクトにご賛同いただけるのであれば、是非ご参加ください。 

 
広くネットワークがつながり、 
均一化された運転のリハビリテーションが当事者に届けられるようになればと思います。  

 
 
 

四国運転リハプロジェクトリーダー  
岩佐 英志 
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   ２．四国運転リハプロジェクトについて 
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四国運転リハプロジェクトメンバー 

■ プロジェクトリーダー 
■ 副プロジェクトリーダー 
■ 安全運転に関する協力 

《愛媛》 
・総合リハビリテーション伊予病院 
・松山リハビリテーション病院 

《高知》 
■ 近森リハビリテーション病院 
 

《香川》 
・かがわ総合リハビリテーションセンター 
・香川県立中央病院 

《兵庫淡路》 
・ジャック訪問介護ステーション 
・洲本伊月病院 
 

《徳島》 
■ 徳島健祥会福祉専門学校 
・伊月病院 
・きたじま田岡病院 
・徳島大学病院 
 

《和歌山》 
・琴の浦リハビリテーションセンター 
・貴志川リハビリテーション病院 
 

■ 本田技研工業㈱安全運転普及本部 
■ Honda交通教育センター 

活動経過 

2014年11月 
キックオフ 

~2016年9月 
STEP1(運転能力評価方法確立・支援ガイドブック作成) 

~現在 
STEP2(運転能力評価方法普及啓発・地域連携推進) 

・運転能力評価の考え方 
・各種検査バッテリーミニマム化 
・シミュレーター活用メニュー抽出 
・実車(停止車両)評価開発 
・支援ガイドブック企画・構成・作成 ・プロジェクト参画各県下仲間づくり 

・       〃     進捗共有・問題課題整理・対策 
・       〃      専門機関連携推進 
・全国普及啓発発信 

設立趣旨 支援の早急な対策が必要 目的 地域間で支援を考える機会と場の創出 

目標 
・自動車運転能力評価方法の確立 
・地域専門機関との連携構築 

活動要件 研究ではなく「実践」を主とする 



リハビリテーションは、回復期リハビリテーション病棟が中核を担っています。 

 
在宅復帰に向けての取り組みは各病院でチーム医療や連携が進められていますが、在宅復帰後 
の社会参加に向けた取り組みは病院間で異なり、また、個別ニーズに対応することから経験の 
共有が難しくなっているのではないかと思います。 
 
急性期病院から在宅、そして潤沢なリハビリテーションが提供されている回復期病院から在宅へ、 
少しでも早く社会復帰に向けたリハビリテーションを開始することが重要であることに異議を唱える 
ことはないのではないでしょうか。 
 
しかし、 
社会参加の手段を自動車運転とするとき、それぞれの病院で判断基準が異なり、手法も確立 
されていないことから、在宅復帰の経験を更に積み重ねた中で提供されている、もしくは申し 
送られているか先延ばしされているのではないでしょうか。 
 
そこで、私たち四国運転リハプロジェクトでは、自動車運転のリハビリテーションにおいて、 
運転をするために求められる能力を縦軸に、身体機能評価、高次脳機能評価、シミュレーター 
評価、新しく提唱する停止車両評価を横軸に置き、「クロス評価をすること」を提案します。 
 
新しく提唱する停止車両評価は、病院や施設の敷地内で、実際の運転に近い環境の中で 
より実感した形で評価することを可能としています。 
 
このステップを踏まえ、運転免許試験場(センター)や自動車教習所などの専門機関との連携 
のもと、走行車両評価（実車での走行）へと繋ぐか、もしくは代替え手段を検討するかを判断 
する際の充実度の高い評価を提唱します。 
 
その結果を以って、医師を含めたチームカンファレンスを行ない、 
患者様へ(結果や診断書など)のフィードバックを進めることが納得に繋げる上で重要かと思います。 

   ３．自動車運転再開支援の現状 
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 道路交通法の遵守(臨時適性検査と診断書）  
 
運転再開の検討にあたっては、道路交通法上、臨時適性検査を受ける必要があります。 

 
法令遵守の観点、ならびに患者様の以降の不利益(事故時の賠償など)を考慮し、 
各都道府県にある運転免許試験場（センター）にて臨時適性検査を受けることを説明してください。 

 
その際、診断書の提出が必要です。 
診断書用紙は、 
各都道府県にある運転免許試験場（センター）もしくは特定の警察署から入手可能です。 
電話にて連絡および相談をしてください。 
  
 

能力 適性基準 

視力 
・両眼で0.7以上かつ片眼でそれぞれ0.3以上 
・片眼が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 赤、青、黄の識別ができる 

聴力 日常会話を聴取できる（10mの距離で90dB) 

運動 

・運転に必要な操作能力に支障がないこと、 
 

 あるいはあっても条件を満たせば可能 
□体幹の機能に障害があり腰をかけていることができないもの 
□四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの  
□自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠く
こととなるもの。補助手段の使用は可、ハンドル旋回装置・左アクセルペダル・
ウィンカー、手動運転装置 

   ４．自動車運転免許制度 
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●各都道府県設置の 
 運転免許試験場(センター)の適性相談窓口にて適性相談 

無
条
件 

条
件
付 

不
適
格 

免
許
交
付 

適
性
検
査 拒否/保留となった場合、 

その理由を解決し、再び相談 

一種免許（大型自動車・けん引免許は除く）・大型特殊・自動二輪の適性基準 



運転行動とは 

道路走行下において変化するさまざま情報を、 
常に認知しながら瞬時に判断し、必要な各種の操作を繰り返し行っています。 

高次脳機能障害になると 

高次脳機能障害の方が運転する場合には、 

 
①反応が遅れることでブレーキ操作が遅れる 
②注意障害により左右から来る車に気づけない 
③一時停止の看板を見落とす、気づくとスピードが出すぎている 

 
                                などが影響として予測されます。 

 
また、 

 
   自分自身の障害について気付きにくい 

 
                      ということも高次脳機能障害の一つの症状です。 
 
自分では「大丈夫」「病気の前と変わらず出来ている」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もあります。 

   ５．自動車運転に及ぼす高次脳機能障害による影響 

認知 判断 操作 
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注意障害の場合（例） 

   ５．自動車運転に及ぼす高次脳機能障害による影響 
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運転能力とは、 
精神機能系と身体機能系に大別できます。 

 
精神機能系は１０項目からなり、 
意識や注意、速度や車両、位置感覚など運転に必要な判断機能が含まれています。 

 
また、身体機能系では、 
乗降、運転姿勢保持、各種操作に対する、下位8項目からなっています。 

   ６．運転をするために求められる能力 
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自動車運転に求められる能力 

精
神
機
能 
系 

①意識レベル 
②注意の選択・持続・配分 
③前方注視 
④方向感覚 
⑤速度感覚 
⑥車両感覚 
⑦位置感覚 
⑧距離感覚 
⑨知的・学力面 
⑩状況判断の速度 

身
体 
機
能 
系 

乗降 
運転姿勢保持 
各種操作 

①体性感覚(表在・深部感覚) 

②特殊感覚(視力・視野・色彩識別・聴力・平衡感覚) 

③関節可動域 
④筋力(最大筋力・持続筋力) 

⑤上・下肢・体幹機能(操作と固定) 

⑥随意運動(神経伝達系) 

⑦協調性 
⑧動作速度 



１）運転リハビリテーションのすすめ方 

開始にあたっては、主治医を含む病院や施設の共有や相談が大切です。 
また、患者様本人だけでなく、家族との問診・面接を実施、同意をとっておくことが大切です。 
ニーズやゴールは、支援経過のなかで変化していきますので、本人・家族・支援者と随時確認 
しながらすすめます。 
 
運転リハビリテーションは、 
病院や施設での評価の後、臨時適性検査を経て、教習所や自動車改造業者と連携し運転再開
に向けた環境づくりを行うことであり、運転の可否を判断することではないことを十分に説明し、プ
ログラムを開始します。 
 
公安委員会より不適格という判断を受けた場合は、代替え手段の検討が必要です。 

   ７．自動車運転再開支援の流れ 
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停止車両評価 



自動車運転に必要な評価項目をどのような(包括的)方法で評価するかを示しています。 
それぞれに強みがありますが、シミュレーターを備えていない病院や施設では、自動車の方向・車両・ 
速度・位置感覚や操作を評価することが難しいといえます。 
 
そこで、あらたな評価方法として、停止した実際の車両を用いる停止車両評価を開発、一般的なリハビ
リテーションにおける各種検査で評価の難しい項目をはかることが可能になりました。(速度感覚を除い
て)停止車両評価を用いることで、リハビリテーション病院や施設での取り組みが充実すると考えます。 
 
私たち四国運転リハプロジェクトでは、自動車運転のリハビリテーションにおいて、運転をするために求め
られる能力を縦軸に、身体機能評価、高次脳機能評価、シミュレーター評価、新しく提唱する停止車両
評価を横軸に置き、「クロス評価をすること」を提案します。 
 

２）自動車運転に必要な評価項目と評価方法 

   ７．自動車運転再開支援の流れ 
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各種検査 シミュレーター 停止車両 

精

神

機

能

系

 

意識レベル 

状況判断の速度 

知的・学力 不可 不可 

距離感覚 

位置感覚 不可 

速度感覚 不可 不可 不可 

車両感覚 不可 不可 

方向感覚 不可 

注意力・持続・配分 

前方注視 

身

体

機

能

系

 

乗

降

 

動作速度 不可 

協調動作 

操

作

 

筋力 

関節可動域 

下肢・体幹機能 

姿

勢

保

持

 

上肢機能 

随意運動 

視力 不可 

視野 不可 



 １）各種検査 

評価項目 検査バッテリー 

必須 

身体機能 STEF 

高次脳機能 

・MMSE 
・TMT-A＆B  
・コース立方体組み合せテスト 
・Rey複雑図形（模写・3分後再生） 

   ADL 
 
 
停止車両評価 

FIM（機能的自立度評価法） 
・移動 
・認知 
 
・身体機能 
・高次脳機能 

選択 高次脳機能 

・BIT 
・CAT   
・WMS-R 
・BADS 
・WAIS 
・SDSA 
 
                   など 

リハビリテーション病院や施設で実施する各種検査には、さまざまな種類があります。 
 
そこで、病院や施設間で統一できる部分を見出し、必須項目と検査を抽出、ミニマム化しました。 

   ８．自動車運転能力評価方法 
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○ドライビングシミュレーターの特徴 
 

  擬似的体験を通して基本的運転操作の評価や訓練が可能 
 

           ① 情報への反応（認知・判断力・操作） 

           ② 危険予測能力 

           ③ 注意力・注意持続力 

           ④ 安全確認についての認識 

ドライビングシミュレーターを活用することで、 
院内のリハビリテーション室にて、自動車運転の擬似的体験が可能となります。 

写真提供元：近森リハビリテーション病院 

 ２）シミュレーター 

〔参考〕本田技研工業株式会社「Hondaセーフティナビ」 

   ８．自動車運転能力評価方法 
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                ＊①～④はセーフティナビに搭載されているソフトメニュー 

 本プロジェクトでは「Hondaセーフティナビ」の機能を参考に、 
           “選択反応検査”および“総合学習検査”を必須項目としました。 

必須項目 

 ２）シミュレーター 

   ８．自動車運転能力評価方法 

必須項目を実施し、運転プロフィールとコメントがアウトプットされます。 
 
この結果と、場合によって様子を録画したものも併せて、 
障害特性が自動車運転におよぼす影響を予測し、リスクコミュニケーションに役立てます。  

Go or Stop 
  and Rehabilitation 



評価 

院内駐車場（２台分） 

備 品 

  病院や施設内で、停止している車両を用いて行います。 
 

 停止状態での評価で、 
 速度感覚以外の車両感覚、位置感覚、距離感覚、方向感覚などの把握、また、 
 アクセルやブレーキ、ハンドルなど各種操作の状況把握も可能となります。 

   ８．自動車運転能力評価方法 

 ３）停止車両評価 

評価項目 

身

体

機

能

 

自力での乗降 

各種操作 

操作力 

関節の可動域 

随意な操作 

操作の速度 

高

次

脳

機

能

 

前方注視 

視野 

車両感覚 

方向感覚 

位置感覚 

距離感覚 

自動車 
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  and Rehabilitation 

必要な準備物 

ストップウォッチ パイロン 

1m棒 メジャー 



評価項目および設定と口頭指示内容、評価ポイントを1枚のシートに構成、所要時間
は40分程度です。身近な準備物で実施できます。 
 
車両感覚目安値は、四国運転リハプロジェクトで行った計測値の平均値とSD値です。 
目安値を逸脱する場合は、運転に影響があると判断することが可能といえる参考値で
す。 
 
実施を希望される場合は、研修の受講が必須となります。（現在、研修会準備中） 
 
四国運転リハプロジェクトまでお問合せください。 

   ８．自動車運転能力評価方法 

 ３）停止車両評価 
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参考）停止車両評価シート 



プロジェクトでは、 
本人や家族の同意と、運転に関する課題をカンファレンスで確認した事例に対して、 
各種検査、シミュレーター、停止車両評価を実施することとしています。 
 
その後、教習所で行う走行車両評価（実車評価）については、 
事前に受け入れの条件など教習所と打合せが必要となります。 
 
構内または路上走行に際して、 
臨時適性検査の判定も含めて可否の確認も必要となります。 
 
走行車両評価(実車評価)にあたっては、以下の確認をお願いします。 
 
 ①免許情報 
 ②臨時適性検査の有無 
 ③教習所との運用上の確認事項 
 
 a）教習所との事前確認（受け入れ・事例情報・評価ポイントなど） 
 b）担当者やご家族の後部座席への乗車（病院施設側・教習所側の確認） 
 ｃ）ビデオ撮影の許可（本人と家族・病院施設・教習所）  
 d)  改造車両の使用許可もしくは必要性 
 e)  教習所インストラクターの評価記録 
 
 ④事後のカンファレンス 

   ９．自動車運転再開における支援 

 １）教習所との連携 
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運転免許に付された条件や症状に合った自動車や運転補助装置を選択することで、 
安全で確実な運転操作が可能となります。 
 
自動車販売会社、または改造業者とよく相談してください。 

自動車運転時の課題 自動車や運転補助装置等の選択ポイント 

①ドアの開閉動作 
②乗降時の動作 
③運転姿勢の保持 
④エンジン始動等の操作 
⑤ハンドル操作 
 
 

 
 
 

 
 

 

⑥各種スイッチ操作 
 
⑦パーキングブレーキ操作 
⑧アクセル・ブレーキ操作 

①キーレスエントリー等 
②グリップ・移乗ボード 
③姿勢をサポートするシートの選択 
④プッシュ式ボタン型等（右片麻痺） 
⑤ノブ型などの回旋装置 
         ※操舵力軽減車の選択含む 
 

⑥ウィンカー等の延長レバーやリモコンスイッチの設置 
      ※オートワイパー・ライトの選択含む 
⑦上肢操作型の選択等（左片麻痺） 
⑧左足アクセルへの改造（右片麻痺） 

脳機能障害(片麻痺)の選択と改造(例) 
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 ２）自動車と運転補助装置 
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臨時適性検査で不適格となった場合は、 
公共交通手段の活用や自治体の送迎サービス・介護タクシーといった 
社会資源の活用、電動カートの利用など、さまざまな手段を検討します。 
 
安心して充実した暮らしのための環境づくりを行います。 
 
また、回復期の病院で、 
一旦自動車運転の再開を見送った場合には、次の支援機関に引継がれる間、代替
え手段が必要な場合もあります。 
 
その方の納得の過程が、その方の納得のいく選択には必要です。 

   ９．自動車運転再開における支援 

 ３）さまざまな代替え手段の検討 
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また、運転免許証を公安委員会に返納して、運転経歴証明書の交付を受ければ、 
 
運転免許返納支援事業所から様々な特典（サービス）を受けることができます。 
 
返納の際のサービスなどの有効利用などの情報提供が大切です。 
＊各都道府県警ホームページをご覧ください 

患者様と家族が納得した支援計画を立てましょう。 



本ガイドブック作成にあたり、 
ご協力いただきました病院・施設・関係機関、ならびに本田技研工業㈱・Honda 
交通教育センターの皆さまに感謝申し上げます。 
 
私たちの目指すところは、自動車運転の適切な判断と社会参加の促進につながることで
あります。 
 
患者様とご家族が運転の可否について納得できることが、適切な社会参加の手段の確
立には欠かせないと考えています。 
 
この度、新しく停止車両評価を提唱しており、このツールがよりよい社会参加をするため
の「自動車運転」に対する支援につながることを期待しております。 
 
また、本プロジェクトにご賛同いただけることを願っております。 
 
四国運転リハプロジェクトメンバー一覧  （2017.03時点） 
 

■プロジェクトリーダー 
            岩佐 英志         （徳島健祥会福祉専門学校） 
■副プロジェクトリーダー 
            矢野 勇介         （近森リハビリテーション病院） 
■メンバー 
            大野 香織・上川 毅  （かがわ総合リハビリテーションセンター） 
            鍵野 将平        （琴の浦リハビリテーションセンター） 
            清水 江美・前田 早紀 
            楠 哲朗          （総合リハビリテーション伊予病院） 
            佐尾山 諭        （きたじま田岡病院） 
            坂本 敏行              （ジャック訪問看護ステーション） 
            柴峠 伸年              （洲本伊月病院） 
            中野渡 友香            （徳島大学病院） 
            橋本 竜之介            （貴志川リハビリテーション病院） 
            山下 旭                  （伊月病院）        
■安全運転に関する協力 
            本田技研工業㈱ 安全運転普及本部 
            株式会社 レインボーモータースクール 
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《支援ガイドブックに関するお問い合わせ》 
  近森リハビリテーション病院 作業療法科 矢野勇介 mail:shikoku.drive@gmail.com 
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