
Dr. Viswanath来日セミナー：

「21世紀の公衆衛生及び医療におけるヘルスコミュニケーションの役割」

平成20年9月12日(金)

Prepared for 小林廉毅教授、木内貴弘教授



日時

開催目的

場所

主催

対象

参加費

公衆衛生及び医療が、現在直面している問題として、マス・コミュニケーションの力をいかに活用することで、
個人に健康なライフスタイルを採択してもらえるか、あるいは政策立案者や国民の間で健康・医療問題につ
いて議論の俎上に載せてもらえるか、ということがある。
本シンポジウムでは、「公衆衛生及び医療におけるヘルスコミュニケーションの役割」と題し、サイエンスの視
点及び米国での経験を踏まえながら、今後の日本社会におけるヘルスコミュニケーションの方向性について
探ることを、目的とする。

2008年10月17日（金） 午後15時～午後15時50分

Goal: “Bridge science and practice in the field of health communication to address health and 
wellness of the world.”

Objective: “Raise awareness of the importance of health communication among Japanese public 
health researchers and professionals.”

Dr. Viswanath Visits Japan, Oct. 14th – Oct. 17th, 2008

東京大学医学部教育研究棟13階第6セミナー室（定員120名）

東京医学会

研究者・一般学生、医学・保健医療系の学生、公共政策系の学生
医療従事者（医師・看護師・保健師など）
その他医療・健康・コミュニケーションに興味のある方

無料

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻、同医療コミュニケーション学分野共催

タイムテーブル 1. 開会の挨拶（5分）：木内貴弘教授 （東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻医療コミュニケーション学）
2. 講演(30分) ：Dr. Kasisomayajula Viswanath （ハーバード公衆衛生大学院ヘルスコミュニケーション専攻長）

“Why  the health communication is becoming so important in today’s world?”
3. 質疑応答(15分)

セミナー：21世紀の公衆衛生及び医療におけるヘルスコミュニケーションの役割（サイエンスの視

点）
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現場（保健医療現場及びビジネス現場）の視点から、今後の日本社会におけるヘルスコミュニケーショ
ンの方向性について探ることを、目的とする。

2008年10月17日（金） 午後15時50分～午後17時

タイムテーブル
1. 講演（25分）：Dr. John Cahill, “Effective communication: Insight, Message and Engagement”
2. 講演(25分)：Dr. Yuichi Ishikawa, “保健医療従事者・患者コミュニケーションー保健医療従事者の立場から”
3. 質疑応答（15分）
4. 閉会の挨拶（5分）：小林廉毅教授 （東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻長）

東京大学医学部教育研究棟13階第6セミナー室（定員120名）

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻、同医療コミュニケーション学分野

研究者・一般学生、医学・保健医療系の学生、公共政策系の学生
医療従事者（医師・看護師・保健師など）
その他医療・健康・コミュニケーションに興味のある方

無料

石川雄一
医師。広島県出身。自治医科大学を昭和53年卒業後、病

院・保健所で僻地医療に従事。ハーバード大学医学部で行
動科学・医学教育を研究し、独自の健康学習理論を確立。
医療関係者審議会専門委員、医師試験委員（厚生労働省）
などを務める。

共催 McCann Healthcare Worldwide Japan

John Cahill
医師。 McCann Healthcare Worldwide Japan代

表取締役社長兼アジアパシフィックリージョナ
ルディレクター。Pacific Health Summitの委員

など、数多くの公的機関の委員を務める。

セミナー：21世紀の公衆衛生及び医療におけるヘルスコミュニケーションの役割（現場の視点）



Dr. Viswanath's current research program includes three distinct but related areas of interest. The first area is an 
investigation of the reasons for limited access to health information and the implications of unequal access to public 
and individual health. The second area of focus is the study of health and science reporting including the sociology 
of medical and health journalism with an interest in bridging the worlds of science and journalism to improve health 
communication. The third area examines the effects of mass media -- news and entertainment, on health knowledge, 
attitudes, and behaviors. The findings from this body of work are useful in designing: (a) strategies to enhance 
access to health information among the underserved, and (b) effective messages and communication systems to 
reduce cancer risk and promote prevention.

Before coming to Harvard, Dr. Viswanath was the Acting Associate Director of the Behavioral Research Program, 
Division of Cancer Control & Populations Sciences, National Cancer Institute. As Acting AD of BRP, Dr. Viswanath
was responsible for 50 scientific and administrative staff and for extramural scientific developments in behavioral 
sciences at NCI. He was also a senior scientist in the Health Communication and Informatics Research Branch. He 
went to the National Cancer Institute from The Ohio State University where he was a tenured faculty member in the 
School of Journalism and Communication with an adjunct appointment in the School of Public Health. Dr. Viswanath
was also a Center Scholar with Ohio State’s Center for Health Outcomes, Policy, and Evaluation Studies. Dr. 
Viswanath is also active in professional organizations. He was the Chair of the Mass Communication Division of the 
International Communication Association and just completed his tenure as the President of the Midwest Association 
for Public Opinion Research. He was the Head of the Theory and Methodology Division of the Association for 
Education in Journalism & Mass Communication. He is also a member of American Society for Preventive Oncology, 
the American Public Health Association, the American Association for Public Opinion Research & the Society for 
Behavioral Medicine.

Dr. Viswanath received his doctoral degree in Mass Communication from the University of Minnesota.

Appendix: Dr. Viswanathのプロフィール

K. "Vish" Viswanath, Ph.D. is an Associate Professor in the Department of Society, Human 
Development, and Health at the Harvard School of Public Health, a faculty member in the 
Center for Community-Based Research (CCBR) at the Dana-Farber Cancer Institute (DFCI), 
and Leader of the Health Communication Core of the Dana-Farber/Harvard Cancer Center 
(DF/HCC). Dr. Viswanath's research interests include mass communication and social 
change and health communication in both national and international contexts with particular 
focus on communication inequities and disparities. He is primarily interested in using a macro-
social approach to the study of mass communication and public health. 


