
医師の種別 病院の種別 診療科名

1 男 20代 退職 一般医師 民間 内科 常勤（有期） 一部 残業代不払い 家に帰れない。自己申告制で当直の扱いが酷い。

2 男 30代 一般医師 大学付属（国立） 大学院生 有 1万2640円(月） 賃金不払い
毎日働いているが、月8時間しか働いていない契約

書。月1万2640円しかもらっていない。

3 女 30代 退職 歯科 大学付属（私立） 歯科 大学院生 無 無給（当直代のみ） 賃金不払い 当直しか手当は支払われない。国保も自分で入る。

4 女 40代 退職 一般医師 大学付属（県立） 内科 大学院生 無 無給（当直代のみ） 賃金不払い 無給で当直代のみ支給あり。

5 女 30代 在職 一般医師 大学付属（国立） 常勤 無 80万円（月）
長時間労働

残業代不払い

平日の勤務時間は8～22時だが、実際は27～28時まで

残業。17～22時は残業代なく、診療従事手当のみ。

6 男 30代 大学付属（私立） 24万（月） 一部 残業代不払い
36協定がなくて時間外労働手当が支払われない。院長

の決済がないと時間外勤務として扱われない。

7 男 40代 在職 一般医師 大学付属（私立） 整形外科 常勤 有 一部
残業代不払い

賃金不払い

ほぼ365日オンコール状態（宅直）。しかし、手当は

支払われない。

8 男 歯科 大学付属（私立） 歯科 有 20万円（月） 賃金不払い

これまで無給であったが2019年4月以降月20万円支給

されることになった。退職した人は２年間遡って支払

われたようだが、在職中の者には過去分はしはられて

いない。

9 男 退職 一般医師 大学付属（国立） 常勤 不明 無給 賃金不払い 大学病院で働いていたが無給だった。

10 男 一般医師 大学付属（国立） 大学院生 無給 賃金不払い

大学院生時代、月8時間しか働いていない契約書。月1

万2640円しかもらっていない。実際は月70時間くら

い働かされている。その後、学外研究生となったら、

給与が一切支払われなくなった。

11 男 一般医師 大学付属（私立） 大学院生 無給（当直代のみ） 賃金不払い
週4日勤務、8時30分～19時まで働いているのに無

給。当直1回1万円だけ。

12 女 30代 在職 歯科 大学付属（国立） 臨時 有 無給 賃金不払い

大学院時代は月2～3万円、その後、医員になったもの

の、ポストがなくなり客員臨床医になった。客員臨床

医は完全に無給。認定医を取得するために余儀なくさ

れている。

13 男 30代 一般医師 大学付属（私立） 内科 大学院生 無 無給（当直代のみ） 賃金不払い
雑用等もさせられているが賃金がでない。当直代1回1

万円。

14 女 30代 在職 歯科 大学付属（国立） 歯科
大学院生

研修登録医
無 　　　無給 賃金不払い

大学院時代は月70時間は診療行為を行っていたが、時

給1500円で月15時間を上限としてしか賃金を請求で

きない。アルバイトもできない。大学院4年後に研修

登録医となって無給となった。同じ診療行為をしてい

る。逆に病院に年間8万円を支払っている。

15 男（母） 大学付属（国立） 初期研修医 不明 12万円（月） 一部 長時間労働
母親からの相談。時間外労働100時間くらいある。心

配。

16 女 30代 在職 一般医師 内科 非常勤 無 無給 賃金不払い
大学院時代は無給だった。今年4月から非常勤となっ

たが、無給。

17 男 30代 在職 一般医師 大学付属（私立） 外科 常勤 無 賃金不払い
大学外の病院で勤務している。週1回大学で手術を

やっているが、無給とされている。

18 男 20代 在職 一般医師 大学付属（私立） 内科 常勤（有期） 有 19万円（月） 一部 賃金不払い

月40時間固定の残業代として6万円が支給されてい

る。実際は80時間程。超えたものは請求するな、とさ

れている。

19 女 30代 在職 一般医師 大学付属（国立） 後期研修医 有 30万円（月） 一部
賃金不払い

残業代不払い

週31時間労働とされているが、実際には45時間以上働

いている。
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20 女 20代 一般医師 大学付属（私立） 初期研修医 不明 27万円 無 残業代不払い 時間外労働手当が一切支給されない

21 男 退職 一般医師 大学付属（私立） 麻酔科 助手 無 無給

「助手に任ずる。ただし無給とする」との辞令。16年

間続いた。週2～3日は勤務していた。収入はアルバイ

トで。

22 男 40代 在職 一般医師 大学付属（国立） 放射線科 大学院生 有 7万円（月） 無 賃金不払い

契約書は週12時間だが、実際には24時間働いている

が、差額は支払われていない。大学院生の予算が決

まっている。

23 女 30代 在職 民間 一般内科 常勤（無期） 無

医局にあと1年長くいたら地方に行く期間を短くにし

てやる、と言われていたが、守られなかった。時短勤

務の制度も使わせてくれなかった。

24 男 40代 在職 一般医師 民間 整形外科 常勤（有期） 有 80万円（月） 無 残業代不払い

固定給与で残業代が支給されていない。契約では9時

～17時30分であるが、実際は20時か21時まで働いて

いる。

25 男 20代 在職 歯科 大学付属（私立） 口腔外科 研修生 無 無給（当直代のみ） 賃金不払い

研修が終わった後に研究生という名目で働いている。

週5日大学病院で診療行為を行っているが無給。当直

は1日8000円。

研修医（有給）⇒研究生1年目（無給でバイト禁）⇒

研究生2年目（無給でバイト可）

26 女 20代 在職 初期研修医 有 残業代不払い
残業代が支払われない。12時間分の固定残業代が支払

われている。

27 女 40代 在職 一般医師 大学付属（私立） 非常勤 無 無給 賃金不払い 2018年12月～2019年1月は無給。

28 女 在職 一般医師 大学付属（国立） 外科 大学院生 有 1万2500円（日）
賃金不払い

残業代不払い

日直と当直を併せて24時間労働となるが1万6000円し

か支払われておらず、最低賃金違反ではないか。

29 男 30代 在職 一般医師 大学付属（国立） 外科 大学院生 有 8000円（日） 一部 残業代不払い
日当8000円しか支給されず、当直は1日1000円しか支

給されていない。

30 女（母） 20代 一般医師 大学付属（私立） 常勤
長時間労働

残業代不払い
母親からの相談。長時間労働が心配。

31 男 40代 歯科 大学付属（私立） 歯科口腔 後期研修医 無 実質0円 賃金不払い
給与明細では賃金21万円とあったが、賃金カットが同

額あるため、実質的に給与は0円である。

32 女 30代 歯科 大学付属（国立） 歯科 登録研修医 無 無給 賃金不払い 無給。しかも、大学に月6000円払っている。

33 女 在職 一般医師 大学付属 耳鼻咽喉 無 一部 残業代不払い
当直体制からオンコールに変更になった。呼び出し時

は30分以内に病院に行かなければならない。
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