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あなたの夢 育てませんか

 広報部よりひとこと

　車は生活に欠かせない移動手段です。車がなければ買物や病院
に行けない地域で暮らす方にとって、自主返納は大きな決断が必要と
なります。 返納した方への行政の支援も整いつつある中、大きな事故
を起こす前にと、「家族や周囲の気遣い」と「運転者本人の自覚」で運
転のリスクを減らしていきたいものです。



高齢者の自動車運転と
運転免許の自主返納制度

　75歳以上のドライバーへの認知機能検査を強化した改正道路交通法が昨年3月に施行されてから1年が
経ちました。
　改正以前から75歳以上のドライバーは、運転免許証の更新時に認知機能検査を受ける必要がありました。
検査結果では「認知症の恐れあり」「認知機能低下のおそれあり」「認知機能低下のおそれなし」の３つに分け
られ、その結果に応じて高齢者講習を受講し免許証の更新が可能となるルールでしたが、改正後は「認知症
のおそれ」と判定された場合は違反の有無にかかわらず、医師の診断を受けることが義務づけられ、医師の診
断の結果、認知症である診断されると免許取り消しか停止の対象となることになりました。
　また、運転免許証の更新時だけでなく「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為（18基準
行為）」があった場合にも、「臨時認知機能検査」を受けることになりました。この検査で「認知症のおそれあ
り」と診断された人は、臨時適性検査もしくは医師の診断を受けることになり、この際に認知症が判明したとき
や、医師の診断書を提出したい、認知機能検査を受けない場合には、免許証の取り消し、停止が行われること
になります。

　さらに、臨時認知機能検査で、検査結果が前回の更新時よりも低下していた場合、運転免許証を保有し続
けたければ、「臨時高齢者講習」を受けなければなりません。この講習を受けない人も運転免許証の取消し、
停止の対象となります。
　上記のような法改正が必要になった第一の要因は、75歳以上のドライバーによる死亡事故が年々増えて
いることにあります。「平成28年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について

（警察庁発表）」によると、死亡事故の件数自体は年々
減少しているのにもかかわらず、75歳以上のドライ
バーによる死亡事故件数は横ばいであり、相対的に
75歳以上のドライバーによる死亡事故の割合が増え
ていることが明らかになっています。さらに調べると、
2007年の全死亡事故に占める75歳以上のドライ
バーによる死亡事故の割合は8.2％でしたが、10年
後の2016年には13.5％まで増大しており、高齢社会
の進行に従って、その傾向は今後さらに加速していく
ことが予想されていることです。
　また、重要なポイントとして75歳以上のドライバー
が起こす死亡事故と認知機能の低下に関連性がある
と考えられていることがあります。警察庁の調べ
（2015年）によると、死亡事故を起こした75歳以上の
ドライバー（認知機能検査受検済み）の約半数の
49.4％が、認知機能検査で「認知症のおそれ」「認知
機能低下のおそれ」に分類されていたのです。
　認知機能の低下が重大な事故につながっている例をいくつか挙げてみたいと思います。
　１つは「ペダルの踏み間違い」による事故があります。公益財団法人交通事故総合分析センターの調べ（交
通事故分析リポート№107）によると、ペダルの踏み間違いによる事故は75歳以上の高齢運転者で高く、他
の年齢層の2～5倍の割合となっていることが明らかになっています。またペダルの踏み間違いにより死亡事
故を起こした運転者の割合を年齢層別にみると、約4割（39.6％）が75歳以上の高齢運転者という結果に
なっています。
　もう１つは「高速道路の逆走」が挙げられます。国土交通省と東日本高速道路㈱など6社の合同による調査
分析（高速道路における逆走の発生状況と今後の対策その3）によると、2011年～2015年9月までに、高速
道路会社管内の高速道路での逆走事案は916件発生し、そのうち約7割（68％）が65歳以上のドライバーに
よるものとわかりました。
　身体機能や認知機能が低下に直面するのは誰もが避けられないことです。また自動車運転は、生活の足と
してだけでなく、「楽しみ」や「自立した生活」など、移動手段以外の意味を見出している方が多いということも
忘れてはいけません。しかし、ご自身や家族が交通事故の加害者にならないためにも、若い時とは違うリスク
を抱えながら運転していることを認識して、より安全な運転を心がけることが大切です。

信号無視、通行禁止違反、通行区分違反、横断等禁止違反、進路変更禁止違反

しゃ断踏切立入り等、交差点右左折方法違反、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、

優先道路通行車妨害等、交差点優先車妨害、環状交差点通行車妨害等、

横断歩道等における横断歩行者等妨害等、横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等、

徐行場所違反、指定場所一時不停止等、合図不履行、安全運転義務違反
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　加齢や病気などで身体の機能や判断能力が低下し、「運転に不安を感じている」又は「運転の必要がなく
なった」などの理由で自動車等を運転されない方は、本人の申請により運転免許証を返納できる「自主返納
制度」というものがあります。
　運転免許証を返納された方は、返納した警察署などで申請により「運転経歴証明書」の交付を受けること
ができます。平成24年4月1日以降に発行された運転経歴証明書は、身分証明書として長い間利用することが
できます。
　運転免許証を自主返納するには、運転免許センター（盛岡・県南・沿岸・県北）、自動車運転免許試験場、警
察署（盛岡東・盛岡西・岩手・紫波・花巻・北上・水沢・江刺・一関・千厩・大船渡・遠野・宮古・岩泉・二戸）で申
請の手続きができます。

　岩手県の高齢者の免許人口は年々増加傾向
にありますが、昨年の法改正により、運転免許
証の自主返納件数も増加しており、平成29年
の自主返納件数は3,589件と、平成28年の
2,451件から大幅に増えており、平成25年の
612件と比較すると約6倍に増加しました。

　運転に自信のなくなった、または運転する機会の少なくなった高齢者の方が、運転免許証を自主返納しや
すい環境づくりのため、県内の市町村ではさまざまな支援策を設けています。

ある帰郷
盛岡市医師会 谷藤泰寛

て、盛大な葬儀だったと言って、甥ごさんの

立派な院号の戒名も見せてくれた。問題は、

その母親と思しき人は認知症がかなり進ん

でいるらしい。息子の死を完全には理解出来

ていないようで、通常不規則な帰宅の彼のた

めに食事を用意しておくのが何時もの習慣

で、その日も食事がしつらえてあったという。

母親の心根を可哀想に思ってか、彼女は勿

論冷たくなっていた味噌汁やご飯を亡くなっ

た息子に代わって、猫飯のようにして食べて

きたと言って涙ぐんだ。今後は実家にも帰るこ

とが無いように思うと言って席を立った。その

1か月後、彼女はいつもの陽気な雰囲気で現

れ、「先生も元気出して、もっとちゃんと診て

くれや」といって例の1本のオロナミンＣをま

たも頂戴した。

　　つかこの欄に登場願った方のことである

が、一人暮らしの60代半ばの女性、新聞の字

が読めなくなってきたと言うのがいつもの訴

えであるが、別に変わったところもないので、

いつもの通りの返事をしていると、なかなか

席を立ってくれない。県南の方言を交えた、文

章にならない単語の羅列で言葉を紡ぐのが

通常で、意味の理解に少し馴れを必要とする

が、訴えている内容に無視できない社会現象

が含まれていることもある。最近のことと言っ

て、診療の合間に話してくれたのは大凡次の

ような内容であった。県南部の実家に久し振

りに帰ってきたという。兄の子供の自衛隊上

がりの甥が56歳の若さで、しかも警備員とし

ての仕事の最中に亡くなったのだという。縁

者や自衛隊時代の同僚や上官も多数参列し
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運転免許証の自主返納制度

高齢運転者免許証自主返納の状況

運転免許証を返納した方への支援

　盛岡市では、高齢ドライバーによる事故防止の一環として、65歳以上の方
が運転免許証を自主的に返納し、岩手県公安委員会が発行する運転経歴証
明書を取得した場合に、申請によりMORIO-J加盟店での買い物に利用でき
るポイントを付与する「高齢者運転免許証自主返納支援事業」を実施してい
ます。運転経歴証明書を盛岡市役所の窓口（くらしの安全課、都南総合支所、
玉山総合支所）で提示すると、MORIO-Jカードを持っている人には500ポイント、持っていない人にはカード
（300円）と200ポイントが贈られます。１ポイントは１円相当で、約200の加盟店で使用することができます。
※但し平成28年8月1日以降に運転免許証を自主的に返納した方に限ります。

盛岡市の支援
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　団塊の世代が後期高齢者へと移行し、在宅医療が必要な人が2025年には29万人に達すると推計され

ています。このことを「2025年問題」と言います。 高齢化が急速に進むことに伴い、通院が困難な患者さん

が増え、在宅医療へのニーズが高まると予想されています。　

　在宅医療は、外来通院医療、入院医療に次ぐ「第三の医療」とも言われています。今後ますます増加・多様

化すると考えられることから、在宅医療を担う病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、福祉関係者な

どがそれぞれの役割や機能を分担し、ネットワーク化することで、在宅医療を推進していくことが求められ

ています。

　では、実際に在宅医療の現場はどのようなものでしょうか。そして私たちの先々の生活に、どう影響して

くるのでしょうか。実際の在宅医療の現場にお邪魔して、お話を聞いてみました。

　眞一さんは、やがてふらつきを自覚するようになり、なんでもない所で転ぶことも多くなったため、病院を受
診しました。診断の結果、多系統萎縮症という難病であることが分かりましたが、職場の理解もあり、病気が分
かった後も眞一さんは1年ほど仕事を続けました。

在宅医療
連携拠点事業所
「チームもりおか」発
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宅
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～患者さんとその家族を支える道しるべ～

病気への気づき

　57歳で退職した眞一さんは、自宅が大好きでご家族と一緒に暮らすことを望みました。瞳さんは眞一さんの
願いを受け入れ、自宅で眞一さんを看ることを子どもたちに伝えました。次男の章さんは、「母から、父を自宅
で看ると言われましたが、当初はどういうことなのか、ピンときませんでした」と話します。
　2006年から始まった眞一さんの在宅療養生活ですが、7年間は病院への通院をなんとか続けました。しか
し、病気が進行し身体の自由が奪われてくると、通院に難儀するようになってきたため、2013年8月から訪問
診療に切り替えることにしました。
　眞一さんは現在、声帯が麻痺していて、お話をすることはできません。日中は痰の吸引が必要です。6年前に
は、悩んだ末に胃ろうを造設しています。
　利用しているサービスは、①訪問診療、②訪問看護、③訪問リハビリテーション、④訪問入浴、⑤訪問薬局の
5つです。
　一昨年くらいまでは、2、3か月に一度肺炎を起こし、その都度、入院はせず自宅で治療を受け治してきまし
たが、最近は発熱も少なくなり、安定した在宅生活を送っています。

在宅療養生活

　13年目を迎える在宅介護について、日々のストレスをどのように解消しているのか、お聞きしました。
 　「サービスに入ってくれる人と話すことがストレス解消かな。在宅介護は、痰の吸引や体位交換など、自分たち
でもやらなくてはならないことがあって疲れる日もありますが、話を聞いてもらうことでスッキリします」と瞳さん。
　「僕は働きながらの介護ですが、特にストレスは感じたことはありません。もしかして仕事がストレス解消に
なっているのかもしれませんね」と笑顔の章さん。
　続いて、これからの夢についてお聞きすると、お二人はしばらく考えたあとに答えてくれました。「私は、家族
みんなでカナダのオーロラか、フランスのモンサンミッシェルを見に行きたいです。夫が病気になる前、『退職
したら家族旅行』と決めていたんですよ」と瞳さん。章さんは、「できる限り、父を外に連れ出したいです。子ども
の頃、父がいろんなところへ僕らを連れて行ってくれたように」と話します。

介護生活の息抜きとこれからの夢

　眞一さんの在宅療養生活が始まる時にはピンとこなかった、と
述懐した章さんですが、現在は、心身ともにご両親の大きな支えと
なっています。瞳さんは次のようなお話もしてくれました。「実は一
時期、夫の母親の介護と夫の介護が重なって、私がヘトヘトに疲
れてしまったことがあるんです。その時、章が何も言わずに背中を
さすってくれました。あの時の嬉しさは今でも忘れられません」。
　眞一さんが、ご自宅や外出先で時折見せる満面の笑みが、在宅
療養の全てを表しているように思います。

終わりに診断結果と退職まで

※ご家族のご希望により、実名及び写真加工無しでの掲載といたしました。
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のの在宅医療の現場から
在宅医療

現場から

自宅で笑顔を見せる眞一さん

　眞一さんを病魔が襲ったのは今から14年前、大船渡市に単身赴任していた時でした。瞳さんが、眞一さん
の異変にいち早く気づきました。
　「夫の様子を見に行った時、夫がふらふら歩いているように見えたんです。でも、本人はふらついていること
に全く気づいていないようで、おかしいなと思ったのが最初です。」

家族のちから
　盛岡市にお住まいの吉田眞一さん（69歳）は、現役時代は福祉施設職員で、県内各地の施設で働いた経験
をお持ちです。現在は、奥さんの瞳さん（58歳）と次男の章さん（33歳）の3人で暮らしています。

2

脳の進行性の病気で、全国に約13,000人の患者さんがいます。症状は、ふらつ

き、ろれつがまわらない、手足のもつれや震えが現れ、徐々に手足や体幹が動

かなくなり、声も出せなくなります。無呼吸発作や突然の呼吸停止などをきたす

ことがあります。

多系統萎縮症
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２歳まではテレビを消しましょう!
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あなたの夢 育てませんか

 広報部よりひとこと

　車は生活に欠かせない移動手段です。車がなければ買物や病院
に行けない地域で暮らす方にとって、自主返納は大きな決断が必要と
なります。 返納した方への行政の支援も整いつつある中、大きな事故
を起こす前にと、「家族や周囲の気遣い」と「運転者本人の自覚」で運
転のリスクを減らしていきたいものです。


