
　池田　三村先生、最近、高齢者の自
動車事故が報道されて、その都度、認
知症が背景にあるのではないかといわ
れていますが、実際にどのようなスク
リーニングをされているのでしょうか。
　三村　高齢者の中で、特に75歳以上
の方に関しては、今現在、質問にある
ような認知症のスクリーニングを行う
検査を実施しています。70歳以上の方
は自動車運転免許の更新に際して運転
に関する講習を受ける高齢者講習が義
務づけられています。その中で、講習
に先立って認知症、認知機能の低下が
ないかどうかのスクリーニング検査を
するという意味で、講習予備検査と呼
ばれています。
　実質、これは認知機能検査と言い換
えていいと思いますが、これが決まっ

たのが2009年の道路交通法の改正のと
きです。それ以来、継続して行われて
おり、世界中でこのような方策をとっ
ている国はないので、公安委員会によ
る日本独自のユニークな仕組みといっ
ていいと思います。
　池田　具体的な対象が75歳以上とう
かがったのですけれども、実際にどの
ようなことを、誰がやるのでしょうか。
まさか医師が行っているわけではない
と思うのですが。
　三村　75歳以上の方が自動車免許の
更新をする際に、更新の手続きに先立
って自動車教習所等で講習予備検査と
高齢者講習を受けます。講習予備検査
には簡単なセブンミニッツスクリーニ
ングという検査があります。長谷川式
とか、あるいはMMSEという認知症の

スクリーニングの検査がありますけれ
ども、それと比較的よく似た簡単な検
査で、しかもこれは短時間に集団で行
います。さらに、実施する人は教習所
の教官ですので、ごく簡単な検査とい
っていいと思います。
　結果を３段階に分けて、記憶・判断
力の低下がある人（認知症が疑われる
人）、やや低下がある人、問題のない
人と、それぞれ第１分類、第２分類、
第３分類と分けます。この中で第１分
類の記憶・判断力に低下がある人のみ
が、さらに詳しい臨時適性検査の対象
になります。
　池田　認知症が疑わしい方以外の方
はどうなるのでしょうか。
　三村　第２分類、第３分類の方たち
は高齢者講習に若干違いがあるのです
けれども、基本的に運転免許の更新は
できます。認知機能低下があり、認知
症が疑われた第１分類の方のみ、臨時
適性検査に回ります。さらに、今まで
は第１分類の方すべてではなく、基準
行為といって、交通違反、信号無視、
あるいは一時停止違反や逆走など、い
かにも認知機能の低下が疑われるよう
な違反をした人のみ、スピード違反と
か駐車違反等はあまり関係なく、認知
機能の低下が疑われるような違反をし
た方のみが対象になっていました。
　ですから、全体で講習予備検査を受
ける高齢者の方は相当多いのですけれ
ども、その中のごくごく一部、つまり

基準行為の違反があった第１分類の方
のみが臨時適性検査といって、認知症
を専門とする医師によって認知症かど
うかの判断、診断を受ける仕組みにな
っていました。
　池田　ペーパードライバーみたいな
方だと認知機能が落ちていても、違反
がないから、先生方のところには行か
なかったということですね。
　三村　はい。それがいいかどうかは
わかりませんけれども、実際運転しな
い方について免許の交付をする、しな
いというのは警察の問題ですので、医
師がかかわる必要はないかと思います。
　池田　でも、このままいきますと、
そういった方がまた運転したりするこ
ともありますよね。今後はどうなって
いくと予想されるのでしょうか。
　三村　実際には、今、警察でそれを
変えようとしています。講習予備検査
で第１分類になっても、基準行為、交
通違反がなかった人で、実際にはそこ
をすり抜けて、違反がないけれども危
ない方はたくさんいます。こういう方
たちも認知症かどうかの評価をするべ
きだろうという意見がありました。
　その中で、もうこれはすでに承認さ
れているのですけれども、新たに道路
交通法が改正され、実際には2017年３
月から施行されています。これからは
交通違反がなかった方についても、第
１分類に該当した場合、先ほど申し上
げた臨時適性検査を受けることになり

慶應義塾大学精神神経科教授
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　自動車等運転免許の更新の際、認知症のスクリーニングが行われているよう
ですが、具体的にはどのようなことが行われていますか。また、高度難聴の場
合、免許を返上するように伝えるべきでしょうか。
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動車事故が報道されて、その都度、認
知症が背景にあるのではないかといわ
れていますが、実際にどのようなスク
リーニングをされているのでしょうか。
　三村　高齢者の中で、特に75歳以上
の方に関しては、今現在、質問にある
ような認知症のスクリーニングを行う
検査を実施しています。70歳以上の方
は自動車運転免許の更新に際して運転
に関する講習を受ける高齢者講習が義
務づけられています。その中で、講習
に先立って認知症、認知機能の低下が
ないかどうかのスクリーニング検査を
するという意味で、講習予備検査と呼
ばれています。
　実質、これは認知機能検査と言い換
えていいと思いますが、これが決まっ

たのが2009年の道路交通法の改正のと
きです。それ以来、継続して行われて
おり、世界中でこのような方策をとっ
ている国はないので、公安委員会によ
る日本独自のユニークな仕組みといっ
ていいと思います。
　池田　具体的な対象が75歳以上とう
かがったのですけれども、実際にどの
ようなことを、誰がやるのでしょうか。
まさか医師が行っているわけではない
と思うのですが。
　三村　75歳以上の方が自動車免許の
更新をする際に、更新の手続きに先立
って自動車教習所等で講習予備検査と
高齢者講習を受けます。講習予備検査
には簡単なセブンミニッツスクリーニ
ングという検査があります。長谷川式
とか、あるいはMMSEという認知症の

スクリーニングの検査がありますけれ
ども、それと比較的よく似た簡単な検
査で、しかもこれは短時間に集団で行
います。さらに、実施する人は教習所
の教官ですので、ごく簡単な検査とい
っていいと思います。
　結果を３段階に分けて、記憶・判断
力の低下がある人（認知症が疑われる
人）、やや低下がある人、問題のない
人と、それぞれ第１分類、第２分類、
第３分類と分けます。この中で第１分
類の記憶・判断力に低下がある人のみ
が、さらに詳しい臨時適性検査の対象
になります。
　池田　認知症が疑わしい方以外の方
はどうなるのでしょうか。
　三村　第２分類、第３分類の方たち
は高齢者講習に若干違いがあるのです
けれども、基本的に運転免許の更新は
できます。認知機能低下があり、認知
症が疑われた第１分類の方のみ、臨時
適性検査に回ります。さらに、今まで
は第１分類の方すべてではなく、基準
行為といって、交通違反、信号無視、
あるいは一時停止違反や逆走など、い
かにも認知機能の低下が疑われるよう
な違反をした人のみ、スピード違反と
か駐車違反等はあまり関係なく、認知
機能の低下が疑われるような違反をし
た方のみが対象になっていました。
　ですから、全体で講習予備検査を受
ける高齢者の方は相当多いのですけれ
ども、その中のごくごく一部、つまり

基準行為の違反があった第１分類の方
のみが臨時適性検査といって、認知症
を専門とする医師によって認知症かど
うかの判断、診断を受ける仕組みにな
っていました。
　池田　ペーパードライバーみたいな
方だと認知機能が落ちていても、違反
がないから、先生方のところには行か
なかったということですね。
　三村　はい。それがいいかどうかは
わかりませんけれども、実際運転しな
い方について免許の交付をする、しな
いというのは警察の問題ですので、医
師がかかわる必要はないかと思います。
　池田　でも、このままいきますと、
そういった方がまた運転したりするこ
ともありますよね。今後はどうなって
いくと予想されるのでしょうか。
　三村　実際には、今、警察でそれを
変えようとしています。講習予備検査
で第１分類になっても、基準行為、交
通違反がなかった人で、実際にはそこ
をすり抜けて、違反がないけれども危
ない方はたくさんいます。こういう方
たちも認知症かどうかの評価をするべ
きだろうという意見がありました。
　その中で、もうこれはすでに承認さ
れているのですけれども、新たに道路
交通法が改正され、実際には2017年３
月から施行されています。これからは
交通違反がなかった方についても、第
１分類に該当した場合、先ほど申し上
げた臨時適性検査を受けることになり
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ます。そうなると、どんなに少なく見
積もっても、今までの10倍以上、かな
りの方たちが医師の臨時適性検査に回
るだろう、それは認知症の専門医だけ
では対応しきれないという懸念があり
ます。
　池田　物理的に困難ですね。
　三村　認知症学会、老年精神医学会
等の専門医、あるいは認知症疾患医療
センターの医師のみではまかなえず、
実際にはプライマリーケアを担当して
いるかかりつけ医の方であっても、日
常で認知症を診ておられる先生方たち
もそういった診断に加わると予想され
ます。この問題は今までもあったので
すが、これまでとは比較にならないく
らい対象者の数が増えると想定されま
す。
　池田　今、75歳以上の方のスクリー
ニングということですが、若年性とい
いますか、75歳未満の方で認知症が疑
われる場合は、今はどのような対処の
仕方をされているのでしょうか。
　三村　今のところ、75歳未満の方に
ついてはこのような法制的な仕組みは
何もないのです。ただ、これも前回の
道路交通法改正のときに決まったので
すが、非常に危険な運転、それは認知
症に限らないのですけれども、特に認
知機能低下が疑われるような方につい
ては、75歳以下の若年性の方も含めて、
医師が公安委員会に届け出をする任意
通報制度によって、その方が危ないと

いうメッセージを公安委員会に発信で
きることになっています。
　池田　任意というのがなかなか、告
げ口みたいで難しいと思うのですけれ
ども、何か特別な電話窓口といいます
か、ホームページなどはあるのでしょ
うか。
　三村　診断書を書いて、それを公安
委員会に提出するという対応になりま
す。これ自体はかなり、医師・患者の
関係を壊すのではとの懸念もあります。
　池田　そうだと思いますね。
　三村　いろいろな問題があるのです
が、本当にリスクの高い、昨今報道さ
れているような事故の中で、患者さん
の認知機能や症状に重大な問題がある
ような場合は、認知症に限らず、例え
ばてんかんとか、睡眠時無呼吸とか、
その他の疾患でも同様ですけれども、
任意通報の仕組みを利用することがで
きるといった理解です。
　池田　そういった方を対象にして先
生方が診断書をつくって公安委員会に
提出されると、最終的に自動車免許を
返上させる決定はどこで行うのですか。
　三村　それはあくまでも公安委員会
で、警察で決める問題です。医師はあ
くまでも公安委員会、警察に対して意
見を述べる、助言をするということだ
と思います。
　池田　最終的決定権は医師側にはな
い。たまたま事故を起こした場合でも
医師側には責任は来ないということで

すね。
　三村　そこは今後、かなり悩ましい
問題になってくる可能性はあります。
特に、自分が担当している患者さんが
重大事故を起こした場合に医師が訴え
られる可能性もあり得ます。しかし、
今のところはそれは警察庁の問題であ
るといえます。ただ、警察側にそうい
った患者さんの、つまり病気を持って
いる方の運転適性について十分に評価
する仕組みがあるとは言いがたいのが
日本の現状です。その点、アメリカは
患者さんの運転適性評価の仕組みが随
分進んでいるので、今後、日本も見習
っていかなければいけない部分だと思
います。
　池田　報道で知ったのですけれども、
免許を返上しても、自分が免許を持っ
ていようがいまいが、車を運転して、
また事故を起こしてしまう方がいるよ
うです。返上させた方のその後のフォ
ローアップはされているのでしょうか。
　三村　免許取り消しになった方につ
いて、様々に考えていかなければなら
ないことはみんなわかっています。例
えば代替の交通手段とか、そういった
方について一定のかたちで評価を続け
るとか、今後、自動運転が進んでいけ

ば、また変わってくる部分も十分ある
と思います。
　池田　その辺の整備の仕方をアメリ
カ並みに広げていかなければいけない
ということでしょうか。
　三村　アメリカにはリスクドライバ
ーを評価する仕組み、患者さんの運転
を評価する独自の仕組みがあって、そ
れを専門とする作業療法士のライセン
スもあります。日本にはそういう仕組
みが十分にない。ですから、それを届
け出、通報しても、しっぱなしという
ことがあって、患者さんや家族も非常
に辛いことだと思います。
　池田　通報しても、何も受け皿がな
いのですね。
　三村　そういうことです。
　池田　情報だけ流されて、その方に
対しては何の恩恵もないのですね。
　三村　そういうことになります。
　池田　逆に患者さんとの関係を崩し
てまで医師は通報しないですね。
　三村　まずはなんとか本人を説得す
る。任意通報制度は、あくまでもリス
クドライバーに対する最後の手段とい
えるでしょう。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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ます。そうなると、どんなに少なく見
積もっても、今までの10倍以上、かな
りの方たちが医師の臨時適性検査に回
るだろう、それは認知症の専門医だけ
では対応しきれないという懸念があり
ます。
　池田　物理的に困難ですね。
　三村　認知症学会、老年精神医学会
等の専門医、あるいは認知症疾患医療
センターの医師のみではまかなえず、
実際にはプライマリーケアを担当して
いるかかりつけ医の方であっても、日
常で認知症を診ておられる先生方たち
もそういった診断に加わると予想され
ます。この問題は今までもあったので
すが、これまでとは比較にならないく
らい対象者の数が増えると想定されま
す。
　池田　今、75歳以上の方のスクリー
ニングということですが、若年性とい
いますか、75歳未満の方で認知症が疑
われる場合は、今はどのような対処の
仕方をされているのでしょうか。
　三村　今のところ、75歳未満の方に
ついてはこのような法制的な仕組みは
何もないのです。ただ、これも前回の
道路交通法改正のときに決まったので
すが、非常に危険な運転、それは認知
症に限らないのですけれども、特に認
知機能低下が疑われるような方につい
ては、75歳以下の若年性の方も含めて、
医師が公安委員会に届け出をする任意
通報制度によって、その方が危ないと

いうメッセージを公安委員会に発信で
きることになっています。
　池田　任意というのがなかなか、告
げ口みたいで難しいと思うのですけれ
ども、何か特別な電話窓口といいます
か、ホームページなどはあるのでしょ
うか。
　三村　診断書を書いて、それを公安
委員会に提出するという対応になりま
す。これ自体はかなり、医師・患者の
関係を壊すのではとの懸念もあります。
　池田　そうだと思いますね。
　三村　いろいろな問題があるのです
が、本当にリスクの高い、昨今報道さ
れているような事故の中で、患者さん
の認知機能や症状に重大な問題がある
ような場合は、認知症に限らず、例え
ばてんかんとか、睡眠時無呼吸とか、
その他の疾患でも同様ですけれども、
任意通報の仕組みを利用することがで
きるといった理解です。
　池田　そういった方を対象にして先
生方が診断書をつくって公安委員会に
提出されると、最終的に自動車免許を
返上させる決定はどこで行うのですか。
　三村　それはあくまでも公安委員会
で、警察で決める問題です。医師はあ
くまでも公安委員会、警察に対して意
見を述べる、助言をするということだ
と思います。
　池田　最終的決定権は医師側にはな
い。たまたま事故を起こした場合でも
医師側には責任は来ないということで

すね。
　三村　そこは今後、かなり悩ましい
問題になってくる可能性はあります。
特に、自分が担当している患者さんが
重大事故を起こした場合に医師が訴え
られる可能性もあり得ます。しかし、
今のところはそれは警察庁の問題であ
るといえます。ただ、警察側にそうい
った患者さんの、つまり病気を持って
いる方の運転適性について十分に評価
する仕組みがあるとは言いがたいのが
日本の現状です。その点、アメリカは
患者さんの運転適性評価の仕組みが随
分進んでいるので、今後、日本も見習
っていかなければいけない部分だと思
います。
　池田　報道で知ったのですけれども、
免許を返上しても、自分が免許を持っ
ていようがいまいが、車を運転して、
また事故を起こしてしまう方がいるよ
うです。返上させた方のその後のフォ
ローアップはされているのでしょうか。
　三村　免許取り消しになった方につ
いて、様々に考えていかなければなら
ないことはみんなわかっています。例
えば代替の交通手段とか、そういった
方について一定のかたちで評価を続け
るとか、今後、自動運転が進んでいけ

ば、また変わってくる部分も十分ある
と思います。
　池田　その辺の整備の仕方をアメリ
カ並みに広げていかなければいけない
ということでしょうか。
　三村　アメリカにはリスクドライバ
ーを評価する仕組み、患者さんの運転
を評価する独自の仕組みがあって、そ
れを専門とする作業療法士のライセン
スもあります。日本にはそういう仕組
みが十分にない。ですから、それを届
け出、通報しても、しっぱなしという
ことがあって、患者さんや家族も非常
に辛いことだと思います。
　池田　通報しても、何も受け皿がな
いのですね。
　三村　そういうことです。
　池田　情報だけ流されて、その方に
対しては何の恩恵もないのですね。
　三村　そういうことになります。
　池田　逆に患者さんとの関係を崩し
てまで医師は通報しないですね。
　三村　まずはなんとか本人を説得す
る。任意通報制度は、あくまでもリス
クドライバーに対する最後の手段とい
えるでしょう。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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