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意図的／非意図的中断に着目した
服薬アドヒアランスの影響要因に関する実証研究
An empirical study on the factors influencing medication adherence
focusing on intentional and unintentional interruption
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要旨；本研究では、意図的中断と非意図的中断に着目して服薬アドヒアランスへの影響構造について検討した。
継続的な服薬が必要な慢性疾患患者を対象としたWeb調査を行った。まず、意図的中断と非意図的中断の因果の方向
性とアドヒアランスへの影響について検証した。次に、先行研究を基にした、情報探索、患者参画、自己効力感、効果
認識等がどのように意図的または非意図的な中断やアドヒアランスに影響するかを検証した。
結果として、非意図的中断が意図的中断に影響すること、アドヒアランスには非意図的中断の影響が最も強いことが
示された。非意図的中断には自己効力感、効果認識が順に正の影響を示した。また、情報探索は意図的／非意図的中断
の両者に負の影響を示したが、特に意図的中断により強く影響した。
以上から、服薬アドヒアランスを促進するためには、非意図的な中断（失念）への対策を優先すべきこと、併せて、
患者の自己効力感に働きかけることの重要性、また情報過多の場合は負の影響に留意すべきことなどが示唆された。
Abstract ; In this study, we examined the influencing factors of medication adherence by focusing on intentional
interruption and unintentional interruption．
We conducted a web survey of patients with chronic diseases requiring continuous medication. First, we examined
the directionality of causality and the influence of adherence on intentional and unintentional interruption. Next, we
examined how four factors-information searching, customer participation, self-efficacy, and perceived outcome based
on previous research-affect intentional or unintentional interruption and adherence．
The results showed that unintentional interruption affects intentional interruption and that medication adherence
has the strongest effect on unintentional interruption. Of the influence factors, self-efficacy and perceived outcome
positively affected unintentional interruption. Information searching also showed a negative effect on both intentional
and unintentional interruption; intentional interruption was particularly and strongly affected．
Thus, when promoting medication adherence, it is important to prioritize countermeasures against unintentional
interruption (forgetting), along with the importance of acting on a patient's self-efficacy. Moreover, we suggest that
negative impact should be noted in the case of excessive information provided to patients．
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１．緒言

大 き い と 報 告 さ れ て い る1 1 ）。 ま た 、

わが国では、高齢者の処方薬の飲み残しや

Lindquist et al．（2012）ではインタビュー

飲み忘れは474億円分と推計されている １）。

調査によりコーディングしたデータから、意

また、児童の保護者世代600人の調査でも

図的／非意図的な２次元を区分している12）。

90.3％が服用忘れを経験し、71.8％が自己判

同じく、Clifford et al．（2008）やNorton et

断で服用を止めたことがあるとの報告もあ

al．（2010）は意図的な中断行動を取った者

る２）。

か非意図的な中断行動を取った者かに対象者

このような服薬の中断や不適正な使用は、

を区分した上で、その特性について検討して

医薬品や医療者の労力など貴重な資源の浪費

いる13，14）。更に、Gadkari et al．
（2012）では、

となる。それに留まらず、健康水準の更なる

患者の信念（patient beliefs）の分析モデル

低下や慢性疾患における合併症発症などによ

の中で非意図的中断から意図的中断への因果

り、未然に防げたはずのQOLの低下や医療

関係を明らかにしている15）。

費の更なる増大を招くことにもつながる。近

アドヒアランスの良し悪しが主に意図的な

時は、服薬に関するアドヒアランスが低いこ

要因によるのか、非意図的または無意識な要

とは国内外で問題視され、社会的問題となっ

因によるのかによって、医療者のアプローチ

てきている ３，４）。このような背景から、海

を含めその対応策は大きく異なると考えられ

外では医学や薬学の研究領域を超えて、消費

る。しかし、海外と異なり、わが国では服薬

者行動論やサービスマーケティングのアプ

アドヒアランスに関して意図的中断と非意図

ローチによっても、アドヒアランスに関する

的中断の概念を前提とした分析を行った研究

研究がいくつか行われるようになってきてい

は見受けられない。そこで、本研究では慢性

る５，６）。

疾患患者を対象として、処方薬の意図的およ

また、海外ではアドヒアランスについて、

び非意図的な中断と服薬アドヒアランスの関

より詳細に検討するため、意図的な中断と無

連性、さらには個々の影響要因について検討

意識または非意図的な中断を区分して分析す

したので報告する。

る研究も複数見受けられる ７，８）。これは高
血圧患者の服薬アドヒアランス尺度として開

２．方法

発されたMorisky et al．（1986）のMorisky

２―１．調査方法

Medication Adherence Scale-4items

2017年３月に治療薬の継続的服用が必要な

（MMAS-4）に対して、その後の追実験や発

慢性疾患患者を対象としたWeb調査を行っ

展研究が行なわれる中で、このような意図的

た。調査は国内大手の㈱インテージに委託し

な概念と非意図的な概念の２つの次元を想定

た。事前スクリーニング条件は「慢性疾患

することの妥当性が示されてきたことによ

（高血圧や糖尿病など）と診断され、定期的

る ９ ）。例 え ば 、V i k

e t a l ．（ 2 0 0 5 ）で は 、

に治療薬を処方されている」、「３か月以内に

MMAS-4の他に開放型質問も加えて分析し

医療機関（病院・クリニック）を受診し、処

た結果として、アドヒアランスに関する意図

方された慢性疾患の治療薬を薬局で入手して

的／非意図的な２次元の概念を提唱してい

いる」、「40歳以上である」、「医療職（医師、

る10）。Lowry

看護師、薬剤師等）ではない」とした。最終

et al．（2005）でも、非意図的

な次元は個人特性（patient characteristics）

的に、３か月以内に医療機関から慢性疾患治

に依存する傾向があり、意図的な次元は患者

療薬を処方され、40歳以上、かつ非医療職の

の薬に対する意思決定・態度によるところが

患者1,952名から以下のような回答データを
5
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Table 1
構成概念

質問項目と依拠した先行研究
質問項目

先行研究

情報探索

・私は自分の病気や治療薬に関する情報を探すことに関心がある。
・私は自分の病気や治療薬に関する情報を定期的に収集している。
・私は自分の病気や治療薬に関する情報を系統立てて、計画的に収集している。
・私は自分の病気や治療薬に関する情報を収集するのにけっこう時間を費やしている。

Prigge et al.
2015

知識獲得

・自分のかかった病気については、他の患者と比較して、私はより専門的だと思う。
・私は自分の病気についての最新の知識に追いついて行けている。
・私は自分の病気に関して得た情報をきちんと精査している。

Prigge et al.
2015

患者参画

・私は自分の治療方針について、自分から提案するなどして関わるようにしている。
・医師の治療に関する決定には、私の考え・意見も影響を与えていると思う。
・私は医師とともに、自分の病気の治療計画に広く関わっている。

Prigge et al.
2015

自己
効力感

・私は、バランスの取れた食事を心がけている。
・私は、定期的に運動するよう心がけている。
・長期的に見て、日常生活に気を配る人は、健康でいられると思う。
・薬を指示通り飲めば、健康は保たれると思う。
・私は自身の健康を気にかけ、健康被害を防ぐための行動を取ろうと心がけている。
・私は、総じて自分の健康に良いことを心がけている。

Jayanti and
Burns 1998,
Seiders et al.
2015

非意図的
中断

意図的
中断

・医師や薬剤師の指示や助言の通りには、やりづらいことがある。
・医師の治療方針に従うために必要なことであっても、できないことがある。
・薬を飲み忘れたことがある。
・外出時や、所用で忙しかったので、薬を服用できなかったことがある。

Camacho et al.
2014

・薬は少ししか必要ないと思ったので、処方された薬を服用しなかったことがある。
・医師の診療に確信が持てなかったので、処方された薬を服用しなかったことがある。
・副作用を避けたい、または薬には害があるように感じたので、処方された薬を服用し
なかったことがある。
・代替療法（例えば、鍼治療や市販の漢方薬など）を試したいと思ったために、処方さ
れた薬を服用しなかったことがある。
・薬代が高く感じたので、節約のため処方された薬を服用しなかったことがある。

Camacho et al.
2014

アドヒア
ランス
尺度

・処方された薬を飲み忘れることがある。
・用法、用量、服用時間などを守らないときがある。
・調子が良いと服用をやめることがある。
・薬で調子が悪く感じると服用をやめることがある。

効果認識

・総じて、薬による治療は自分の期待以上に効果が出ている。

得た。

Morisky et al.
1986
Galln et
al. 2013

効果認識は客観的な効果ではなく、回答者自

年齢、性別、罹患期間の基本属性の他、先

身の効果の認識水準として測定される。

行研究を基にしたアドヒアランスの影響要因

服薬アドヒアランスはWHO（2003）に基

としてCamacho et al．（2014）やPrigge et

いて「患者が医療者の提案した治療法に同意

al．（2015）など複数の研究で検討されてい

し、一致した行動をすること」とし、測定尺

る患者エンパワメントについて、情報探索

度にはMorisky et al．（1986）のMMAS-4を

（information search）
、知識獲得（knowledge

用いた ９）。意図的中断、非意図的中断につ

d e v e l o p m e n t ）、患 者 参 画（ d e c i s i o n

いてはCamacho et al．（2014）に基けば、意

participation）を設定した８，16）。併せて医

図的中断は患者が意図的に医療者の提案から

学研究で非常に多くの報告がある自己効力感

逸脱すること、非意図的中断は患者が不注意

の他６，17，18）、Galln et al．（2013）等でこれ

（失念や誤解等）で医療者の提案に従わない
ことと定義される８）。

ら要因との関連性が示唆されている効果認識
（perceived health outcome）を設定した19）。

質問項目は Table 1 に示した通りである。
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影響要因
年齢
罹患期間
効果認識
行動意図

情報探索

非意図的
中断

知識獲得

意図的
中断

患者参画

自己
効力感

Fig.１

アドヒア
ランス

）は単独の質問項目の回答値（観測変数）
）は複数の質問項目からなる構成概念

※四角（
楕円（

本研究の分析モデル

スケールに関しては、すべて先行研究に従っ

性疾患患者を対象に検証すること、加えて影

て、アドヒアランス尺度が、
〔０：はい、１：

響要因のアドヒアランスへの直接的影響か、

いいえ〕の合計で測定し、意図的・非意図的

意図的／非意図的中断を介した間接的影響の

中断は、
〔１：非常によくある、２：よくある、

どちらがより強いかについて検証することも

３：時々ある、４：めったにない、５：決し

本研究の目的となる。影響要因が異なれば、

てない〕の５点法、その他は、両端と中央に

意図的／非意図的中断のどちらか一方にのみ

それぞれ〔１：全くそう思わない、４：どち

影響する変数を道具的変数（instrumental

らとも言えない、７：強くそう思う〕を配し

variables: IV）として同値モデルを回避でき

た７点法リッカートスケールで測定した。

ることから、因果の方向性を確認することが

２―２．分析方法

できる（Bowden and Turkington 1984，豊

本研究では、前項で示した影響要因がどの

20，21）。
田 2007）

ように意図的または非意図的な中断、更には

以上から、本研究のリサーチクエスチョン

MMAS-4に影響するかを、Fig.１に示した分

（RQ）は以下の３つとなる。

析モデルで検証した８，９）。

RQ１：意図的中断と非意図的中断の因果の

なお、意図的中断と非意図的中断の関連性

方向性。

については、Camacho et al．（2014）ではそ

RQ２：意図的中断と非意図的中断の影響要

れぞれの影響要因に着目されているのみで、

因と影響度合い。

因果関係などについては検討されておら

RQ３：意図的／非意図的中断および影響要

ず８）、Gadkari and McHorney（2012）にお

因からのアドヒアランスへの影響度合い。

いては、非意図的中断から意図的中断への影

信頼性や妥当性の分析など統計解析には

響の因果の方向性のみを検討しており15）、そ

IBM SPSS Statics 23を、構造方程式モデリ

の逆方向の可能性については検証されていな

ングには同Amos 23を用いた。モデル分析に

い。よって、この因果の方向性を日本人の慢

おいては、パス係数の有意確率５％で有意と
7
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り 15）、非意図的中断が意図的中断に影響し

Table 2 構成概念の信頼性と妥当性
構成概念

α

CR

た（RQ１）。意図的中断から非意図的中断の

AVE

情報探索

0.907

0.910

0.718

パスは有意でなかったことから図に示してい

知識獲得

0.908

0.911

0.774

ないが、パス係数は－0.002（ｐ＝0.981）で

患者参画

0.882

0.883

0.716

自己効力感

0.783

0.818

0.577

あった。また、罹患期間を除き、効果認識な

非意図的中断

0.811

0.788

0.556

意図的中断

0.904

0.907

0.662

どの影響要因からアドヒアランスへの直接的
影響は有意でなかった。更に、年齢と知識獲
得、患者参画は、意図的または非意図的中断
およびアドヒアランスへ有意な直接的影響は

した。主に変数間の影響度につい検討するこ

示されなかった。このため、Fig.２の推定結

とから、標準化解で分析を行った。

果にはこれらの要因変数は表示していない。

２―３．倫理的配慮

次に、非意図的中断への直接的影響は、自

本研究は北海道薬科大学（当時、現北海道

己効力感の影響が最も強く、次いで効果認識

科学大学）研究倫理委員会の承認のもとで実

が影響し、情報探索は同程度の負の影響を示

施している（承認番号13-02-004）。

した。
意図的中断については、直接的には非意図

３．結果

的中断が強く影響し、情報探索がやはり負の

対象者の属性は男性974名、女性978名、年

影響を示した。非意図的中断を介した間接効

齢57.68歳±9.31、罹患期間9.77年±8.72であっ

果（非意図的中断の前後のパス係数の積）と

た。また、構成概念の信頼性と妥当性に関し

直接効果（パス係数）の和である総合効果で

て は 、C r o n b a c h の α 係 数（ α ≧ . 7 0 ：

見ると、非意図的中断の影響が大きいことに

22）
1978）
、合成信頼性（composite

変わりないが、情報探索が正負は逆であるも

Nunnaly

reliability: CR≧0.60：Bagozzi and Yi，

のの、自己効力感と同程度以上の影響を示し

1988）23）、平均分散抽出（average variance

た（RQ２）。

extracted: AVE≧0.50：Fornell and Larcker

アドヒアランスについては、非意図的中断

al．2010）24，25）のすべてにお

の影響が際立って大きく、次いで間接的に自

1981, Hair et

いて、基準を上回っていた（Table 2）。

己効力感の影響が見られた。意図的中断の影

推定結果をFig.２に示す。パス係数が有意

響は極わずかなものに留まった。非意図的中

水準５％で有意でないパスは削除するととも

断は、アドヒアランスへは直接効果（パス係

に、推定値の欄には「－」で示している。適

数）が大きく、意図的中断を介した間接効果

合度はCFI＝0.932、RMSEA＝0.060と十分な

（非意図的中断から意図的中断、併せてアド

値を得ていた。なお、性別で多母集団同時分

ヒアランスへのパス係数の積）は僅かであっ

析を行い、パラメーターの一対比較を行って

た。自己効力感は間接効果（自己効力感から

も、パス係数に群間での有意差が認められた

非意図的および意図的中断を経由するパス係

ものはなく、パス係数の大小関係の序列にも

数の積の合計）のみであるにも関わらず、相

異同はないことから、単一のモデルで分析を

対的には大きな影響を示した。また、罹患期

行った。

間は非常に弱いながらも直接的に負の影響を

道具的変数法を用いて意図的および非意図

示した。同じく、情報探索も間接的であるが

的中断の因果の方向性を検証したところ、

負の影響を示した。更に、効果認識からの直

Gadkari and McHorney（2012）の提唱通

接的影響は有意ではなく、効果の認識や自覚
8

罹患期間

CFI=.932，RMSEA=.060
効果認識

-.049

.135

非意図的
中断

-.118
.319

情報探索

.087

.630

-.142

アドヒア
ランス

.480

意図的
中断

自己
効力感

非意図的
中断

意図的
中断

アドヒア
ランス
Fig.２

自己
効力感

非意図的
中断

意図的
中断

罹患期間

効果認識

情報探索

－

0.135

-0.118

0.319

－

－

直接効果

－

0.135

-0.118

0.319

－

－

間接効果

－

－

－

－

－

－

－

0.085

-0.216

0.201

0.630

－

直接効果

－

－

-0.142

－

0.630

－

間接効果

－

0.085

-0.074

0.201

－

－

-0.049

0.071

-0.075

0.171

0.535

0.087

直接効果

-0.049

－

－

－

0.480

0.087

間接効果

－

0.071

-0.075

0.171

0.055

－

総合効果

総合効果

総合効果

推定結果（標準化解）

は非意図的中断の防止を介して初めてアドヒ

医学・薬学領域の研究では、服薬アドヒア

アランスへ影響するのであり、直接的にはア

ランスに関する研究の蓄積は進んでおり、疾

ドヒアランスの向上に結び付かないという結

患や薬への態度や知識、服薬に対する自己効

果であった（RQ３）。

力感といったものが中心に検討されているも

最後に、情報探索は意図的および非意図的

のの26-28）、これといった決定要因の解明には

中断の両者に負の影響を示したが、総じて意

至っていない。そこで、本研究では消費者行

図的中断への影響が大きかった。

動論やサービスマーケティングの枠組を援用
し、意図的／非意図的中断の概念を導入した

４．考察

分析を行った。

本研究では、慢性疾患患者の服薬アドヒア

分析結果からは、非意図的中断が意図的中

ランスを対象に、意図的または非意図的な中

断に影響したことから、飲み忘れ等が結果と

断の影響要因に関する実証研究を行った。

して飲み残し等の行動へ影響することが示唆
9
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された。更に、服薬アドヒアランスに関して

（2008）でも過剰な情報または不正確な情報

は、意図的な中断の影響は僅かであり、非意

がアドヒアランスの低下をもたらすことが示

図的中断の影響が極めて大きいことが示され

唆されている29）。しかし、この点については、

た。よって、まずは無意識ないし非意図的に

実際の副作用経験の有無などを調査し、より

中断してしまうことへの対策を第一に検討す

詳細に検討する必要性も示唆された。併せ

る必要性が示唆された。具体的には、カレン

て、医療者は患者の収集する情報の的確性を

ダーおよびリマインダー、おくすり手帳のア

把握するための施策も要請されることにな

プリケーション等による服薬時間の通知機能

る。

の活用やタイマー時計等の使用が考えられ

罹患期間に関しては、極わずかではあるが

る。また、患者の生活習慣に合わせた対策、

負の影響を示した。罹患期間や服用期間が負

例えば、食後服用薬であれば食後に目に付き

９）
の影響を示すことは、Morisky et al．
（1986）

やすい場所（茶器や新聞、テレビリモコンの

30）でも示唆されている。し
や神島他（2008）

そば等）に薬袋を配置するなどを患者と話し

かし、本研究では非意図的中断や自己効力感

合って実践してもらうことも有用と考えられ

の影響の方がより重要であることが示され

る。

た。加えて、本研究では患者の年齢や性別、

影響要因としては、効果認識の影響は小さ

罹患歴よりも患者の意識や行動の関連性の方

く、やはり多くの医学研究が支持する自己効

が 大 き い 結 果 で あ っ た 。こ の こ と は 、

力感の影響が示された。自己効力感は直接的

９）や神島他（2008）
30）
Morisky et al．
（1986）

には非意図的中断にのみ影響したが、これは

でも、個人属性（年齢・性別等）や社会的背

Lowry et al．（2005）の非意図的中断が主に

景（就業形態・年収等）はアドヒアランスと

個人特性に依存するという知見を支持するも

の関連性が低いという結果を支持するものと

のであった 11）。しかし、自己効力感のアド

考えられる。

ヒアランスへの影響度合いは非意図的中断よ

なお、本調査では対象者を慢性疾患患者と

りも小さかった。

して調査・分析を行ったことから疾患ごとの

よって、医療者は、患者の効果認識の高低

多母集団分析などは行っていない。慢性疾患

以上に、患者自身の自己効力感に働きかける

の場合は複数の疾患に罹患している患者も多

ような、例えば励ましや共同での目標設定な

いが、それでもなお服薬支援を行う上では、

どの施策も重要であるが、それ以上に患者に

今回確認された影響要因ならびに意図的／非

とって意図しない、または不注意による中

意図的中断に関する因果の方向性などの相違

断・失念の防止策を検討する重要性が示唆さ

について検証してみる価値は大きいと考えら

れた。

れることから、今後の課題としたい。

また、情報探索は意図的／非意図的中断お

以上から、継続的服薬を促すためには、消

よびこれらを介してアドヒアランスにもすべ

費者の自己効力感に働きかけることの重要

て負の影響を示したことは、患者が副作用や

性、また特に情報過剰の場合は負の影響に留

エビデンスに乏しい民間療法などの情報を過

意すべきことが示された。更に、最終的な目

剰に入手することによって、処方薬に対する

的である服薬アドヒアランスを高めるために

ネガティブな認識を抱き、それぞれに負の影

は、主な影響要因が患者にとって非意図的な

響を示したと考えられる。このことは、特に

いし無意識な中断であるが故に、その対策に

非意図的中断より意図的中断への影響の方が

ついては医療者と患者が協同して検討すべき

相対的大きいことからも推察される。平塚他

ことが重要であると考えられる。
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