
社員カルテ

①本人基本データ (西暦でご記入下さい)

フリガナ
（西暦）

　　年　　 　　月　　 　　日

（西暦）

　　年　　 　　月　　 　　日

〒　　 　　-

（西暦）

　　年　　 　　月　　 　　日

②履歴（学歴・職歴）　※最終学歴・主要職歴のみ

③家族状況（同居・別居に関わらず二親等まで）

　～～　実のご両親については裏面に記入欄あり。ここには記入不要。実親以外の二親等までの親族を記入してください　～～
（西暦）

　年　 　 　月　 　 　日
（西暦）

　年　 　 　月　 　 　日
（西暦）

　年　 　 　月　 　 　日
（西暦）

　年　 　 　月　 　 　日
（西暦）

　年　 　 　月　 　 　日
（西暦）

　年　 　 　月　 　 　日
（西暦）

　年　 　 　月　 　 　日

〒

〒

④資格

注：※印は労働基準法および施行規則による記載事項です。

（裏面もご記入下さい）

　（西暦）　 　年　 　月

取得年月 資格名称（できるだけ正確に）

　（西暦）　 　年　 　月

　（西暦）　 　年　 　月

　（西暦）　 　年　 　月

　（西暦）　 　年　 　月

緊
急
連
絡
先

氏　　名 続　柄 住　　所 電話番号

続 柄 氏　　名 フ リ ガ ナ 性別 生年月日 扶養の有無

　（西暦）　　 　年　 　月

　（西暦）　　 　年　 　月

　（西暦）　　 　年　 　月

　（西暦）　　 　年　 　月

　（西暦）　　 　年　 　月

　（西暦）　　 　年　 　月

退職　又は死亡※ 退職の事由　又は死亡の原因【退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む】※

　年　 　月　 　日

　（西暦）　　 　年　 　月

他 ( ）

現住所
※

住宅区分

自宅電話番号 携帯電話番号 婚姻区分 結婚記念日（既婚者のみ）

所 属 部 署 名　（裏 面 参 照） 部署コード(左詰めで記入・裏面参照） 出身地

都・道
府・県

役　職 社 員 区 分 雇入れ年月日※ 採用区分

社員Ｎｏ． 生年月日※ 性別※ 従事する業務の種類※

氏名
※



⑤ご両親について (西暦でご記入下さい)

（フリガナ）
氏名 西暦

　 　 　　 　年　　　 　　月　 　　　日

西暦

　 　 　　 　年　　　 　　月　 　　　日

〒

電話番号：

（フリガナ）
氏名 西暦

　 　 　　 　年　　　 　　月　 　　　日

西暦

　 　 　　 　年　　　 　　月　 　　　日
※両親が同居の場合は、“同上”と記入してください。

〒

電話番号：

【部署コード　一覧表】

1400 31 1 医療事業部　大阪　小松チーム　 3510 20 メディキャスト　管理部

1400 31 3 医療事業部　大阪　作田チーム 3510 21 メディキャスト　厚生政策情報センター事業部

1400 31 4 医療事業部　大阪　宮前チーム 3510 23 メディキャスト　ウェブリィ事業部

1400 31 6 医療事業部　大阪　森蔭チーム 3570 ソリューション事業部

1400 31 9 医療事業部　大阪　八百チーム 3700 1 情報システム部

1400 31 10 医療事業部　大阪　藤井チーム 3930 1 社会保険労務士法人日本経営　給与

1400 31 11 医療事業部　大阪　沢野チーム 3930 2 社会保険労務士法人日本経営　労務ｺﾝｻﾙ

1400 31 8 医療事業部　大阪　本部 3930 3 社会保険労務士法人日本経営　手続き

1400 32 医療事業部　東京 3950 御堂筋監査法人

1411 11 1 病院財務事業部　大阪　藤原チーム 3960 坂梨雅美税理士事務所

1411 11 4 病院財務事業部　大阪　上西チーム 4000 3 5 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　大阪　ﾘｽｸﾌｧｲﾅﾝｽ

1411 11 5 病院財務事業部　大阪　福田チーム 4000 3 6 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　大阪　コンサル

1411 11 6 病院財務事業部　大阪　大坪チーム 4000 4 3 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　東京　ﾘｽｸﾌｧｲﾅﾝｽ

1411 12 3 病院財務事業部　東京　渡井チーム 4000 4 4 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　東京　ﾌﾛﾝﾃｨｱ

1411 12 4 病院財務事業部　東京　藤澤チーム 4500 役員本部

1441 5 1 MI事業部　歯科事業課　本部 4600 1 12 ヘルスケア事業部　大阪　福田チーム

1441 5 2 MI事業部　歯科事業課　信免チーム 4600 1 15 ヘルスケア事業部　大阪　塚本チーム

1441 5 3 MI事業部　歯科事業課　奥野チーム 4600 1 16 ヘルスケア事業部　大阪　畑チーム

1441 6 2 MI事業部　税務会計課　テレ対応ライン 4600 1 17 ヘルスケア事業部　大阪　役員・部門長他

1441 6 3 MI事業部　税務会計課　帳票作成ライン 4600 2 11 ヘルスケア事業部　東京　甲斐田チーム

1441 7 MI事業部　アシスタント 4600 2 14 ヘルスケア事業部　東京　笹チーム

1450 介護福祉事業部 4600 2 15 ヘルスケア事業部　東京　古屋チーム

1480 会計本部 4600 2 16 ヘルスケア事業部　東京　土橋チーム

1481 広報室 4600 2 17 ヘルスケア事業部　東京　役員・部門長他

1500 ＩＣＴ推進部 4600 2 18 ヘルスケア事業部　東京　渡辺チーム

1600 21 1 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　本部 4600 3 1 ヘルスケア事業部　札幌　田野チーム

1600 21 3 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　企業支援チーム 4650 マーケティング事業部

1600 21 4 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　ＭＡＳ監査ﾁｰﾑ 4700 1 5 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　大阪　中野チーム

1600 21 7 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　不動産・経友会ﾁｰﾑ 4700 1 8 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　大阪　佐藤チーム

1600 21 8 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　不動産賃貸業ﾁｰﾑ 4700 1 7 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　大阪　役員・部門長他

1600 21 9 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　BPOﾁｰﾑ 4700 2 5 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　東京　兄井チーム

1600 21 10 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　遺言・手続ﾁｰﾑ 4700 2 7 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　東京　江畑チーム

1600 21 11 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　営業企画ﾁｰﾑ 4700 2 8 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　東京　ＮＫアカデミー事業部

1600 21 12 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　相続Aﾁｰﾑ 4700 3 7 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　福岡　玉利チーム

1600 21 13 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　相続Bﾁｰﾑ 4700 3 8 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　福岡　馬渡チーム

1600 21 14 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　大阪　相続Cﾁｰﾑ 4700 3 10 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　福岡　役員・部門長他

1600 22 1 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　東京　東京ﾁｰﾑ 4700 3 12 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　福岡　評価ナビチーム

1600 23 1 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　海外　海外ﾁｰﾑ 4700 3 13 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　福岡　ESナビチーム

2010 税務審理部 4700 3 14 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　福岡　インサイドセールス

2200 1 T.A.S.U事業部　月次処理課 4700 4 1 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　札幌　田野チーム

2200 2 T.A.S.U事業部　決算課 4700 4 2 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　札幌　バックオフィスチーム

2200 3 T.A.S.U事業部　新規指導課 4800 1 1 介護福祉ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　大阪　宮本チーム

2600 総務経理部 4800 1 3 介護福祉ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　大阪　役員・部門長他

2900 1 人事部　大阪 4800 2 2 介護福祉ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部　東京　坂本チーム

2900 2 人事部　東京

部署CD 部署名 部署CD 部署名

実父

生年月日 ご命日

実母

生年月日 ご命日
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