「メディア世論」が社会を動かす
～「コロナ禍の無給医」報道～

メディア研究部

東山浩太

はよう日本』だった。コロナ禍で医師不足が深
刻になっていることから，無給医も新型コロナ
患者の治療の「前線に立たされ始めているこ
と」がわかったという。首都圏の大学病院に所
属する大学院生の無給医が，匿名でリモート

はじめに

取材に応じた。この院生の職場では 4 月から

本稿では，取材者の問題意識に端を発した

無給医の動員が始まった。番組ではぼかし処

報道が，社会に影響するとき，どのような力が

理を施した動員リストが示され，100人以上の

どのように作用したのか，学術的な概念を用い

医師が交代でコロナ診療にあたっていて，リ

て考察する。それらを明らかにし，報道の役割

ストの約 3 分の1 が無給医だと説明。感染した

と意義を的確にとらえることが目的である。

場合に，労災が認められるかなど職場から説

事例として取り上げるのは，
「無給医」をめ

明はなかったという。院生は，日本の現状を

ぐる報道である。無給医とは大学病院の若手

考えると診療をやらざるをえないが，
「やらざる

医師で，実習や研究といった名目で長時間の

をえない以上は，何かの補償だったりとか安

診療にあたり，十分に給与が払われない大学

全を担保してほしい」と話した。

院生などを指す。労働者としての権利も大切に
されにくい。国は長年，その存在を認めてこ
なかったが，2018 年の NHKの継続的な報道
を契機に存在を認めた。現在，全国に約 2,800
人いることを認定し，不当な待遇を改善するよ
う指導している。
そうした無給医が，新型コロナウイルスに感
染した患者の治療にあたらされているという実
態を，2020 年 4月，NHKは独自に報 道した。

リモート取材の様子（4 月16日放送分から）

この「コロナ禍の無給医」報道をこれから考察
していく。主な考察対象はテレビの報道・情報

同日午後には勤務医が加盟する全国医師ユ

番組，時期は国内で初めて新型コロナの感染

ニオン（以下，ユニオン）が，厚生労働省で会見

者が確認された 2020 年1月から半年間とした。

した。コロナ診療にあたらされる無給医の事例

コロナ禍の初期で，メディアが課題の全体像を

や，医療従事者の過重労働の実情を公表した。

つかめていなかったとみられる時期を選んだ。

込んで，再び無給医のニュースを放送した。

報道の経緯と反応

また，翌日，NHKのニュースサイトに，前日

まずは「コロナ禍の無給医」の報道はどのよ
うな経緯をたどったのかを見ていく。
NHK が初めて報じたのは，4 月16日の『お
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の放送をもとにした記事が掲載された。取材に
応じた院生が，病院と雇用契約がなく，雇用
保険への加入もないこと，また感染防止のため

外部病院でのアルバイトを断られ，生計に不安

たように映る。文科省の対応に先駆けて，医療

があるとの情報が付加された。

現場の適切とは言えない現状を指摘するニュー

それから5日後の22日，大学病院を所管す

スを伝えていたからである。

る文部科学省は，大学院生などがコロナ患者

しかし，事はそれほど単純なのだろうか。無

の診療にあたる機会が増えると想定されるとし

給医報 道に実績はあるものの，NHK が問題

て，全国の大学病院長に通知を出した。通知

提起したことのみをもって難なく政策形成者を

では，雇用契約を結んで賃金を支払うなど適切

動かしたという見方は，報道の持つ力を狭く単

に雇用・労務管理を行うことや，労働にあたる

純にとらえてはいないだろうか。

診療を行っている場合は，労災保険の対象とな
るため，保険料支払いの徹底などを求めた。
では，そもそも「コロナ禍の無給医」報道は，

筆者の関心を繰り返すと，報道が社会に影
響するとき，どのような力がどのように作用した
のかを明らかにすることである。そのため以降

誰のどんな問題意識から発したのか。一連の

は，まず，報道の持つ力を分析する学術の概

無給医報道にあたってきた NHK 社会部記者

念を示し，次にその概念を「コロナ禍の無給医」

の小林さやかに取材した。

報道にあてはめる作業を行う。

小林は，自らの基本的な問題意識として「行
政の制度設計が適切でない，または古いせい

a ）正当性モデル

で，理不尽な目に遭う人がいる。そこに光を当

用いる概念の1つは，
「正当性モデル」であ

てること」を挙げた。医師不足の中，十分な補

る。
「ジャーナリズム」が社会に影響を与えるメ

償もなくコロナ診療に無給医が動員されるとい

カニズムを分析するため，同志社大学社会学

う情報を得て，
「若手医師に危険で条件の悪い

部教授の伊藤高史が提唱したもので，このモ

労働を強いて，大学病院を成り立たせようとい

デルの主要点の一部を筆者なりに要約する。

う旧弊であり，報じることで事態を動かせたら

▶ジャーナリズムが「権力者」を動かすモデル

と考えた」と話す。そのうえで，
「こうした弱い

として，まず報道が市民一般に世論喚起を行

ところに強い負担がかかる構造を放置すれば，

い，その結果，権力者が世論に沿うよう政策修

医療の維持が難しくなると危惧した」と述べた。

正などに動く，という流れが広く理解されてい

一方，文科省の通知が出た当時の受け止め

る。しかし，報道は強い力を獲得すれば，直接，

について，筆者がユニオンに尋ねると，
「安心

権力者に影響を及ぼすことができる。なぜなら

はできないが，無給医の処遇をないがしろにし

権力者は世論調査の結果のみで動きを決める

ないよう一定の効果につながると思った」と回

のではなく，報道から
「世論の心証」を推し量っ

答があった。

て動くことがあるからである。

分析のための概念の整理

▶ジャーナリズムの強みは「情報収集・ファクト
の発掘能力」
「その情報を公的なものとして権

以上を顧みると，NHK が「コロナ禍の無給

力者に認知させる能力」だが，後者にとって重

医」についてファクトを掘り起こし，放送するや，

要となるのが「メディア世論を構築する能力」で

ただちに政策形成者＝文科省に影響を及ぼし

ある。すなわち，報道各社が権力者とその行
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為についての「正当性」を問うには，社会規範

が必要とされる」と指摘している 2）。

（法や道徳）に反していると思われるファクトを

ここまで，報道の持つ力を分析する学術の

発掘する必要がある。そしてファクトを報じる

概念を整理した。これらを「コロナ禍の無給医」

うえでは，１社のみより複数の社が報じたほう

報道にあてはめていく。

が，
「メディア世論」と言うべき強い問いかけの
力を作り出すことができる。それが権力者に自
らの正当性への疑いを認知させ，動きを起こ
させうる 1）
（伊藤の言う「権力者」を，本 稿で
は「政策形成者」と呼んでいる）。

医療従事者に関する報道のフレーム変化
（1）支配的なフレーム
ちょうど 1年前の 2020 年 4月，新型コロナの
感染拡大に伴う初めての緊急事態宣言が発出
された。この時期，テレビが「コロナ診療にあ

b ）メディア・フレーム

たる医療従事者」を描くうえでどんなフレームが

もう1つ用いる概念は，メディアが出来事や

採用されていたのか。当時，放送された医療

争点を報じる際に，本来なら多様な解釈が許さ

従事者に関する膨大な番組について，すべて

れるそれらの「どんな要素が重要なのか」を選

ではないが視聴し，検証したところ，広く共有

択・強調する「フレーム（認識枠組み）
」である。

されていたのは，Ⓐ「医療を維持するため医療

アメリカのメディア研究者，トッド・ギトリン

従事者は大切であり，不安と危険を減らすよう

によれば，ジャーナリストがフレームを使うと，

あらゆる支援が必要だ」というフレームだった。

大量の情報を日常的に即座に処理することがで

当時，コロナ診療にあたる医療従事者の報

きるようになる。
「これはこういう見方で」と「お

道は，
「医療崩壊」と関連づけられていたと筆者

約束の範囲」を設定しておくと，その限りにお

は見立てた。医療崩壊とは，必要とされる医療

いて送り手は情報を発信しやすく，受け手も受

資源が，提供できるそれを超える事態を指す。

容しやすいというわけだ。

なぜ，そう見立てたかというと，テレビでは

また，ギトリンはフレームを通じてメディアに

医療崩壊を起こす要因として，大まかに 3 つを

現れる言説が作られるプロセスは，選択と排

挙げていたからだ。
「病床のひっ迫」と「資機

除の過程だとも指摘している。1つの認識枠組

材の不足」，それに「医療従事者の疲弊」であ

みから生まれた言説は，その枠組みが選択し

る。注目したのは，病床数を増やそうが，資機

た要素によって作られているため，選択されな

材をそろえようが，実際に働くのは医療従事者

かった要素は当然，言説から排除されること

であり，活動を継続できなくなれば，その時点

になる。

で医療は崩壊するという点である。医療を守る

フレームの概念は，伊藤の言う「正当性モ
デル」とも関連する。伊藤は，報道を通じて権

最後の砦になるわけで，彼ら・彼女らは極めて
重要な存在だったはずである。

力者を動かすためには各社がメディア世論を構

そこで， 報 道・情 報番 組のメタデータ（エ

築し，力を持つことが重要だと述べ，そのため

ム ・データ社）で，1月から6月まで，
「医療崩

「ジャーナリズムが力を持つには，
『何が正当

壊」
「医療従事者」というワードをいずれも使っ

か』についての大まかな認識（枠組み）の一致

た番組を検索すると，4月の132 件が最多だっ

90

APRIL 2021

た（1・2月は計 3 件，3月28 件，5月17件，6月

当時，テレビメディアの多数派が支持した，支

6 件）。やはり当時，テレビは 2 つの話題をセッ

配的な認識枠組みだったと言えよう。

トで盛んに取り上げていた。これら（番組数は
71，その中の企画やニュース）を視聴して医療
従事者の描き方の特徴を検証した。
まず，コロナ患者と接触する機会が多いた

（2）異なるフレーム
そのような中，4月中旬に NHK が報道したの
が，
「コロナ禍の無給医」問題であった。

め，各地の病院で医療従事者の感染が頻発し

この報道はどのようなフレームを提起したか

ていること，そうした院内感染が生じた病院の

と言うと，Ⓑ「大切なはずのコロナ診療にあた

関係者が，タクシーの乗車拒否や引っ越し業

る医療従事者の中に，大切に扱われていると

者からのキャンセルに遭ったことなど，心ない

は言えない存在がいる。手当てが必要だ」であ

扱いを受けているケースを多数紹介していた。

ろう。

また，医療用マスクが足りないため，使い回さ

前述の概念 b）
で，メディアが特定の認識枠

ざるをえない苦境も取り上げられていた。この

組みを選択する際，排除される要素があると述

ように，医療従事者の不安で危険な状況を伝

べた。この場合，排除されていたのは無給医

えることに力点が置かれていた。

の存在である。コロナ禍の無給医の過酷で理

続いて，そんな状況の人たちを支援しようと
いう動きも頻繁に取り上げられていた。

不尽な労働は，可視化されにくかった。Ⓑはそ
れを見過ごさないという枠組みである。

例えば 政 府や自治体の施策。医療用マス

Ⓑのフレームはどのような経過をたどったの

クやガウンを大量確保し配付しようという動き

か。より詳しく見ていくことで，報道とフレー

や，業務量を減らそうと，軽症者などを受け

ム設定，関係勢力との相互作用を確認する。

入れる宿泊施設を確保したこと，重症や中等

NHKの16日の初報から文科省の通知が出

症の患者を受け入れる医療機関の診療報酬を

た 22日まで，在京民放の報道・情報番組を視

引き上げる特例的な措置を決めたこと，などが

聴すると，少なくとも8 つの番組が「コロナ禍の

報道された。

無給医」問題を取り上げていた。なお，無給医

また，目立ったのは，医療従事者に尊厳を
取り戻してもらおうという取り組みだ。
自治体職員が庁舎のベランダに出て，医療

という言葉を使わず，大学院生の医師の問題と
して扱ったものも含む。これらはほぼ，16日午
後にユニオンが会見した内容をもとにしており，

従事者への感謝を伝えるために一斉に拍手す

NHKの報道を追随したと意識していたかどう

る取り組みのほか，羽生結弦ら著名アスリート

かはわからない。ただ，複数の番組が同じ方

たちが医療従事者を激励する動画をSNS に投

向をとったと言える。

稿したことも大きく取り上げられた。

その中で，例えば 16日夕方の『news every.』

以上から導いたのがⒶのフレーム「医療維

（日本テレビ）は，会見でユニオンの代表が「安

持のため，大切な医療従事者の不安と危険を

倍総理からは医療現場を守るためあらゆる手を

減らすあらゆる支援が必要だ」である。このフ

尽くすという言葉が述べられました。
（中略）と

レームは，71の番組からほぼ見いだせたため，

てもあらゆる手が尽くされているとは思えない」

APRIL 2021

91

と発言した様子を放送し，危機感を伝えた。ま

「出来事がニュースに変換される過程におい

た，21日朝の『グッとラック！』
（TBS）は，匿

て，既存のフレームが活用され，社会の多数

名の無給医にリモート取材。大学病院から月額

派が支持し，受容している支配的価値観が再

3 万円の給与しか支払われず，外部病院でのア

生産されるという側面も同時に存在する」4）

ルバイトでしのいでいたのに，感染を防ぐとい

「支配的価値観が再生産される」というのは，

う理由で続けられなくなり，生活がままならな

本ケースに照らすと，
「医療従事者を支援する

い現状を伝えていた。

が，無給医の貢献は念頭にない」状況を指す。

これらを踏まえ，a）や b）の概念を参照する

それに抗うべく，大石は，出来事を報道する過

と―NHKの報道が示したフレームⒷ「大切

程で持ち出されやすい，既存のフレームを相対

なコロナ診療にあたる医療従事者の中に，大

化することの必要性を説く。

切に扱われていない存在がおり，手当てが必

「ニュースの生産過程のいずれの段階におい

要だ」について，8 つの番組がそのフレームの

ても，
（中略）フレームそれ自体を問い直し，そ

正当性を認める判断をした。そのためこれら

れをどの程度ずらせるのか，さらには鋳直せる

の番組は無給医をめぐる窮状を伝えた 3）。ここ

のかということが重要な課題となる」5）

い なお

に一定の強度を持つメディア世論が生じたと見

この時期にⒷのフレームを採用して「コロナ

なせる。メディア世論は，直接，政策形成者

禍の無給医」の問題を報じた各番組は協働し，

＝文科省を動かし，文科省は迅速に無給医の

大石が言うところの，支配的価値観を再生産

処遇をめぐる文書を通知するに至った―この

する既存のⒶのフレームを「ずらす」効果をあ

ように考察できるのである。

げたと言えよう。
「ずらす」ことは，社会の多数

ここで，支配的なⒶのフレームに対してⒷは
競合しない。Ⓐにも正当性があるからだ。つま
り，テレビではこの時期，ⒶとⒷのフレームが
共存していたこととなる。ただし，社会が排除
していた要素を明示したことで，ⒷはⒶの認識
枠組みを「ずらした」と言えよう。

派が見過ごしていた課題や存在への気づきを
もたらす可能性に向けて開かれている。

フレーム，その後
NHK は「コロナ禍の無給医」の続報を4月
29日，
『おはよう日本』で独自に伝えた。都内
の日本医科大学の病院で働いている大学院生

（3）枠組みを「ずらす」報道

などの医師たちに対して，有志の若手医師らが

先行研究では，認識枠組みを「ずらす」報道

調査を行ったところ，無給医たちがコロナ診療

の重要性が語られている。これまで今回の報

にあたっていることが判明。若手医師らは補償

道の果たした役割を見てきたが，同時に意義も

などを求めて調査結果を労働基準監督署に提

理解するために触れる。

出した。この続報について，民放の追随はなく，

慶應義塾大学法学部教授の大石裕は著書

各社が協働するには至らなかった。

で，
「ジャーナリズムという活動」が，特定の既

一方で，翌 5月から紙媒体が「コロナ禍の無

存のフレームに依存して報道を続けることの危

給医」の問題を報じる動きが見られた。毎日新

うさをこう指摘している。

聞や『AERA』のほか，共同通信の配信で複
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数の地方紙が記事を掲載。やがて 7月以降は

さて，労基署が動いたことは，政策形成者

そうした動きも目立たなくなり，Ⓑのフレームは

に対する相当強い問いかけの力が必要だったは

後景に退いていった。ⒶがⒷを吸収した，もし

ずだ。これまでの無給医報道を再検証し，中

くはⒷが忘れられた可能性も考えられる。

長期的なスパンでどのように強い力が生じたの

再び動きがあったのは，年明けだった。
2021年1月15日，厚労省で，ユニオンらが，

か検討することは，新しい課題である。
本稿では事例を挙げて，フレーム設定や関

無給医がコロナ診療にあたる状況の改善など

係勢力との相互作用の中，どのように報道の力

を求めて改めて会見。これをNHK，共同通信

が働いたのかを広く考察した。NHKや民放を

などが伝えた。

問わず，テレビ報道の公共性への貢献を理解

さらに同月26日，NHKは，
『おはよう日本』

する一助になればと思う。

で，日本医科大学に関して「おととし10月下旬

（ひがしやま こうた）

からの少なくとも13日間，付属病院で外来診
療に従事させていた大学院生 11人に賃金を支
払っていなかったことが，労働基準監督署の立
ち入り調査で確認され」
「是正勧告が行われた」
というファクトを報じた。無給医の大学院生の
働きを「労働」と認める，医療・労働行政のう
えで大きな転換である。
ただ，勧告の対象期間がコロナ禍の前のた
め，このニュースは本来「無給医の問題」に関
するものである。しかし，同日の『シブ 5 時』
では，これを「コロナ禍の無給医」の問題に関
連づけた。上記内容に加え，現在もコロナ診
療にあたらされている無給医の証言者を探し出
し，他大学では依然給与が正当に支払われな
い状態が続いていることの是非を問うた。Ⓑの

参考文献：

・伊藤高史『ジャーナリズムの政治社会学』
（世界思想
社，2010）ほか論文
・Gitlin, T. The Whole World is Watching , Univ. of
California Press（1980）
・大石裕『ジャーナリズムとメディア言説』（勁草書房，
2005）

注：

1）主要メディアが単独だが集中的に問題を報じる
などして，事態が動くケースもある
2）伊藤の上掲書 p105 より。カッコ内は引用者
3）同じくユニオンの会見を報じても，無給医に関
する部分を取り上げないという判断をした番組も
あった
4）大石の上掲書 p118 より
なお大石は，フレーム概念を「連想の文法」とい
う概念と関連させ，詳しく説明しているが，紙幅
の都合上，本稿では省いた
5）大石の上掲書 p118 〜 119 より

フレームを改めて立ち上げた形になった。
“労基署動く”のニュースは，各社で伝え方
が分かれた。民放は，
「無給医の問題」として
報じていた。また，扱いの大きかった毎日新聞
など，新聞の多くも同様だった。NHKと同じよ
うにコロナ禍と関連して伝えたのは，共同通信
や朝日新聞，
『週刊東洋経済』などだった（3月
1日現在）
。
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