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ビュッフェ形式の学生食堂で
野菜メニューを
もっと選んでほしい。
どんな工夫が考えられる？

栄養成分を表示しよう

正しい食生活のパンフレットを作ろう



おいしそう＞健康に良さそう
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問い

ワクチンに関して
適切な行動変容を促すために

どのような情報を
伝えれば良いのか？
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① ＣＤＣのウェブサイトをもとに、ＭＭＲ→自閉症の関連性を否定

② ＣＤＣのステートメントをもとに、防げる感染症の危険性を提示

④ 防げる感染症に罹患した患者の写真を提示

③ ＣＤＣによる、防げる感染症で「重症化した子を持つ母親の語り」を提示

⑤ 鳥の餌付けのコストとメリットを提示（対照群）

Ｑ）子どもにMMRワクチンを
接種しようとする意識が高まったのは？

全て効果なし

Effective Messages in Vaccine Promotion: A Randomized Trial

子どもを持つ1759人をランダムに5群に分け介入
「ＭＭＲワクチン」に関して

適切な理解の普及や接種意識の向上が起きるか比較

Pediatrics. 2014 Apr;133(4):e835-42.
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「そもそもワクチンに忌避的」な人の場合
情報の提供が逆効果になる危険性がある

（backfire effect）

非接種の場合のリスクなど
「恐怖・不安」に訴えると

かえってワクチンへの不安を高めてしまう
（danger-priming effect）
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情報量 多い

情報量 少ない

ＧＡＰ
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CONCLUSIONS: Current public health 
communications about vaccines may not be 
effective. For some parents, they may actually 
increase misperceptions or reduce vaccination 
intention. Attempts to increase concerns about 
communicable diseases or correct false claims 
about vaccines may be especially likely to be 
counterproductive. More study of pro-vaccine 
messaging is needed.

Pediatrics. 2014 Apr;133(4):e835-42.
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データをいくら積み上げても
恐怖や不安に訴えても
「なんか怖い」は克服できない

コミュニケーションの方法を
変える必要があるのでは？



情報を届けることによって
ひとりでも多くの人の

生活が豊かに変わること

伝える

伝わる

変わる

難
易
度

重
要
度

ヘルスコミュニケーションの

「本来の目的」は
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１）「ユーザー（情報の受け手）」は誰か？絞り込む

ポイントはできるだけ具体的にすること。ペルソナを作るつもりで
何歳？性別は？どんな職業？経済状況は？基礎知識は？

２）ユーザーの「インサイト」を明確にする

インサイトは本人も気づいていない。
ユーザーの行動様式、社会的背景、「気持ち」に想いを巡らし探っていく
※インタビュー 写真 なりきり劇など

「課題」の明確化

どうすれば私たちは、“ユーザー”の“インサイト”を
変えることができるのか？
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Rollnick S et al. Motivational interviewing. BMJ. 2010 Apr 27;340:c1900より 発表者和訳

「説得」から「共感」へ
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個人的に 心がけていること

▼「説得」ではなく「共感」
→「自分の疑問」を検証していく過程を見せる
→  反対意見を受け止める「こう思いますよね？わかります。でも…」
→ 「わからない」ことは正直に言う

▼正確さを、わかりにくさの「言い訳」にしない
→ 専門用語を極力避ける。使う場合は解説
→ 受け手の目的に合わせて簡略化する

▼誰に、どう幸せになってほしいかを常に意識
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未来のために、何ができるか



メディア 医療・研究機関

現在の状況？
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情報伝達の手段が変わりつつある

SHARE
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シェアが変えつつあること

これまで

これから
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シェアが変えつつあること

「誤解を生む」情報が拡散

「断絶」の原因に

より個別化され、多様な情報を得られる

・・・はずが
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デマや嘘ほど拡散される
ネット健康情報の実態
Yahoo!Japanニュース個人
市川衛 2016年12月12日

▼FBに上がった「ジカ熱」に関する記事
適切→81% 不適切→12%（大企業によるでっちあげ など）

▼拡散されたのは「不適切」な動画
『ジカウイルスの恐怖が不正なでっちあげである１０の理由』

再生５３万回 シェア１９万６千回

『WHO（世界保健機関）プレスリリース』
再生４万回 シェア９６４回

感情的な情報がより拡散する

Zika virus pandemic-analysis of Facebook as a social media health information platform.

Sharma M et al. Am J Infect Control. 2016 Oct 21



「断絶」が生まれる
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懐疑派 推奨派

互いに「自分たちが知りたい」
情報しか見えない
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「多様化」する
医療健康情報のタッチポイント

家族・知り合い
地域コミュニティ

医療関係者

ＳＮＳ

マスメディア

インターネッ
ト



課題解決のため
協働できるコミュニティ

メディア 行政・企業・研究機関
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メディア関係者と医療者の有志が非営利に開催している
医療健康情報のよりよい発信手法について学びあう場

メンバー：１００１名
（FaceBookグループ「メディカルジャーナリズム勉強会」登録者数 ※８月１９日現在）

メディカルジャーナリズム勉強会とは
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いま、進めていること

伝え方
サミット

発信をするうえで
最低限知っておきたい
知識を得るセミナー

メディア・医療者向け
定期イベント

ヘルスケア
発信塾

ヘルスケア
発信の「手引き」

系統的な「学び」を
提供するリソース



メディカルジャーナリズム勉強会

公式ＨＰ

https://medicaljournalism.jp/
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「コミュニケーション」は
薬や手術と

もしかすると同じくらいに
誰かを幸せにすることができるかもしれない
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市川衛
＠mam1kawa

市川 衛

よかったら友達になってください

mamoruichikawa@gmail.com


