
日本難病・疾病団体協議会（JPA）のあらまし

全国難病団体連絡協議会
（全難連）

全国患者団体連絡協議会
（全患連）

地域難病連の連絡交流会

日本患者・家族団体協議会（JPC）

日本の難病対策のスタート・・ 1972 年（S47）難病対策要綱

難病や長期慢性疾患の疾患別患者団体、都道府県単位の地域難病連の結成

日本難病・疾病団体協議会（JPA）
都道府県の難病連・・35
疾病別患者会等・・63

＜約20万人＞

2005年

全国的組織

1986年

上記の大人や子供の難
病、長期慢性疾患の患
者団体が一つにまとま
り、現在のJPAが結成
されました。
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国会請願

難病、長期慢性疾患、
小児慢性特定疾病対策

の推進を求める
8年連続で衆参採択

政府への要請・提言

当事者として、医療や
社会保障政策に関する
要請や委員会での提言

交流、連携、発信

イベントの実施
社会に向けての発信
ブロック交流会等

政府の諮問委員
会等の構成員

政府への要望書
の提出と懇談

請願署名
（約35万筆） 難病の日

（5/23）フォーラム
（11/上旬）

RDD（2/末）

ブロック交流会JPAの仲間、HP、
FB、TW・・

JPAの主な活動 １
（各県の難病連や個別疾患団体等では解決できない課題への対応）
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JPAの主な活動 ２

難病患者サポート事業（厚労省補助事業）

相談室の設置
患者団体役員研修会
新しい患者会の設立支援
地域希少疾患団体の連携
被災地視察・患者会支援

重症難病患者コミュニケーション支援

難病・慢性疾患全国フォーラム
全国難病センター研究会研究大会
難病対策の一般市民向け周知
国際連携の推進

患者会による調査・研究

調査・記録事業

ICT救助隊
Asrid

難病支援ネットジャパン

患者活動支援事業患者（相談）支援事業

日本の患者会web

民間企業

協働団体
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原因不明
治療法無し

希少

0.1％程度

診断基準は確立

長期の療養



医療費助成の概要

• 指定難病の患者の医療費の負担軽減を図るとともに、患者デー
タを効率的に収集し治療研究 を推進するため、治療に要した医
療費の自己負担分の一部を助成している

• 助成対象者は、
①症状が一定程度以上（重症）の者
（疾患毎に重症度分類が決まっている）
②軽症だが医療費が一定以上の者
（申請月以前の12ヶ月以内にその治療に要した医療費総額が
33,330円 を超える月が３月以上あること）



自己負担

• 自己負担の割合２割
• 医療費助成における自己負担上限額（３区分）

・一般、
・高額かつ 長期
（５万円を超える月が年間６回以上ある場合）
・人工呼吸器等装着者



難病の種類（疾患群別受給者数）

神経・筋疾患 259,052 29%
消化器系疾患 194,967 22%
免疫系疾患 161,235 18%
骨・関節系疾患 61,492 7%
皮膚・結合組織疾患 49,801 6%
呼吸器系疾患 34,883 4%
血液系疾患 29,452 3%
循環器系疾患 26,990 3%
内分泌系疾患 26,179 3%
腎・泌尿器系疾患 25,586 3%
視覚系疾患 24,909 3%
代謝系疾患 6,721 1%
染色体または遺伝子に変化を伴う症候群 1,011 0%
耳鼻科系疾患 345 0%
聴覚・平衡機能系疾患 6 0%
計 892,445 100%

（人数、％）2017年度末



人数（受給者数）の多い疾患

病名 疾患群 累計 人数 割合
潰瘍性大腸炎 消化器系疾患 C 128,734 14%
パーキンソン病 神経・筋疾患 B 127,536 14%
全身性エリテマトーデス 免疫系疾患 C 60,446 7%
クローン病 消化器系疾患 C 41,068 5%
後縦靱帯骨化症 骨・関節系疾患 B 32,340 4%
全身性強皮症 皮膚・結合組織疾患 C 27,423 3%
脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く 神経・筋疾患 B 26,345 3%
網膜色素変性症 視覚系疾患 A 24,692 3%
重症筋無力症 神経・筋疾患 C 22,532 3%
特発性拡張型心筋症 循環器系疾患 B 21,517 2%
皮膚筋炎／多発性筋炎 免疫系疾患 C 21,411 2%
多発性硬化症／視神経脊髄炎 神経・筋疾患 C 18,411 2%

2019年11月現在



（参考）遺伝子の関与について

A：単一遺伝子性疾患のみ 6%
B：AとCの混在 35%
C：多因子性疾患 59%

単一遺伝子性疾患：単一の遺伝子の変異により起こる遺伝性疾患
多因子性疾患：複数の遺伝因子に加え、環境・生活習慣や老化が

関わって発症する疾患













● 難病患者向けに就業ニーズに関するアンケートを実施
● 期間：2022/3/2－2022/4/3
● 対象：JPA加盟・準加盟団体とフォーラム賛同団体の会員やその関係先団体

の会員等で「難病の患者さん」である人
● 回答数は208。昨年9-10月に実施の難病・慢性疾患全国フォーラム2022 難

病・長期慢性疾患当事者の就労に関するアンケート調査とほぼ同様の団体の
協力を得て実施し、回答数もほぼ同等数（フォーラム時185名）の回答を得
た。

● 男女比は女性が56％とやや多かったが、フォーラムの調査64％より低下。
● 年齢層は、50歳前後を中心に女性は50前後が多く、男性は60前後がやや多い。

平均は46歳程度と推測される（フォーラムの調査は45歳）。
● 地域は東京・大阪・神奈川・兵庫・埼玉の順に回答者が多く、若干人口比と

異なる状況も見られたが、特定の県で特定の疾患が多いという偏りは見られ
なかった。
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難病患者向けアンケート調査



● 障害者手帳等
身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳を
持っている ・・45％

● 指定難病の医療費助成制度
特定医療費受給者証または
小児慢性特定疾病対策の医
療費助成の対象となってい
る ・・72％

● 障害年金
受給している ・・29％

障害者手帳 医療費助成 障害年金 人数 ％

無 無 無 35 17%
無 無 有 3 1%
無 有 無 72 35%
無 有 有 5 2%
有 無 無 12 6%
有 無 有 9 4%
有 有 無 28 13%
有 有 有 44 21%

208 100%All

・人数的には手帳：無、医療助成：有、障害年金：無 が
1/3強であり、続いて全て対象となっている層が21％で続
いた。
・以下、手帳：無、医療助成：有、障害年金：無にフォー
カスを当てながら考察。
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障害者手帳・特定医療費受給者証・障害年金の有無


難病患者アンケート_元データ

		回答者ID		性別		性別フラグ		年齢層		年齢層ステージ		住所（県）		住所（県以外）		病名		障害者手帳		医療費助成		障害年金		働く目的1st		働く目的2nd		現在の就労可否		今後の就労可否		進行予測		直近の雇用形態		希望する雇用形態		雇用形態ギャップ		直近の勤務形態		希望する勤務形態		勤務形態ギャップ		直近の就業方法		希望する就業方法		就業方法ギャップ		直近の就業先規模		希望する就業先規模		就業先規模ギャップ		就業先規模ギャップ傾向		直近の職業分類		希望する職業分類		職業分類ギャップ		開示先範囲（全体）		開示先範囲（会社）		開示先範囲（現場）		開示先範囲（経営・人事）		支援士・ヘルパー		産業医・職場の保健師/看護師		面接担当者・人事労務担当者		社長・役員・経営者		上司・管理者		職場の同僚（概ね全員）		職場の同僚（信頼できる人のみ）		顧客		障害者雇用支援等の制度		障害者雇用支援等の制度ステージ		専門的な支援サービス		専門的な支援サービスステージ		会社・上司・同様の理解や配慮		会社・上司・同様の理解や配慮ステージ		直近の年収		年収ステージ		感情的な幸福		社会的な幸福		精神的な幸福		MHC 総得点		しあわせを感じた		生きる意欲、もしくは人生への意欲がわいた		満足感あるいは充実感を味わった		自分は社会に貢献することができる		自分は何らかのコミュニティに属していると思った		社会は自分にとって生きやすいところになってきていると思った		人は基本的に善良だと感じた		自分は社会のあり方に納得できると思った		基本的に自分の性格は好きだ		日常の責務をこなすのが得意である		あたたかく信頼のおける人間関係があると思った		人としてさらに成長し、より良い人間になろうと思う経験をした		自分の考えや意見を自信をもって表現できると思った		自分の人生に方向性、あるいは意味がある		クラスタＩＤ

		9		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		神戸市垂水区城が山		遠位型ミオパチー		1				0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		5		5		3		2		0		0		1		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		12		23		24		59		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		5		5		2		2		2

		13		男性		1		56歳～65歳		60		兵庫県		西宮市里中町		クローン病		1		1		0		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		1,000万円以上		5		3		10		24		37		1		1		1		2		2		2		2		2		5		2		5		2		5		5		2

		22		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		川西市南花屋敷		もやもや病		0		1		0		お金				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		ハイブリッド		在宅・リモート		ハイブリッド⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		400～600万円		3		5		6		10		21		2		2		1		1		5		0		0		0		1		1		1		1		1		5		0

		23		男性		1		26歳～35歳		30		兵庫県		神戸市須磨区中落合		もやもや病		1		0		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		わからない		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		生産工程		生産職志望		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		1		2		2		5		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		95		男性		1		36歳～45歳		40		兵庫県		神戸市中央区野崎通		潰瘍性大腸炎		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		3		10		2		15		1		1		1		2		4		0		4		0		0		0		0		0		1		1		2

		98		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		宝塚市光明町		全身性エリテマトーデス		0		0		0		生きがい		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		フレックス		自由シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		11		17		24		52		1		5		5		5		5		1		4		2		4		4		4		4		4		4		0

		110		女性		0		16歳～25歳		20		兵庫県		尼崎市若王寺		膠原病若年性皮膚筋炎		0		0		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		累積		固定シフト⇒累積		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		3		6		3		12		2		1		0		1		0		0		5		0		1		0		0		0		1		1		0

		116		男性		1		46歳～55歳		50		兵庫県		宝塚市長谷		CIDP		0		0		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		自由シフト		累積⇒自由シフト		ハイブリッド		現地座り仕事		ハイブリッド⇒現地座り仕事		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		4		6		5		15		1		1		2		1		1		2		1		1		0		1		2		1		0		1		1

		120		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		尼崎市武庫之荘		SLE		0		1		0		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		400～600万円		3		14		25		30		69		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2

		147		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		姫路市市川台		三好型筋ジストロフィー		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		12		21		25		58		4		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		5		4		1

		162		女性		0		15歳未満		10		兵庫県		たつの市御津町岩見		SMA		1		1		0		わからない				就労不可		就労不可		就労不可		不明		正規		経験なし⇒正規		不明		フレックス		不明		不明		在宅・リモート		不明		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		不明		販売		販売職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		わからない				15		5		12		32		5		5		5		0		5		0		0		0		5		1		5		1		0		0

		206		男性		1		46歳～55歳		50		兵庫県		神戸市北区若葉台		クローン病		1		1				お金		社会の一員		配慮必要		就労不可		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2





分析用ピボットテーブル

		クラスタＩＤ		障害者手帳		COUNT of 回答者ID

		0		0		33

				1		17

		0 集計				50

		1		0		29

				1		38

		1 集計				67

		2		0		46

				1		27

				(空白)		2

		2 集計				75

		総計				192





Sheet1



				障害者手帳		医療費助成		障害年金		人数 ニンズウ		％

				無 ナ		無 ナ		無 ナ		35		17%

				無 ナ		無 ナ		有 アリ		3		1%

				無 ナ		有 アリ		無 ナ		72		35%

				無 ナ		有 アリ		有 アリ		5		2%

				有 アリ		無 ナ		無 ナ		12		6%

				有 アリ		無 ナ		有 アリ		9		4%

				有 アリ		有 アリ		無 ナ		28		13%

				有 アリ		有 アリ		有 アリ		44		21%

				All						208		100%

				障害者手帳		有 アリ		無 ナシ

						45%		55%



				障害者手帳		医療費助成		障害年金		人数 ニンズウ		年収		年齢層		性別

				無 ナ		無 ナ		無 ナ		35		2.1		45.4		0.4

				無 ナ		無 ナ		有 アリ		3		1.5		36.7		0.3

				無 ナ		有 アリ		無 ナ		72		2.2		46.8		0.3

				無 ナ		有 アリ		有 アリ		5		1.8		56.0		0.2

				有 アリ		無 ナ		無 ナ		12		2.0		47.5		0.4

				有 アリ		無 ナ		有 アリ		9		1.5		37.8		0.3

				有 アリ		有 アリ		無 ナ		28		2.5		44.6		0.8

				有 アリ		有 アリ		有 アリ		44		1.8		46.4		0.5

				All						208		2.1		46.5		0.5







・障害者雇用支援等の制度 ・専門的な支援サービス ・会社・上司・同僚の理解や配慮
（0 知らなかった 1 知っていたが利用できなかった 2 利用できたが活用なし 3 活用あり）

社内での個別対応に頼っている状況が見てとれる 17

職場での就労サポート状況



● 障害者雇用支援等：手帳所持者は高い（年金の有無で差あり）。非所持は低
く、医療費助成（有）他は（無）者は障害者だがスコアが低い

● 専門的な支援サービス：障害年金受給者に高い傾向。手帳非所持は論外。
● 会社・上司・同僚の理解や配慮：利用可能であるが、手帳所持者の方が職場

での理解や配慮の活用スコアが高く、非所持者は活用未満の状況。
（0 知らなかった 1 知っていたが利用できなかった 2 利用できたが活用なし 3 活用あり を数値化）

障害者手帳医療費助成 障害年金 人数
障害者雇用支
援等の制度

専門的な支援
サービス

会社・上司・
同僚の理解や

配慮

無 無 無 35 0.7 0.7 1.7
無 無 有 3 1.0 1.3 2.0
無 有 無 72 0.8 0.7 2.0
無 有 有 5 0.8 0.8 1.6
有 無 無 12 1.5 1.0 2.3
有 無 有 9 2.3 1.6 2.8
有 有 無 28 1.3 0.9 1.9
有 有 有 44 2.0 1.4 2.4

208 1.2 1.0 2.1All 18

患者の制度理解度と活用実績の関連


難病患者アンケート_元データ

		回答者ID		性別		性別フラグ		年齢層		年齢層ステージ		住所（県）		住所（県以外）		病名		障害者手帳		医療費助成		障害年金		働く目的1st		働く目的2nd		現在の就労可否		今後の就労可否		進行予測		直近の雇用形態		希望する雇用形態		雇用形態ギャップ		直近の勤務形態		希望する勤務形態		勤務形態ギャップ		直近の就業方法		希望する就業方法		就業方法ギャップ		直近の就業先規模		希望する就業先規模		就業先規模ギャップ		就業先規模ギャップ傾向		直近の職業分類		希望する職業分類		職業分類ギャップ		開示先範囲（全体）		開示先範囲（会社）		開示先範囲（現場）		開示先範囲（経営・人事）		支援士・ヘルパー		産業医・職場の保健師/看護師		面接担当者・人事労務担当者		社長・役員・経営者		上司・管理者		職場の同僚（概ね全員）		職場の同僚（信頼できる人のみ）		顧客		障害者雇用支援等の制度		障害者雇用支援等の制度ステージ		専門的な支援サービス		専門的な支援サービスステージ		会社・上司・同様の理解や配慮		会社・上司・同様の理解や配慮ステージ		直近の年収		年収ステージ		感情的な幸福		社会的な幸福		精神的な幸福		MHC 総得点		しあわせを感じた		生きる意欲、もしくは人生への意欲がわいた		満足感あるいは充実感を味わった		自分は社会に貢献することができる		自分は何らかのコミュニティに属していると思った		社会は自分にとって生きやすいところになってきていると思った		人は基本的に善良だと感じた		自分は社会のあり方に納得できると思った		基本的に自分の性格は好きだ		日常の責務をこなすのが得意である		あたたかく信頼のおける人間関係があると思った		人としてさらに成長し、より良い人間になろうと思う経験をした		自分の考えや意見を自信をもって表現できると思った		自分の人生に方向性、あるいは意味がある		クラスタＩＤ

		1		男性		1		56歳～65歳		60		茨城県		水戸市けやき台		クローン病		1		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		50人以上100人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		100人未満⇒500人未満		拡大		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		600～1,000万円		4		12		22		25		59		4		4		4		4		5		5		4		4		4		5		4		5		5		2		2

		2		男性		1		56歳～65歳		60		千葉県		柏市今谷上町		球脊髄性筋萎縮症		1		1		1		生きがい		社会の一員		就労不可		就労不可		就労不可		正規		就業しない		ギャップなし		裁量		就業希望なし		ギャップなし		在宅・リモート		就業希望なし		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		就業希望なし		就業希望なし		2		3		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		0		15		21		36		0		0		0		2		2		1		5		5		5		2		5		2		2		5		2

		3		男性		1		66歳以上		70		埼玉県		桶川市泉		慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP)		1		1		0		生きがい		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		非正規		非正規		ギャップなし		フルタイム固定		自由シフト		フル固定⇒自由シフト		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		事務		事務		ギャップなし		3		3		1		2		0		0		1		1		0		0		1		0		活用あり		3		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		15		25		26		66		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		4		4		4		1

		4		男性		1		56歳～65歳		60		北海道		札幌市豊平区平岸六条		潰瘍性大腸炎		1		1		1		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		自由シフト		固定シフト⇒自由シフト		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		11		9		26		46		5		5		1		2		4		1		2		0		5		5		5		5		1		5		1

		5		男性		1		46歳～55歳		50		大阪府		寝屋川市三井が丘		潰瘍性大腸炎		1		1		0		お金		社会の一員		就労不可		配慮必要		改善		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		フレックス		自由シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		保安職業		保安職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		3		9		24		36		1		1		1		1		2		0		4		2		5		5		2		5		2		5		0

		6		女性		0		26歳～35歳		30		東京都		府中市幸町		フェニルケトン尿症		1		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		8		12		27		47		5		1		2		2		5		2		2		1		5		4		4		4		5		5		1

		7		男性		1		56歳～65歳		60		大阪府		泉佐野市高松南		肝臓病		1		0		0		社会の一員				配慮不要		配慮不要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		15		25		30		70		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		0

		8		男性		1		56歳～65歳		60		神奈川県		川崎市川崎区小田		空包変性を伴う遠位型ミオパチー		1		1		1		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		自由シフト		累積⇒自由シフト		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		15		21		28		64		5		5		5		5		4		5		5		2		4		5		5		5		5		4		1

		9		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		神戸市垂水区城が山		遠位型ミオパチー		1				0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		5		5		3		2		0		0		1		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		12		23		24		59		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		5		5		2		2		2

		10		女性		0		36歳～45歳		40		鳥取県		米子市奥谷		フェニルケトン尿症		0		1		0		お金				配慮不要		配慮不要		安定		正規		特になし		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		400～600万円		3		9		7		11		27		5		2		2		1		2		1		2		1		2		2		2		2		2		1		0

		11		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		三鷹市以下に掲載がない場合		中枢性尿崩症（下垂体性ADH分泌異常症）		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		4		2		2		0		0		1		1		1		0		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		9		11		22		42		4		4		1		1		5		0		5		0		0		5		5		5		2		5		1

		12		男性		1		46歳～55歳		50		和歌山県		東牟婁郡那智勝浦町市野々		クローン病		0		1		0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		600～1,000万円		4		3		5		5		13		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		2

		13		男性		1		56歳～65歳		60		兵庫県		西宮市里中町		クローン病		1		1		0		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		1,000万円以上		5		3		10		24		37		1		1		1		2		2		2		2		2		5		2		5		2		5		5		2

		14		男性		1		46歳～55歳		50		愛知県		大府市宮内町		CIDP		1		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		0		2		1		3		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0

		15		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		大田区南雪谷		もやもや病		0		1		0		生きがい		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		非正規		正規⇒非正規		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		ハイブリッド		現地座り仕事		ハイブリッド⇒現地座り仕事		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		販売		販売		ギャップなし		3		3		1		2		0		0		1		1		1		0		0		0		利用できたが活用なし		2		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		1,000万円以上		5		12		24		26		62		4		4		4		5		4		5		5		5		4		5		4		5		4		4		2

		16		女性		0		46歳～55歳		50		神奈川県		横浜市保土ケ谷区常盤台		両もや		0		1		0		お金		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		累積		固定シフト⇒累積		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		運搬・清掃・包装等		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		12		20		19		51		4		4		4		4		4		4		4		4		0		4		4		4		2		5		0

		17		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		杉並区高円寺南		もやもや病		0		0		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フレックス		裁量		フレックス⇒裁量		在宅・リモート		ハイブリッド		在宅・リモート⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		15		14		28		57		5		5		5		2		5		1		5		1		5		4		5		4		5		5		1

		18		女性		0		36歳～45歳		40		滋賀県		彦根市大東町		もやもや病		1		1		1		お金		生きがい		就労不可		配慮必要		改善		正規		就業しない		ギャップなし		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		活用あり		3		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		6		11		20		37		4		1		1		0		0		5		4		2		4		4		4		4		0		4		2

		19		女性		0		36歳～45歳		40		大分県		大分市上野南		もやもや病		1		1		1		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		3		10		15		28		2		0		1		4		5		0		1		0		0		2		5		2		1		5		1

		20		男性		1		16歳～25歳		20		東京都		西東京市谷戸町		PWS、糖尿病		1		1		1		社会の一員		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		生産工程		運搬・清掃・包装等		運搬・清掃志望		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		1		1		1		3		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		21		女性		0		26歳～35歳		30		神奈川県		相模原市南区古淵		もやもや病		1		1		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		自治体・行政		100人以上500人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		事務		サービス職業		サービス職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1

		22		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		川西市南花屋敷		もやもや病		0		1		0		お金				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		ハイブリッド		在宅・リモート		ハイブリッド⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		400～600万円		3		5		6		10		21		2		2		1		1		5		0		0		0		1		1		1		1		1		5		0

		23		男性		1		26歳～35歳		30		兵庫県		神戸市須磨区中落合		もやもや病		1		0		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		わからない		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		生産工程		生産職志望		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		1		2		2		5		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		24		男性		1		36歳～45歳		40		和歌山県		和歌山市太田		もやもや病		0		1		0		お金				配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		600～1,000万円		4		15		25		30		70		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2

		25		女性		0		36歳～45歳		40		奈良県		奈良市西大寺新田町		もやもや病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		400～600万円		3		12		18		12		42		5		5		2		5		5		1		5		2		2		2		2		2		2		2		2

		26		男性		1		46歳～55歳		50		山梨県		笛吹市石和町井戸		多発性硬化症		0		1		0		社会の一員		お金		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		裁量		フルタイム固定		裁量⇒フル固定		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		生産工程		生産工程		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		8		10		20		38		2		1		5		2		5		0		2		1		1		5		2		5		5		2		0

		27		男性		1		56歳～65歳		60		茨城県		土浦市高岡		慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP)		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		3		10		16		29		1		1		1		1		5		1		2		1		2		4		4		4		1		1		2

		28		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		目黒区上目黒		もやもや病		0		1		0		お金				配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		わからない				1		1		4		6		1		0		0		0		0		0		1		0		2		0		2		0		0		0

		29		男性		1		26歳～35歳		30		富山県		射水市東明中町		左室性単心室		1		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		500人以上⇒50人未満		縮小		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		14		18		27		59		5		5		4		4		5		2		2		5		5		5		4		5		4		4		2

		30		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		目黒区八雲		SBMA		1		1		1		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		1,000万円以上		5		15		16		12		43		5		5		5		0		5		5		2		4		2		1		2		1		4		2		2

		31		男性		1		56歳～65歳		60		神奈川県		横浜市青葉区奈良町		もやもや病		0		0		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		不明		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		1		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4

		32		女性		0		26歳～35歳		30		富山県		富山市月岡東緑町		もやもや病		1		0		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		2		5		1		8		1		0		1		0		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0

		33		男性		1		46歳～55歳		50		京都府		福知山市菱屋		もやもや病		0		1		0		能力・才能				配慮必要		配慮不要		改善		自営等		正規		自営等⇒正規		自由シフト		フルタイム固定		自由シフト⇒フル固定		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		500人以上の企業・団体		10人未満⇒500人以上		拡大		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		6		10		12		28		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0

		34		男性		1		56歳～65歳		60		茨城県		那珂郡東海村村松		SBMA		1		1		0		お金		わからない		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		1		2		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		活用あり		3		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		600～1,000万円		4		2		3		2		7		0		1		1		0		0		0		2		1		1		0		1		0		0		0		2

		35		男性		1		16歳～25歳		20		群馬県		北群馬郡榛東村広馬場		先天性中枢性低換気症候群(CCHS)		1		1		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		不明		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		生産工程		サービス職業		サービス職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		11		15		13		39		5		5		1		5		5		1		2		2		1		2		2		2		1		5		1

		36		男性		1		36歳～45歳		40		福岡県		太宰府市吉松		SBMA		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		15		19		20		54		5		5		5		5		4		4		5		1		4		4		5		4		2		1		2

		37		女性		0		46歳～55歳		50		福岡県		北九州市八幡西区田町		クローン病		1		0		1		能力・才能		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		15		21		28		64		5		5		5		5		5		5		5		1		5		5		5		5		4		4		1

		38		女性		0		46歳～55歳		50		埼玉県		朝霞市本町		もやもや病		0		1		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		3		19		11		33		1		1		1		5		5		0		4		5		2		4		1		4		0		0		2

		39		女性		0		46歳～55歳		50		埼玉県		三郷市彦成		もやもや病		0		0		0		お金		社会の一員		就労不可		配慮必要		改善		非正規		非正規		ギャップなし		累積		フレックス		累積⇒フレックス		現地立ち仕事		わからない		不明		100人以上500人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		500人未満⇒100人未満		縮小		運搬・清掃・包装等		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		12		2		3		17		5		5		2		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0

		40		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		品川区北品川（５、６丁目）		脳脊髄液減少症		0		0		1		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		特になし		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		特になし		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		4		12		11		27		1		1		2		1		2		0		4		5		0		2		2		2		4		1		1

		41		女性		0		46歳～55歳		50		福岡県		飯塚市堀池		脳脊髄液減少症		1		0		1		お金		能力・才能		就労不可		就労不可		就労不可		自営等		自営等		ギャップなし		雇用契約なし		累積		契約なし⇒累積		就業していない		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		販売		販売		ギャップなし		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		わからない				3		3		5		11		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1

		42		女性		0		36歳～45歳		40		静岡県		駿東郡長泉町上土狩		脳脊髄液減少症、線維筋痛症、フォンヴィレブランド病など		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		400～600万円		3		9		11		15		35		5		2		2		2		5		1		1		2		2		2		5		2		2		2		2

		43		男性		1		16歳～25歳		20		大分県		佐伯市上岡		脳脊髄液漏出症		0		0		0		お金		能力・才能		就労不可		配慮必要		改善		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		農林漁業		農林漁業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2

		44		男性		1		66歳以上		70		大阪府		高槻市日吉台		球脊髄性筋萎縮症		1		1		0		生きがい		能力・才能		配慮必要		就労不可		悪化		自営等		就業しない		ギャップなし		フレックス		固定シフト・時短		フレックス⇒固定シフト		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		600～1,000万円		4

		45		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		千代田区神田多町		球脊髄性筋萎縮症		1		1		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		2		2		3		7		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1

		46		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		泉佐野市高松西		もやもや病		0		0		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		50人以上100人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		100人未満⇒500人未満		拡大		生産工程		サービス職業		サービス職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		5		16		21		42		0		0		5		2		2		5		2		5		5		5		4		5		1		1		0

		47		男性		1		56歳～65歳		60		愛知県		半田市桐ケ丘		球脊髄性筋萎縮症		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		12		17		24		53		4		4		4		4		1		4		4		4		4		4		4		4		4		4		2

		48		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		立川市錦町		クラインフェルター症候群		0		0		0		わからない				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		14		11		21		46		5		5		4		5		4		1		1		0		5		2		4		2		4		4		1

		49		女性		0		46歳～55歳		50		大阪府		阪南市石田		もやもや病		0		0		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		就業しない		ギャップなし		固定シフト・時短		累積		固定シフト⇒累積		現地立ち仕事		在宅・リモート		現地立ち仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		6		4		6		16		1		4		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0

		50		男性		1		36歳～45歳		40						ks						0		社会の一員				配慮不要		配慮不要		安定		正規		就業しない		ギャップなし		フレックス		裁量		フレックス⇒裁量		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		特になし		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		10		14		22		46		4		2		4		5		5		2		2		0		2		4		4		4		4		4		2

		51		男性		1		46歳～55歳		50		京都府		南丹市美山町和泉		球脊髄性筋萎縮症		1		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		非正規		正規⇒非正規		フルタイム固定		自由シフト		フル固定⇒自由シフト		現地立ち仕事		在宅・リモート		現地立ち仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		生産工程		事務		事務職志望		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		15		6		17		38		5		5		5		0		5		0		1		0		2		4		5		4		0		2		2

		52		女性		0		46歳～55歳		50		神奈川県		川崎市高津区子母口		マルファン症候群		1		1		1		生きがい		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		累積		フレックス		累積⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		6		7		10		23		2		2		2		2		2		1		1		1		1		2		1		2		2		2		1

		53		女性		0		16歳～25歳		20		富山県		富山市新庄町		大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症		0				0		わからない				配慮必要		配慮必要		安定		正規		非正規		正規⇒非正規		フルタイム固定		固定シフト・時短		フル固定⇒固定シフト		現地立ち仕事		特になし		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		54		男性		1		56歳～65歳		60		神奈川県		川崎市麻生区白鳥		筋萎縮性側索硬化症		1		1		1		能力・才能		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		ハイブリッド		在宅・リモート⇒ハイブリッド		自治体・行政		10人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		13		23		29		65		4		5		4		4		5		4		5		5		5		5		5		5		4		5		1

		55		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		練馬区関町東		特発性多中心性キャッスルマン病		0		1		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0

		56		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		世田谷区北沢		免疫疾患（未診断）		1		1		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		活用あり		3		600～1,000万円		4		13		22		25		60		5		4		4		4		4		5		4		5		4		5		4		5		5		2		2

		57		女性		0		36歳～45歳		40		埼玉県		狭山市入間川		脳脊髄液減少症		0		0		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		活用あり		3		400～600万円		3		12		19		29		60		5		5		2		2		5		5		5		2		5		5		4		5		5		5		2

		58		男性		1		36歳～45歳		40		神奈川県		藤沢市下土棚		もやもや病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		販売		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		400～600万円		3		6		5		17		28		2		2		2		1		1		1		2		0		0		4		4		4		1		4		2

		59		男性		1		46歳～55歳		50		埼玉県		新座市野火止		性分化疾患(性染色体異常症)						0		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		累積		フルタイム固定		累積⇒フル固定		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		管理的職業		管理職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知らなかった		0		600～1,000万円		4		3		11		5		19		2		1		0		1		5		0		5		0		0		0		4		0		1		0		2

		60		男性		1		46歳～55歳		50		神奈川県		川崎市宮前区宮崎		球脊髄性筋萎縮症		1		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		3		2		0		0		1		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		15		25		30		70		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2

		61		男性		1		36歳～45歳		40		岐阜県		岐阜市栄新町		ALS		1		1		1		生きがい		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		雇用契約なし		自営業		契約なし⇒自営		在宅・リモート		ハイブリッド		在宅・リモート⇒ハイブリッド		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		14		14		24		52		5		5		4		4		5		0		5		0		5		4		2		4		4		5		1

		62		女性		0		26歳～35歳		30		神奈川県		横浜市港北区大倉山		もやもや病		0		0		1		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		6		10		8		24		2		2		2		1		5		1		2		1		1		0		5		0		1		1		2

		63		男性		1		16歳～25歳		20		広島県		呉市音戸町南隠渡		プラダウィリ症候群		1		0		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		特になし		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地座り仕事		特になし		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		50人未満⇒10人未満		縮小		生産工程		農林漁業		農林漁業志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		0		1		5		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0

		64		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		堺市北区船堂町		全身性エリテマトーデス		0		1		0		能力・才能		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		ハイブリッド		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		15		19		27		61		5		5		5		4		4		5		5		1		4		4		5		4		5		5		1

		65		女性		0		46歳～55歳		50		三重県		松阪市嬉野中川町		混合性結合組織病		1		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		3		9		4		16		1		1		1		1		5		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0

		66		女性		0		56歳～65歳		60		宮城県		塩竈市梅の宮		顕微鏡的多発血管炎		0		1		0		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		1		0		2		3		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		67		女性		0		46歳～55歳		50		山口県		岩国市関戸		多発血管炎性肉芽腫症、強皮症		0		1		1		お金		能力・才能		配慮必要		就労不可		悪化		正規		非正規		正規⇒非正規		フルタイム固定		固定シフト・時短		フル固定⇒固定シフト		現地立ち仕事		在宅・リモート		現地立ち仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		4		11		22		37		1		2		1		5		4		1		1		0		2		5		4		5		2		4		0

		68		女性		0		26歳～35歳		30		滋賀県		栗東市綣		SLE		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		1		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		14		12		19		45		5		5		4		5		5		0		1		1		0		4		1		4		5		5		2

		69		女性		0		46歳～55歳		50		北海道		旭川市春光６条		全身性エリテマトーデス		0		0		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		3		5		25		33		1		1		1		1		0		1		2		1		5		4		5		4		2		5		0

		70		女性		0		46歳～55歳		50		福岡県		糸島市志摩芥屋		シェーグレン症候群		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		500人以上⇒500人未満		縮小		事務		事務		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		2		12		14		28		1		1		0		5		4		0		2		1		1		4		2		4		2		1		2

		71		女性		0		36歳～45歳		40		神奈川県		横浜市港北区箕輪町		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		事務		事務職志望		4		4		2		2		0		0		1		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		600～1,000万円		4		12		23		21		56		5		2		5		5		5		4		4		5		2		5		4		5		4		1		2

		72		女性		0		56歳～65歳		60		埼玉県		東松山市五領町		SLE、シェーグレン症候群		0		1		0		生きがい		お金		配慮必要		就労不可		悪化		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1

		73		女性		0		46歳～55歳		50		広島県		呉市東片山町		皮膚筋炎、大腿骨骨頭壊死症		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮不要		改善		正規		正規		ギャップなし		フレックス		裁量		フレックス⇒裁量		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		利用できたが活用なし		2		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		600～1,000万円		4		3		3		6		12		1		1		1		0		1		0		2		0		0		1		2		1		1		1		2

		74		男性		1		36歳～45歳		40		大阪府		富田林市嬉		潰瘍性大腸炎		0		0		0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮不要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		農林漁業		事務		事務職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		0		12		9		21		0		0		0		5		5		1		1		0		2		2		1		2		1		1		0

		75		男性		1		46歳～55歳		50		神奈川県		鎌倉市材木座		多発性筋炎		0		1		0		お金		生きがい		配慮不要		配慮必要		悪化		自営等		非正規		自営等⇒非正規		累積		裁量		累積⇒裁量		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		15		14		30		59		5		5		5		0		5		5		2		2		5		5		5		5		5		5		1

		76		男性		1		26歳～35歳		30		千葉県		我孫子市高野山		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		能力・才能		就労不可		就労不可		就労不可		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		フレックス		自由シフト⇒フレックス		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		0		2		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		77		女性		0		26歳～35歳		30		沖縄県		那覇市国場		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		サービス職業		サービス職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		15		25		28		68		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		5		1

		78		女性		0		56歳～65歳		60		愛知県		名古屋市瑞穂区松栄町		全身性強皮症		0		1		0		社会の一員		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		600～1,000万円		4		12		16		21		49		2		5		5		5		5		2		2		2		2		2		5		2		5		5		2

		79		女性		0		36歳～45歳		40		愛媛県		西条市神拝甲		全身性エリテマトーデス		1		1		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		ハイブリッド		在宅・リモート⇒ハイブリッド		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		12		19		16		47		4		4		4		4		4		5		5		1		4		0		4		0		4		4		1

		80		男性		1		36歳～45歳		40		岐阜県		岐阜市大蔵台		成人スティル病		0		0		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		フルタイム固定		自由シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		5		6		10		21		2		2		1		2		1		1		1		1		1		2		1		2		2		2		0

		81		女性		0		46歳～55歳		50		埼玉県		富士見市鶴馬		混合性結合組織病、シェーグレン症候群		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		自営等		正規⇒自営等		裁量		裁量		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		管理的職業		管理職志望		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		13		23		29		65		5		4		4		4		5		5		4		5		5		5		5		5		4		5		2

		82		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		大阪市東淀川区淡路		エリスファンクレフェルト症候群、潰瘍性大腸炎		1		1		1		生きがい		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		0		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		15		23		13		51		5		5		5		5		5		5		4		4		1		1		2		1		4		4		1

		83		女性		0		56歳～65歳		60		神奈川県		川崎市多摩区長沢		もやもや病		0		0		0		お金		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		12		20		24		56		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		0

		84		男性		1		46歳～55歳		50		奈良県		奈良市神功		もやもや病		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		労働組合		労働組合		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		1		1		2		4		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		2

		85		女性		0		56歳～65歳		60		岐阜県		岐阜市茶屋新田		全身性エリテマトーデス		0		1		0		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		非正規		自営等⇒非正規		フルタイム固定		自由シフト		フル固定⇒自由シフト		在宅・リモート		現地立ち仕事		在宅・リモート⇒現地立ち仕事		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		13		22		11		46		5		4		4		5		5		5		5		2		2		2		2		2		1		2		1

		86		女性		0		46歳～55歳		50		栃木県		宇都宮市駒生町		皮膚筋炎		0		1		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		1		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		15		12		11		38		5		5		5		5		5		1		1		0		1		2		2		2		2		2		1

		87		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		葛飾区青戸		混合性結合組織病		0		1		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		公務員		サービス職業		サービス職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		13		15		26		54		4		4		5		5		2		5		2		1		4		4		4		4		5		5		1

		88		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		堺市西区上		全身性エリテマトーデス、肺動脈性肺高血圧症		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		フレックス		固定シフト・時短		フレックス⇒固定シフト		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		事務		事務職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		89		男性		1		46歳～55歳		50		東京都		町田市本町田		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		能力・才能		就労不可		就労不可		就労不可		正規		非正規		正規⇒非正規		フルタイム固定		自由シフト		フル固定⇒自由シフト		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		自治体・行政		10人以上50人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		事務		事務		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		600～1,000万円		4		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2

		90		男性		1		56歳～65歳		60		長野県		須坂市北原町		球脊髄性筋萎縮症		1		1		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		600～1,000万円		4		12		22		18		52		5		5		2		5		5		2		5		5		2		2		5		2		2		5		2

		91		男性		1		26歳～35歳		30		奈良県		橿原市縄手町		もやもや病		1		1		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		8		12		17		37		1		2		5		5		2		2		1		2		1		5		2		5		2		2		2

		92		女性		0		36歳～45歳		40		群馬県		高崎市東町		遠位型ミオパチー		1				1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		400～600万円		3		6		10		12		28		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1

		93		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		東大和市向原		シェーグレン症候群		0		0		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		特になし		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		400～600万円		3		3		10		21		34		1		1		1		5		5		0		0		0		5		5		2		5		2		2		2

		94		女性		0		66歳以上		70		千葉県		柏市南増尾		シェーグレン症候群		0		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		6		4		0		10		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		95		男性		1		36歳～45歳		40		兵庫県		神戸市中央区野崎通		潰瘍性大腸炎		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		3		10		2		15		1		1		1		2		4		0		4		0		0		0		0		0		1		1		2

		96		女性		0		46歳～55歳		50		山口県		宇部市松山町		混合性結合組織病		0		1		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		累積		フレックス		累積⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		10人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		10人未満⇒50人未満		拡大		管理的職業		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		5		15		20		40		2		2		1		5		5		1		2		2		5		2		1		2		5		5		1

		97		女性		0		16歳～25歳		20		宮城県		岩沼市二木		全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、(OHVIRA症候群、PTSD)など		1		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		わからない		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		3		8		5		16		1		1		1		2		5		0		1		0		0		1		1		1		1		1		2

		98		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		宝塚市光明町		全身性エリテマトーデス		0		0		0		生きがい		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		フレックス		自由シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		11		17		24		52		1		5		5		5		5		1		4		2		4		4		4		4		4		4		0

		99		女性		0		26歳～35歳		30		奈良県		香芝市瓦口		クローン病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地立ち仕事		在宅・リモート		現地立ち仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		15		25		12		52		5		5		5		5		5		5		5		5		1		1		5		1		2		2		2

		100		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		東久留米市前沢		SLE		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		8		13		11		32		5		2		1		5		5		0		2		1		1		2		2		2		2		2		1

		101		女性		0		66歳以上		70		長野県		岡谷市湖畔		SLE		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		10		11		15		36		5		1		4		5		2		1		2		1		1		4		4		4		1		1		2

		102		男性		1		46歳～55歳		50		東京都		練馬区東大泉		マルファン症候群		1		1		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		1,000万円以上		5		13		19		10		42		4		4		5		4		5		1		4		5		2		1		2		1		2		2		1

		103		女性		0		46歳～55歳		50		新潟県		新潟市中央区東堀前通		シャルコーマリートゥース病		1		0		1		お金		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		3		11		9		23		1		1		1		1		5		2		2		1		1		1		2		1		2		2		2

		104		男性		1		46歳～55歳		50		京都府		京都市左京区岩倉中町		成人スティル病		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		400～600万円		3		2		6		3		11		1		0		1		1		2		1		1		1		1		1		0		1		0		0		2

		105		男性		1		56歳～65歳		60		青森県		平川市碇ケ関横町		遠位型ミオパチー		1		1		1		お金		生きがい		配慮必要		就労不可		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		自治体・行政		50人以上100人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		事務		事務		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		600～1,000万円		4		4		3		6		13		1		2		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

		106		女性		0		56歳～65歳		60		東京都		渋谷区初台		遠位型ミオパチー		1		0		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		1,000万円以上		5		15		18		22		55		5		5		5		4		4		4		2		4		4		4		2		4		4		4		2

		107		男性		1		26歳～35歳		30		大阪府		泉佐野市高松西		もやもや病		0				0		能力・才能		お金		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		15		8		29		52		5		5		5		2		5		0		0		1		5		5		4		5		5		5		2

		108		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		北区豊島		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		2		3		2		0		0		1		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		1,000万円以上		5		3		1		4		8		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		2

		109		女性		0		56歳～65歳		60		佐賀県		唐津市相知町田頭		潰瘍性大腸炎		0		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		15		16		26		57		5		5		5		4		4		2		4		2		4		4		5		4		4		5		2

		110		女性		0		16歳～25歳		20		兵庫県		尼崎市若王寺		膠原病若年性皮膚筋炎		0		0		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		累積		固定シフト⇒累積		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		3		6		3		12		2		1		0		1		0		0		5		0		1		0		0		0		1		1		0

		111		女性		0		36歳～45歳		40		京都府		京都市左京区北白川小倉町		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金				配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		12		18		24		54		4		4		4		5		5		2		5		1		5		2		5		2		5		5		2

		112		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		岸和田市吉井町		もやもや病/高次脳機能障害		1		1		1		お金				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		フルタイム固定		自由シフト⇒フル固定		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		10人未満⇒50人未満		拡大		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		12		22		28		62		4		4		4		4		4		4		5		5		5		4		5		4		5		5		1

		113		女性		0		56歳～65歳		60		東京都		港区海岸（３丁目）		成人スティル病 、下垂体前葉機能低下症 、重症筋無力症と壊死性ミオパチー、緩徐進行1型糖尿病 、シェーグレン症候群、肺胞低換気症候群		1		1		1		お金		能力・才能		就労不可		配慮必要		改善		不明		正規		経験なし⇒正規		不明		フレックス		不明		不明		在宅・リモート		不明		10人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		専門的・技術的職業		特になし		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		11		11		11		33		5		5		1		5		5		0		1		0		5		0		2		0		2		2		1

		114		女性		0		26歳～35歳		30		佐賀県		佐賀市巨勢町牛島		全身性エリテマトーデス		0		1		0		わからない		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		農林漁業		農林漁業志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		3		6		4		13		1		1		1		1		1		1		1		2		0		1		1		1		1		0		0

		115		女性		0		16歳～25歳		20		群馬県		吾妻郡嬬恋村干俣（吾妻鉱山、万座温泉）		SLE		0		1		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事・立ち仕事		現地立ち仕事		現地座り・立ち⇒現地立ち仕事		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		10		12		9		31		4		1		5		1		5		0		5		1		0		2		5		2		0		0		0

		116		男性		1		46歳～55歳		50		兵庫県		宝塚市長谷		CIDP		0		0		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		自由シフト		累積⇒自由シフト		ハイブリッド		現地座り仕事		ハイブリッド⇒現地座り仕事		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		4		6		5		15		1		1		2		1		1		2		1		1		0		1		2		1		0		1		1

		117		女性		0		26歳～35歳		30		神奈川県		平塚市松風町		下垂体機能低下症		1		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		農林漁業		サービス職業		サービス職志望		4		4		2		2		0		0		1		1		0		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		わからない				2		8		4		14		1		0		1		2		5		0		0		1		1		0		1		0		1		1

		118		女性		0		56歳～65歳		60		大阪府		大阪市天王寺区小橋町		特発性大腿骨頭壊死症		0		1		1		生きがい		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		累積		自由シフト⇒累積		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		15		13		18		46		5		5		5		2		2		5		2		2		5		2		2		2		2		5		1

		119		女性		0		26歳～35歳		30		京都府		京都市右京区梅津前田町		もやもや病		1		0		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		就業経験なし		正規		経験なし⇒正規		自由シフト		フルタイム固定		自由シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		わからない		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		事務		サービス職業		サービス職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		活用あり		3		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		5		12		9		26		2		2		1		5		5		0		1		1		0		2		2		2		1		2		0

		120		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		尼崎市武庫之荘		SLE		0		1		0		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		400～600万円		3		14		25		30		69		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2

		121		男性		1		46歳～55歳		50		滋賀県		彦根市野良田町		クローン病		0		1		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		建設・採掘		特になし		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		3		8		0		11		1		1		1		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		122		女性		0		36歳～45歳		40		山形県		山形市八日町		混合性結合組織病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		自治体・行政		100人以上500人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		公務員		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		14		10		23		47		5		5		4		4		5		0		1		0		1		4		5		4		5		4		1

		123		女性		0		26歳～35歳		30		鹿児島		県霧島市国分下井		下垂体機能低下症		0		0		0		お金				配慮不要		配慮必要		悪化		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		500人以上の企業・団体		500人未満⇒500人以上		拡大		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		124		男性		1		36歳～45歳		40		滋賀県		長浜市弥高町		SLE、クローン病、シェーグレン症候群		1		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		50人未満⇒100人未満		拡大		輸送・機械運転		運搬・清掃・包装等		運搬・清掃志望		3		3		2		1		0		0		1		0		1		0		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		3		5		6		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		125		女性		0		46歳～55歳		50		大阪府		堺市堺区市之町東		混合性結合組織病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		3		2		1		6		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		126		女性		0		46歳～55歳		50		神奈川県		横浜市都筑区牛久保西		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		8		3		6		17		5		1		2		0		2		0		1		0		1		1		2		1		0		1		0

		127		女性		0		46歳～55歳		50		富山県		富山市若竹町		視神経脊髄炎		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		管理的職業		管理職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		0		3		6		9		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2

		128		女性		0		46歳～55歳		50		島根県		邑智郡邑南町下田所		下垂体前葉機能低下症		0		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		10人以上50人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		事務		事務		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		0		4		4		8		0		0		0		1		2		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0

		129		女性		0		56歳～65歳		60		岡山県		総社市中央		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		15		21		28		64		5		5		5		2		4		5		5		5		5		5		5		5		4		4		1

		130		女性		0		46歳～55歳		50		千葉県		千葉市美浜区高洲		膠原病		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		就業しない		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		1		9		25		35		1		0		0		5		4		0		0		0		4		5		5		5		5		1		2

		131		女性		0		56歳～65歳		60		神奈川県		横浜市都筑区茅ケ崎東		フィッシャー症候群		0		0		0		社会の一員		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		裁量		固定シフト⇒裁量		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		15		14		26		55		5		5		5		1		2		1		5		5		5		4		4		4		5		4		1

		132		女性		0		46歳～55歳		50		京都府		京都市左京区岩倉長谷町		全身性エリテマトーデス		0		1		0		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		保安職業		専門的・技術的職業		専門職志望		1		2		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		600～1,000万円		4		15		15		27		57		5		5		5		5		5		1		2		2		2		5		5		5		5		5		2

		133		男性		1		46歳～55歳		50		岐阜県		各務原市下中屋町		慢性腎臓病		1		1		1		能力・才能		お金		配慮必要		配慮不要		改善		自営等		自営等		ギャップなし		累積		フレックス		累積⇒フレックス		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		4		3		5		12		1		2		1		0		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1

		134		女性		0		46歳～55歳		50		島根県		江津市嘉久志町		強皮症、間質性肺炎		0		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		15		9		15		39		5		5		5		2		5		0		2		0		0		4		2		4		5		0		2

		135		女性		0		46歳～55歳		50		長野県		安曇野市穂高柏原		視神経脊髄炎		1		1		1		能力・才能		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		10人未満⇒50人未満		拡大		事務		管理的職業		管理職志望		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		0		2		23		25		0		0		0		0		0		0		2		0		0		4		5		4		5		5		2

		136		男性		1		56歳～65歳		60		広島県		広島市西区庚午中		潰瘍性大腸炎、特発性大腿骨頭壊死症		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		12		20		24		56		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		1

		137		男性		1		46歳～55歳		50		島根県		松江市大庭町		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		わからない		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		4		11		8		23		1		1		2		1		5		2		1		2		2		1		2		1		1		1		0

		138		男性		1		46歳～55歳		50		大阪府		高槻市富田町		潰瘍性大腸炎		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		ハイブリッド		在宅・リモート		ハイブリッド⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		2		6		3		11		1		1		0		1		2		2		0		1		0		0		1		0		0		2		0

		139		男性		1		46歳～55歳		50		北海道		札幌市豊平区月寒西一条		血友病A、HIV		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		5		5		3		2		0		0		1		1		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200～400万円		2		3		16		17		36		1		1		1		0		5		5		5		1		2		4		5		4		1		1		2

		140		女性		0		46歳～55歳		50		沖縄県		那覇市仲井真		全身性エリテマトーデス		0		1		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		50人未満⇒10人未満		縮小		事務		事務		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		15		21		27		63		5		5		5		5		5		5		5		1		4		4		5		4		5		5		1

		141		男性		1		56歳～65歳		60		沖縄県		うるま市豊原		重症筋無力症		0		1		1		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		フレックス		裁量		フレックス⇒裁量		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		管理的職業		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		0		4		3		7		0		0		0		0		1		0		1		2		0		1		0		1		0		1		1

		142		男性		1		36歳～45歳		40		三重県		四日市市尾平町		潰瘍性大腸炎		1		1		0		能力・才能		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		自営業		フレックス⇒自営		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		12		21		28		61		4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		4		4		2

		143		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		練馬区東大泉		脊髄小脳変性症（SCA6）		0		0		0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		裁量		フレックス		裁量⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		100人以上500人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		500人未満⇒50人未満		縮小		専門的・技術的職業		販売		販売職志望		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		14		14		6		34		4		5		5		5		5		2		1		1		0		1		4		1		0		0		2

		144		女性		0		56歳～65歳		60		沖縄県		糸満市西崎		SLE		0		1		0		お金				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		4		16		18		38		1		2		1		2		5		2		5		2		5		2		5		2		2		2		1

		145		女性		0		46歳～55歳		50		大分県		別府市火売		関節リウマチ		1		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1

		146		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		町田市原町田		クローン病		0		0		0		社会の一員		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		1,000万円以上		5		15		18		29		62		5		5		5		5		5		4		2		2		5		5		5		5		5		4		2

		147		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		姫路市市川台		三好型筋ジストロフィー		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		12		21		25		58		4		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		5		4		1

		148		女性		0		56歳～65歳		60		福岡県		福岡市西区野方		皮膚筋炎		1		1		1		社会の一員		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		累積		自由シフト⇒累積		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		自治体・行政		500人以上の企業・団体		自治体⇒企業		自治体⇒企業		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		12		17		28		57		4		4		4		4		1		5		5		2		5		4		5		4		5		5		1

		149		男性		1		56歳～65歳		60		神奈川県		厚木市栄町		クローン病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		1		0		0		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		8		12		24		44		0		4		4		4		4		0		4		0		4		4		4		4		4		4		1

		150		女性		0		56歳～65歳		60		京都府		宇治市五ケ庄		脊髄性筋萎縮症		1		1		1		能力・才能		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		1		13		13		27		1		0		0		5		5		0		2		1		0		5		2		5		1		0		1

		151		男性		1		26歳～35歳		30		神奈川県		横浜市港南区日野		脊髄性筋萎縮症		1		1		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		400～600万円		3		14		24		29		67		4		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		4		2

		152		男性		1		46歳～55歳		50		鳥取県		米子市祇園町		脊髄性筋萎縮症		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		利用できたが活用なし		2		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		1		5		12		18		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		5		1		2		2		1

		153		男性		1		46歳～55歳		50		神奈川県		藤沢市大鋸		SMA		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		事務		事務職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		2		6		3		11		0		1		1		0		5		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1

		154		男性		1		15歳未満		10		熊本県		熊本市東区若葉（１〜３丁目）		脊髄性筋萎縮症		1		1		0		能力・才能		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		非正規		自営等⇒非正規		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		15		19		30		64		5		5		5		2		5		2		5		5		5		5		5		5		5		5		1

		155		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		世田谷区三軒茶屋		慢性炎症性脱髄性多発神経炎		0		1		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		自営等		非正規⇒自営等		固定シフト・時短		自営業		固定シフト⇒自営		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		専門的・技術的職業		専門職志望		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		6		20		22		48		5		0		1		2		4		4		5		5		5		5		4		5		2		1		1

		156		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		北区西ケ原		sma		1		0		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		販売		販売		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4

		157		男性		1		16歳～25歳		20		大分県		大分市小佐井		プラダーウィリー症候群		1		1		0		生きがい		能力・才能		就労不可		配慮必要		改善		就業経験なし		非正規		経験なし⇒非正規		就業経験なし		累積		契約なし⇒累積		就業経験なし		現地座り仕事		ギャップなし		わからない		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		就業経験なし		軽作業		不明		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		わからない				9		10		14		33		5		2		2		1		2		1		5		1		2		2		5		2		1		2

		158		女性		0		26歳～35歳		30		東京都		世田谷区三軒茶屋		SLE		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地立ち仕事		在宅・リモート		現地立ち仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		10		14		14		38		4		2		4		2		5		2		4		1		5		1		4		1		1		2		1

		159		男性		1		46歳～55歳		50		宮城県		石巻市門脇		クーゲルベルグヴェランダー病		1		1		1		生きがい		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		自由シフト		固定シフト⇒自由シフト		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		活用あり		3		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		3		3		3		9		1		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1

		160		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		新宿区新宿		遠位型ミオパチー		1		1		1		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		500人以上の企業・団体		500人未満⇒500人以上		拡大		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		400～600万円		3		15		22		30		67		5		5		5		2		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1

		161		女性		0		46歳～55歳		50		大阪府		和泉市池上町		原発性免疫症候群（CVID）		0		1		1		お金				配慮必要		配慮必要		安定		不明		正規		経験なし⇒正規		不明		フルタイム固定		不明		不明		在宅・リモート		不明		わからない		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		不明		事務		事務職志望		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		200～400万円		2		14		17		27		58		5		4		5		5		5		1		5		1		4		4		5		4		5		5		1

		162		女性		0		15歳未満		10		兵庫県		たつの市御津町岩見		SMA		1		1		0		わからない				就労不可		就労不可		就労不可		不明		正規		経験なし⇒正規		不明		フレックス		不明		不明		在宅・リモート		不明		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		不明		販売		販売職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		わからない				15		5		12		32		5		5		5		0		5		0		0		0		5		1		5		1		0		0

		163		男性		1		66歳以上		70		三重県		多気郡明和町明星		特発性間質性肺炎、皮膚筋炎		1		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		生産工程		販売		販売職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		7		14		11		32		0		2		5		2		5		5		1		1		2		2		2		2		1		2		0

		164		男性		1		46歳～55歳		50		北海道		北見市北光		SMA		1		1		1		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		活用あり		3		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		7		18		30		55		5		0		2		2		5		1		5		5		5		5		5		5		5		5		1

		165		女性		0		16歳～25歳		20		島根県		松江市東出雲町揖屋		脊髄性筋萎縮症Ⅰ型		1		1		1		社会の一員		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		就業経験なし		正規		経験なし⇒正規		就業経験なし		フルタイム固定		契約なし⇒フル固定		就業経験なし		ハイブリッド		ギャップなし		わからない		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		就業経験なし		専門的・技術的職業		専門職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		わからない				15		25		27		67		5		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		4		5		5

		166		女性		0		46歳～55歳		50		鳥取県		境港市小篠津町		ALS		1		1		1		お金				配慮不要		配慮不要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		6		8		24		38		2		2		2		1		1		1		4		1		4		5		4		5		1		5		1

		167		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		板橋区高島平		ギラン・バレー症候群		1		0		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		15		25		30		70		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1

		168		男性		1		56歳～65歳		60		北海道		札幌市清田区清田八条		ギラン・バレー症候群、フィッシャー症候群		0		0		0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		7		19		27		53		1		5		1		5		5		4		0		5		5		5		2		5		5		5		2

		169		男性		1		36歳～45歳		40		愛媛県		松山市宮西		ギラン・バレー症候群罹患経験あり		0		0		0		社会の一員		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		600～1,000万円		4		15		25		5		45		5		5		5		5		5		5		5		5		0		0		0		0		5		0		2

		170		女性		0		36歳～45歳		40		埼玉県		桶川市上日出谷		ギラン・バレー症候群		0		0		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		400～600万円		3		15		15		21		51		5		5		5		5		5		1		2		2		5		2		5		2		2		5		2

		171		女性		0		56歳～65歳		60		大阪府		東大阪市東石切町		ギラン・バレー症候群		1		0		0		生きがい		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200～400万円		2		4		10		5		19		2		1		1		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1

		172		女性		0		26歳～35歳		30		東京都		足立区東和		ギラン・バレー症候群		1		0				能力・才能		お金		配慮不要		配慮不要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		雇用契約なし		自営業		契約なし⇒自営		在宅・リモート		ハイブリッド		在宅・リモート⇒ハイブリッド		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		15		21		30		66		5		5		5		5		5		5		5		1		5		5		5		5		5		5		1

		173		男性		1		46歳～55歳		50		茨城県		古河市諸川		劇症一型糖尿病		0		0		0		お金		わからない		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		3		3		11		17		1		2		0		1		0		1		1		0		1		4		0		4		1		1		2

		174		女性		0		26歳～35歳		30		東京都		目黒区鷹番		ギラン・バレー症候群		0		0		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮不要		改善		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		2		2		0		0		1		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		13		16		23		52		4		4		5		4		5		1		5		1		5		4		4		4		5		1		2

		175		男性		1		56歳～65歳		60		千葉県		松戸市幸谷		ギラン・バレー症候群		0		0		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		裁量		フレックス⇒裁量		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		販売		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		12		8		13		33		4		4		4		0		2		0		5		1		1		2		2		2		1		5		2

		176		男性		1		36歳～45歳		40		広島県		広島市安佐北区真亀		慢性腎不全		1		0		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		0		5		5		10		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0

		177		男性		1		66歳以上		70		茨城県		水戸市姫子		ギラン・バレー症候群		1		0		0		社会の一員		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		3		5		6		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		178		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		中央区日本橋浜町		高IgE症候群		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		在宅・リモート		現地座り仕事		在宅・リモート⇒現地座り仕事		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		400～600万円		3		15		12		8		35		5		5		5		1		5		4		1		1		1		1		2		1		2		1		2

		179		女性		0		16歳～25歳		20		鹿児島		県鹿児島市宇宿		プラダーウィリー症候群		1		0		1		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		販売		事務		事務職志望		5		5		3		2		0		0		1		1		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		11		11		16		38		4		2		5		0		5		1		4		1		5		2		4		2		1		2		1

		180		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		府中市清水が丘		脊髄性筋萎縮症		1		0		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		600～1,000万円		4		15		18		29		62		5		5		5		2		4		5		5		2		4		5		5		5		5		5		2

		181		女性		0		36歳～45歳		40		和歌山県		和歌山市小豆島		重症筋無力症		1		1		1		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		自営等		非正規⇒自営等		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		5		5		14		24		2		2		1		0		4		0		1		0		5		2		1		2		2		2		1

		182		男性		1		56歳～65歳		60		愛知県		豊明市二村台		クローン病		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		6		10		12		28		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		183		女性		0		36歳～45歳		40		北海道		釧路市春採		MCTD		0		1		0		生きがい		お金		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		自治体・行政		500人以上の企業・団体		自治体⇒企業		自治体⇒企業		専門的・技術的職業		サービス職業		サービス職志望		3		3		2		1		0		0		1		0		1		0		1		0		利用できたが活用なし		2		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		6		14		14		34		1		1		4		4		4		0		5		1		5		1		4		1		2		1		0

		184		女性		0		36歳～45歳		40		大阪府		高槻市真上町		もやもや病		0		0		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮不要		改善		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		4		7		7		18		2		1		1		2		2		1		2		0		1		1		1		1		2		1		2

		185		男性		1		56歳～65歳		60		大阪府		堺市北区百舌鳥赤畑町		クローン病		1		1		0		社会の一員		お金		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		不明		管理的職業		管理職志望		1		2		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		1,000万円以上		5		14		23		27		64		5		5		4		5		5		4		5		4		4		5		4		5		5		4		2

		186		男性		1		46歳～55歳		50		長野県		千曲市戸倉温泉		ギラン・バレー症候群		1		0		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		自由シフト		固定シフト⇒自由シフト		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		3		5		6		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		187		男性		1		56歳～65歳		60		神奈川県		茅ヶ崎市茅ヶ崎		クローン病		1		1		1		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		4		22		25		51		1		1		2		5		5		5		2		5		4		4		4		4		4		5		1

		188		男性		1		46歳～55歳		50		神奈川県		川崎市多摩区宿河原		クローン病		1		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		ハイブリッド		在宅・リモート		ハイブリッド⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		400～600万円		3

		189		女性		0		16歳～25歳		20		富山県		射水市黒河新		プラダーウィリー症候群		1		1		1		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		累積		フルタイム固定		累積⇒フル固定		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		50人以上100人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		100人未満⇒10人未満		縮小		生産工程		生産工程		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		3		4		3		10		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		0

		190		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		江戸川区小松川		ベッカー型筋ジストロフィー		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		5		5		3		2		0		0		1		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		4		3		8		15		1		2		1		1		1		0		1		0		1		1		2		1		1		2		1

		191		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		豊中市玉井町		線維筋痛症		1		0		1		お金		わからない		就労不可		就労不可		就労不可		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		1		1		1		3		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0

		192		女性		0		26歳～35歳		30		大分県		別府市以下に掲載がない場合		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		12		13		16		41		4		4		4		4		5		2		2		0		2		2		4		2		2		4		2

		193		女性		0		26歳～35歳		30		青森県		青森市金沢		マルファン症候群による僧帽弁閉鎖不全症等の心疾患、その他マルファン関係の症状多数		1		1		1		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		事務		事務職志望		3		3		2		1		0		0		1		0		0		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		5		8		8		21		2		2		1		1		5		1		1		0		1		1		2		1		1		2		1

		194		女性		0		36歳～45歳		40						慢性疲労症候群		0		0		1		お金		生きがい		就労不可		就労不可		就労不可		非正規		就業しない		ギャップなし		不明		累積		不明		不明		在宅・リモート		不明		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		わからない				2		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		195		女性		0		56歳～65歳		60		埼玉県		深谷市寿町		SLE		0		0		0		生きがい		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		累積		固定シフト⇒累積		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		12		23		26		61		4		4		4		5		5		4		4		5		4		5		4		5		4		4		1

		196		女性		0		56歳～65歳		60		大阪府		大阪市淀川区三国本町		ギラン・バレー症候群		0		0		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		15		25		30		70		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1

		197		女性		0		36歳～45歳		40		岡山県		岡山市中区高島新屋敷		遠位型ミオパチー		1		1		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		不明		累積		不明		不明		ハイブリッド		不明		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		不明		事務		事務職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		わからない				12		13		12		37		5		5		2		1		5		1		5		1		2		1		5		1		2		1

		198		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		新宿区下落合		原発性硬化性胆管炎		0		1		0		社会の一員				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		10人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		10人未満⇒100人未満		拡大		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		13		16		22		51		4		5		4		5		5		1		5		0		5		2		5		2		4		4		1

		199		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		渋谷区桜丘町		ギラン・バレー症候群		1		1		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		裁量		裁量		ギャップなし		ハイブリッド		在宅・リモート		ハイブリッド⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		1		2		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		0		2		2		4		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0

		200		女性		0		46歳～55歳		50		岐阜県		中津川市中津川		多発性筋炎		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		400～600万円		3		3		5		6		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		201		男性		1		56歳～65歳		60		島根県		松江市下東川津町		全身性強皮症		0		1		0		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		事務		事務職志望		2		2		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		1		2		13		16		0		0		1		0		0		0		1		1		1		2		5		2		1		2		2

		202		女性		0		46歳～55歳		50		北海道		札幌市東区北十条東		全身性エリテマトーデス、特発性大腿骨頭壊死症		1		1		0		お金		わからない		就労不可		就労不可		就労不可		非正規		自営等		非正規⇒自営等		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		2		2		2		6		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0

		203		女性		0		26歳～35歳		30		広島県		廿日市市宮島口東		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		フレックス		自由シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		15		16		30		61		5		5		5		5		4		1		5		1		5		5		5		5		5		5		1

		204		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		練馬区羽沢		皮膚筋炎		0		1		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		12		24		26		62		4		4		4		5		4		5		5		5		4		5		4		5		4		4		1

		205		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		調布市菊野台		線維筋痛症、慢性疲労症候群		0		0		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		500人以上の企業・団体		500人未満⇒500人以上		拡大		事務		事務		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		2		0		1		3		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2

		206		男性		1		46歳～55歳		50		兵庫県		神戸市北区若葉台		クローン病		1		1				お金		社会の一員		配慮必要		就労不可		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2

		207		女性		0		46歳～55歳		50		大阪府		茨木市以下に掲載がない場合		脳脊髄液漏出症		0		0		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		9		5		6		20		2		2		5		2		0		1		1		1		0		1		2		1		1		1		0

		208		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		新宿区百人町		クローン病		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		販売		特になし		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		400～600万円		3		9		7		15		31		5		2		2		1		2		2		2		0		5		2		2		2		2		2		2





分析用ピボットテーブル

		クラスタＩＤ		障害者手帳		COUNT of 回答者ID

		0		0		33

				1		17

		0 集計				50

		1		0		29

				1		38

		1 集計				67

		2		0		46

				1		27

				(空白)		2

		2 集計				75

		総計				192





難病患者アンケート_元データ (2)

		回答者ID		性別		性別フラグ		年齢層		年齢層ステージ		住所（県）		住所（県以外）		病名		障害者手帳		医療費助成		障害年金		働く目的1st		働く目的2nd		現在の就労可否		今後の就労可否		進行予測		直近の雇用形態		希望する雇用形態		雇用形態ギャップ		直近の勤務形態		希望する勤務形態		勤務形態ギャップ		直近の就業方法		希望する就業方法		就業方法ギャップ		直近の就業先規模		希望する就業先規模		就業先規模ギャップ		就業先規模ギャップ傾向		直近の職業分類		希望する職業分類		職業分類ギャップ		開示先範囲（全体）		開示先範囲（会社）		開示先範囲（現場）		開示先範囲（経営・人事）		支援士・ヘルパー		産業医・職場の保健師/看護師		面接担当者・人事労務担当者		社長・役員・経営者		上司・管理者		職場の同僚（概ね全員）		職場の同僚（信頼できる人のみ）		顧客		障害者雇用支援等の制度		障害者雇用支援等の制度ステージ		専門的な支援サービス		専門的な支援サービスステージ		会社・上司・同様の理解や配慮		会社・上司・同様の理解や配慮ステージ		直近の年収		年収ステージ		感情的な幸福		社会的な幸福		精神的な幸福		MHC 総得点		しあわせを感じた		生きる意欲、もしくは人生への意欲がわいた		満足感あるいは充実感を味わった		自分は社会に貢献することができる		自分は何らかのコミュニティに属していると思った		社会は自分にとって生きやすいところになってきていると思った		人は基本的に善良だと感じた		自分は社会のあり方に納得できると思った		基本的に自分の性格は好きだ		日常の責務をこなすのが得意である		あたたかく信頼のおける人間関係があると思った		人としてさらに成長し、より良い人間になろうと思う経験をした		自分の考えや意見を自信をもって表現できると思った		自分の人生に方向性、あるいは意味がある		クラスタＩＤ

		53		女性		0		16歳～25歳		20		富山県		富山市新庄町		大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症		0				0		わからない				配慮必要		配慮必要		安定		正規		非正規		正規⇒非正規		フルタイム固定		固定シフト・時短		フル固定⇒固定シフト		現地立ち仕事		特になし		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		88		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		堺市西区上		全身性エリテマトーデス、肺動脈性肺高血圧症		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		フレックス		固定シフト・時短		フレックス⇒固定シフト		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		事務		事務職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		89		男性		1		46歳～55歳		50		東京都		町田市本町田		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		能力・才能		就労不可		就労不可		就労不可		正規		非正規		正規⇒非正規		フルタイム固定		自由シフト		フル固定⇒自由シフト		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		自治体・行政		10人以上50人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		事務		事務		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		600～1,000万円		4		0		1		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2

		123		女性		0		26歳～35歳		30		鹿児島		県霧島市国分下井		下垂体機能低下症		0		0		0		お金				配慮不要		配慮必要		悪化		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		500人以上の企業・団体		500人未満⇒500人以上		拡大		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		206		男性		1		46歳～55歳		50		兵庫県		神戸市北区若葉台		クローン病		1		1				お金		社会の一員		配慮必要		就労不可		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2

		55		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		練馬区関町東		特発性多中心性キャッスルマン病		0		1		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0

		76		男性		1		26歳～35歳		30		千葉県		我孫子市高野山		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		能力・才能		就労不可		就労不可		就労不可		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		フレックス		自由シフト⇒フレックス		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		0		2		0		2		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0

		194		女性		0		36歳～45歳		40						慢性疲労症候群		0		0		1		お金		生きがい		就労不可		就労不可		就労不可		非正規		就業しない		ギャップなし		不明		累積		不明		不明		在宅・リモート		不明		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		わからない				2		0		0		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		14		男性		1		46歳～55歳		50		愛知県		大府市宮内町		CIDP		1		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		0		2		1		3		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0

		20		男性		1		16歳～25歳		20		東京都		西東京市谷戸町		PWS、糖尿病		1		1		1		社会の一員		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		生産工程		運搬・清掃・包装等		運搬・清掃志望		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		1		1		1		3		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0

		66		女性		0		56歳～65歳		60		宮城県		塩竈市梅の宮		顕微鏡的多発血管炎		0		1		0		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		1		0		2		3		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		191		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		豊中市玉井町		線維筋痛症		1		0		1		お金		わからない		就労不可		就労不可		就労不可		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		1		1		1		3		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		0		0

		205		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		調布市菊野台		線維筋痛症、慢性疲労症候群		0		0		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		500人以上の企業・団体		500人未満⇒500人以上		拡大		事務		事務		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		2		0		1		3		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		2

		84		男性		1		46歳～55歳		50		奈良県		奈良市神功		もやもや病		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		労働組合		労働組合		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		1		1		2		4		1		0		0		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		2

		199		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		渋谷区桜丘町		ギラン・バレー症候群		1		1		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		裁量		裁量		ギャップなし		ハイブリッド		在宅・リモート		ハイブリッド⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		1		2		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		0		2		2		4		0		0		0		0		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0

		23		男性		1		26歳～35歳		30		兵庫県		神戸市須磨区中落合		もやもや病		1		0		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		わからない		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		生産工程		生産職志望		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		1		2		2		5		1		0		0		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0

		28		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		目黒区上目黒		もやもや病		0		1		0		お金				配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		わからない				1		1		4		6		1		0		0		0		0		0		1		0		2		0		2		0		0		0

		63		男性		1		16歳～25歳		20		広島県		呉市音戸町南隠渡		プラダウィリ症候群		1		0		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		特になし		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地座り仕事		特になし		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		50人未満⇒10人未満		縮小		生産工程		農林漁業		農林漁業志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		0		1		5		6		0		0		0		0		1		0		0		0		1		1		1		1		0		1		0

		125		女性		0		46歳～55歳		50		大阪府		堺市堺区市之町東		混合性結合組織病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		3		2		1		6		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0

		202		女性		0		46歳～55歳		50		北海道		札幌市東区北十条東		全身性エリテマトーデス、特発性大腿骨頭壊死症		1		1		0		お金		わからない		就労不可		就労不可		就労不可		非正規		自営等		非正規⇒自営等		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		2		2		2		6		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		1		0		0		0		0

		34		男性		1		56歳～65歳		60		茨城県		那珂郡東海村村松		SBMA		1		1		0		お金		わからない		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		1		2		0		1		0		1		1		0		0		0		0		0		活用あり		3		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		600～1,000万円		4		2		3		2		7		0		1		1		0		0		0		2		1		1		0		1		0		0		0		2

		45		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		千代田区神田多町		球脊髄性筋萎縮症		1		1		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		2		2		3		7		1		0		1		1		1		0		0		0		0		1		1		1		0		0		1

		141		男性		1		56歳～65歳		60		沖縄県		うるま市豊原		重症筋無力症		0		1		1		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		フレックス		裁量		フレックス⇒裁量		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		管理的職業		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		0		4		3		7		0		0		0		0		1		0		1		2		0		1		0		1		0		1		1

		32		女性		0		26歳～35歳		30		富山県		富山市月岡東緑町		もやもや病		1		0		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		2		5		1		8		1		0		1		0		2		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0

		108		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		北区豊島		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		2		3		2		0		0		1		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		1,000万円以上		5		3		1		4		8		1		1		1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		1		1		2

		128		女性		0		46歳～55歳		50		島根県		邑智郡邑南町下田所		下垂体前葉機能低下症		0		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		10人以上50人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		事務		事務		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		0		4		4		8		0		0		0		1		2		0		1		0		0		1		1		1		1		0		0

		127		女性		0		46歳～55歳		50		富山県		富山市若竹町		視神経脊髄炎		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		管理的職業		管理職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		0		3		6		9		0		0		0		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		1		2

		159		男性		1		46歳～55歳		50		宮城県		石巻市門脇		クーゲルベルグヴェランダー病		1		1		1		生きがい		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		自由シフト		固定シフト⇒自由シフト		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		活用あり		3		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		3		3		3		9		1		1		1		1		2		0		0		0		0		0		1		0		1		1		1

		94		女性		0		66歳以上		70		千葉県		柏市南増尾		シェーグレン症候群		0		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		6		4		0		10		2		2		2		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		176		男性		1		36歳～45歳		40		広島県		広島市安佐北区真亀		慢性腎不全		1		0		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		0		5		5		10		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0

		189		女性		0		16歳～25歳		20		富山県		射水市黒河新		プラダーウィリー症候群		1		1		1		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		累積		フルタイム固定		累積⇒フル固定		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		50人以上100人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		100人未満⇒10人未満		縮小		生産工程		生産工程		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		3		4		3		10		1		1		1		0		1		1		1		1		1		0		1		0		1		0		0

		41		女性		0		46歳～55歳		50		福岡県		飯塚市堀池		脳脊髄液減少症		1		0		1		お金		能力・才能		就労不可		就労不可		就労不可		自営等		自営等		ギャップなし		雇用契約なし		累積		契約なし⇒累積		就業していない		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		販売		販売		ギャップなし		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		わからない				3		3		5		11		1		1		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		0		1

		104		男性		1		46歳～55歳		50		京都府		京都市左京区岩倉中町		成人スティル病		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		400～600万円		3		2		6		3		11		1		0		1		1		2		1		1		1		1		1		0		1		0		0		2

		121		男性		1		46歳～55歳		50		滋賀県		彦根市野良田町		クローン病		0		1		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		建設・採掘		特になし		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		3		8		0		11		1		1		1		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		138		男性		1		46歳～55歳		50		大阪府		高槻市富田町		潰瘍性大腸炎		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		ハイブリッド		在宅・リモート		ハイブリッド⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		2		6		3		11		1		1		0		1		2		2		0		1		0		0		1		0		0		2		0

		153		男性		1		46歳～55歳		50		神奈川県		藤沢市大鋸		SMA		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		事務		事務職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		2		6		3		11		0		1		1		0		5		1		0		0		0		0		1		0		1		1		1

		73		女性		0		46歳～55歳		50		広島県		呉市東片山町		皮膚筋炎、大腿骨骨頭壊死症		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮不要		改善		正規		正規		ギャップなし		フレックス		裁量		フレックス⇒裁量		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		利用できたが活用なし		2		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		600～1,000万円		4		3		3		6		12		1		1		1		0		1		0		2		0		0		1		2		1		1		1		2

		110		女性		0		16歳～25歳		20		兵庫県		尼崎市若王寺		膠原病若年性皮膚筋炎		0		0		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		累積		固定シフト⇒累積		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		3		6		3		12		2		1		0		1		0		0		5		0		1		0		0		0		1		1		0

		133		男性		1		46歳～55歳		50		岐阜県		各務原市下中屋町		慢性腎臓病		1		1		1		能力・才能		お金		配慮必要		配慮不要		改善		自営等		自営等		ギャップなし		累積		フレックス		累積⇒フレックス		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		4		3		5		12		1		2		1		0		1		1		0		1		0		1		1		1		1		1		1

		12		男性		1		46歳～55歳		50		和歌山県		東牟婁郡那智勝浦町市野々		クローン病		0		1		0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		600～1,000万円		4		3		5		5		13		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		2

		105		男性		1		56歳～65歳		60		青森県		平川市碇ケ関横町		遠位型ミオパチー		1		1		1		お金		生きがい		配慮必要		就労不可		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		自治体・行政		50人以上100人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		事務		事務		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		600～1,000万円		4		4		3		6		13		1		2		1		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2

		114		女性		0		26歳～35歳		30		佐賀県		佐賀市巨勢町牛島		全身性エリテマトーデス		0		1		0		わからない		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		農林漁業		農林漁業志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		3		6		4		13		1		1		1		1		1		1		1		2		0		1		1		1		1		0		0

		117		女性		0		26歳～35歳		30		神奈川県		平塚市松風町		下垂体機能低下症		1		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		農林漁業		サービス職業		サービス職志望		4		4		2		2		0		0		1		1		0		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		わからない				2		8		4		14		1		0		1		2		5		0		0		1		1		0		1		0		1		1

		124		男性		1		36歳～45歳		40		滋賀県		長浜市弥高町		SLE、クローン病、シェーグレン症候群		1		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		50人未満⇒100人未満		拡大		輸送・機械運転		運搬・清掃・包装等		運搬・清掃志望		3		3		2		1		0		0		1		0		1		0		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		3		5		6		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		177		男性		1		66歳以上		70		茨城県		水戸市姫子		ギラン・バレー症候群		1		0		0		社会の一員		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		3		5		6		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		186		男性		1		46歳～55歳		50		長野県		千曲市戸倉温泉		ギラン・バレー症候群		1		0		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		自由シフト		固定シフト⇒自由シフト		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		3		5		6		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		200		女性		0		46歳～55歳		50		岐阜県		中津川市中津川		多発性筋炎		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		400～600万円		3		3		5		6		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0

		95		男性		1		36歳～45歳		40		兵庫県		神戸市中央区野崎通		潰瘍性大腸炎		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		3		10		2		15		1		1		1		2		4		0		4		0		0		0		0		0		1		1		2

		116		男性		1		46歳～55歳		50		兵庫県		宝塚市長谷		CIDP		0		0		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		自由シフト		累積⇒自由シフト		ハイブリッド		現地座り仕事		ハイブリッド⇒現地座り仕事		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		4		6		5		15		1		1		2		1		1		2		1		1		0		1		2		1		0		1		1

		190		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		江戸川区小松川		ベッカー型筋ジストロフィー		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		5		5		3		2		0		0		1		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		4		3		8		15		1		2		1		1		1		0		1		0		1		1		2		1		1		2		1

		49		女性		0		46歳～55歳		50		大阪府		阪南市石田		もやもや病		0		0		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		就業しない		ギャップなし		固定シフト・時短		累積		固定シフト⇒累積		現地立ち仕事		在宅・リモート		現地立ち仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		6		4		6		16		1		4		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		1		0

		65		女性		0		46歳～55歳		50		三重県		松阪市嬉野中川町		混合性結合組織病		1		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		3		9		4		16		1		1		1		1		5		1		1		1		0		1		1		1		0		1		0

		97		女性		0		16歳～25歳		20		宮城県		岩沼市二木		全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、(OHVIRA症候群、PTSD)など		1		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		わからない		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		3		8		5		16		1		1		1		2		5		0		1		0		0		1		1		1		1		1		2

		201		男性		1		56歳～65歳		60		島根県		松江市下東川津町		全身性強皮症		0		1		0		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		事務		事務職志望		2		2		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		1		2		13		16		0		0		1		0		0		0		1		1		1		2		5		2		1		2		2

		39		女性		0		46歳～55歳		50		埼玉県		三郷市彦成		もやもや病		0		0		0		お金		社会の一員		就労不可		配慮必要		改善		非正規		非正規		ギャップなし		累積		フレックス		累積⇒フレックス		現地立ち仕事		わからない		不明		100人以上500人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		500人未満⇒100人未満		縮小		運搬・清掃・包装等		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		12		2		3		17		5		5		2		1		0		0		1		0		0		1		1		1		0		0		0

		126		女性		0		46歳～55歳		50		神奈川県		横浜市都筑区牛久保西		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		8		3		6		17		5		1		2		0		2		0		1		0		1		1		2		1		0		1		0

		173		男性		1		46歳～55歳		50		茨城県		古河市諸川		劇症一型糖尿病		0		0		0		お金		わからない		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		3		3		11		17		1		2		0		1		0		1		1		0		1		4		0		4		1		1		2

		152		男性		1		46歳～55歳		50		鳥取県		米子市祇園町		脊髄性筋萎縮症		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		利用できたが活用なし		2		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		1		5		12		18		0		1		0		1		1		1		1		1		1		1		5		1		2		2		1

		184		女性		0		36歳～45歳		40		大阪府		高槻市真上町		もやもや病		0		0		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮不要		改善		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		4		7		7		18		2		1		1		2		2		1		2		0		1		1		1		1		2		1		2

		59		男性		1		46歳～55歳		50		埼玉県		新座市野火止		性分化疾患(性染色体異常症)						0		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		累積		フルタイム固定		累積⇒フル固定		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		管理的職業		管理職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知らなかった		0		600～1,000万円		4		3		11		5		19		2		1		0		1		5		0		5		0		0		0		4		0		1		0		2

		171		女性		0		56歳～65歳		60		大阪府		東大阪市東石切町		ギラン・バレー症候群		1		0		0		生きがい		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200～400万円		2		4		10		5		19		2		1		1		2		2		2		2		2		0		1		1		1		1		1		1

		207		女性		0		46歳～55歳		50		大阪府		茨木市以下に掲載がない場合		脳脊髄液漏出症		0		0		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		9		5		6		20		2		2		5		2		0		1		1		1		0		1		2		1		1		1		0

		22		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		川西市南花屋敷		もやもや病		0		1		0		お金				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		ハイブリッド		在宅・リモート		ハイブリッド⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		400～600万円		3		5		6		10		21		2		2		1		1		5		0		0		0		1		1		1		1		1		5		0

		74		男性		1		36歳～45歳		40		大阪府		富田林市嬉		潰瘍性大腸炎		0		0		0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮不要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地立ち仕事		ハイブリッド		現地立ち仕事⇒ハイブリッド		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		農林漁業		事務		事務職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		0		12		9		21		0		0		0		5		5		1		1		0		2		2		1		2		1		1		0

		80		男性		1		36歳～45歳		40		岐阜県		岐阜市大蔵台		成人スティル病		0		0		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		フルタイム固定		自由シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		5		6		10		21		2		2		1		2		1		1		1		1		1		2		1		2		2		2		0

		193		女性		0		26歳～35歳		30		青森県		青森市金沢		マルファン症候群による僧帽弁閉鎖不全症等の心疾患、その他マルファン関係の症状多数		1		1		1		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		事務		事務職志望		3		3		2		1		0		0		1		0		0		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		5		8		8		21		2		2		1		1		5		1		1		0		1		1		2		1		1		2		1

		52		女性		0		46歳～55歳		50		神奈川県		川崎市高津区子母口		マルファン症候群		1		1		1		生きがい		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		累積		フレックス		累積⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		6		7		10		23		2		2		2		2		2		1		1		1		1		2		1		2		2		2		1

		103		女性		0		46歳～55歳		50		新潟県		新潟市中央区東堀前通		シャルコーマリートゥース病		1		0		1		お金		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		3		11		9		23		1		1		1		1		5		2		2		1		1		1		2		1		2		2		2

		137		男性		1		46歳～55歳		50		島根県		松江市大庭町		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		わからない		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		4		11		8		23		1		1		2		1		5		2		1		2		2		1		2		1		1		1		0

		62		女性		0		26歳～35歳		30		神奈川県		横浜市港北区大倉山		もやもや病		0		0		1		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		6		10		8		24		2		2		2		1		5		1		2		1		1		0		5		0		1		1		2

		181		女性		0		36歳～45歳		40		和歌山県		和歌山市小豆島		重症筋無力症		1		1		1		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		自営等		非正規⇒自営等		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		5		5		14		24		2		2		1		0		4		0		1		0		5		2		1		2		2		2		1

		135		女性		0		46歳～55歳		50		長野県		安曇野市穂高柏原		視神経脊髄炎		1		1		1		能力・才能		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		10人未満⇒50人未満		拡大		事務		管理的職業		管理職志望		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		0		2		23		25		0		0		0		0		0		0		2		0		0		4		5		4		5		5		2

		119		女性		0		26歳～35歳		30		京都府		京都市右京区梅津前田町		もやもや病		1		0		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		就業経験なし		正規		経験なし⇒正規		自由シフト		フルタイム固定		自由シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		わからない		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		事務		サービス職業		サービス職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		活用あり		3		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		5		12		9		26		2		2		1		5		5		0		1		1		0		2		2		2		1		2		0

		10		女性		0		36歳～45歳		40		鳥取県		米子市奥谷		フェニルケトン尿症		0		1		0		お金				配慮不要		配慮不要		安定		正規		特になし		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		400～600万円		3		9		7		11		27		5		2		2		1		2		1		2		1		2		2		2		2		2		1		0

		40		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		品川区北品川（５、６丁目）		脳脊髄液減少症		0		0		1		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		特になし		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		特になし		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		4		12		11		27		1		1		2		1		2		0		4		5		0		2		2		2		4		1		1

		150		女性		0		56歳～65歳		60		京都府		宇治市五ケ庄		脊髄性筋萎縮症		1		1		1		能力・才能		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		1		13		13		27		1		0		0		5		5		0		2		1		0		5		2		5		1		0		1

		19		女性		0		36歳～45歳		40		大分県		大分市上野南		もやもや病		1		1		1		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		3		10		15		28		2		0		1		4		5		0		1		0		0		2		5		2		1		5		1

		33		男性		1		46歳～55歳		50		京都府		福知山市菱屋		もやもや病		0		1		0		能力・才能				配慮必要		配慮不要		改善		自営等		正規		自営等⇒正規		自由シフト		フルタイム固定		自由シフト⇒フル固定		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		500人以上の企業・団体		10人未満⇒500人以上		拡大		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		6		10		12		28		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0

		58		男性		1		36歳～45歳		40		神奈川県		藤沢市下土棚		もやもや病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		販売		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		400～600万円		3		6		5		17		28		2		2		2		1		1		1		2		0		0		4		4		4		1		4		2

		70		女性		0		46歳～55歳		50		福岡県		糸島市志摩芥屋		シェーグレン症候群		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		500人以上⇒500人未満		縮小		事務		事務		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		2		12		14		28		1		1		0		5		4		0		2		1		1		4		2		4		2		1		2

		92		女性		0		36歳～45歳		40		群馬県		高崎市東町		遠位型ミオパチー		1				1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		400～600万円		3		6		10		12		28		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1

		182		男性		1		56歳～65歳		60		愛知県		豊明市二村台		クローン病		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		6		10		12		28		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

		27		男性		1		56歳～65歳		60		茨城県		土浦市高岡		慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP)		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		3		10		16		29		1		1		1		1		5		1		2		1		2		4		4		4		1		1		2

		115		女性		0		16歳～25歳		20		群馬県		吾妻郡嬬恋村干俣（吾妻鉱山、万座温泉）		SLE		0		1		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事・立ち仕事		現地立ち仕事		現地座り・立ち⇒現地立ち仕事		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		10		12		9		31		4		1		5		1		5		0		5		1		0		2		5		2		0		0		0

		208		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		新宿区百人町		クローン病		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		販売		特になし		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		400～600万円		3		9		7		15		31		5		2		2		1		2		2		2		0		5		2		2		2		2		2		2

		100		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		東久留米市前沢		SLE		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		8		13		11		32		5		2		1		5		5		0		2		1		1		2		2		2		2		2		1

		162		女性		0		15歳未満		10		兵庫県		たつの市御津町岩見		SMA		1		1		0		わからない				就労不可		就労不可		就労不可		不明		正規		経験なし⇒正規		不明		フレックス		不明		不明		在宅・リモート		不明		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		不明		販売		販売職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		わからない				15		5		12		32		5		5		5		0		5		0		0		0		5		1		5		1		0		0

		163		男性		1		66歳以上		70		三重県		多気郡明和町明星		特発性間質性肺炎、皮膚筋炎		1		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		生産工程		販売		販売職志望		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		7		14		11		32		0		2		5		2		5		5		1		1		2		2		2		2		1		2		0

		38		女性		0		46歳～55歳		50		埼玉県		朝霞市本町		もやもや病		0		1		0		お金		わからない		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		3		19		11		33		1		1		1		5		5		0		4		5		2		4		1		4		0		0		2

		69		女性		0		46歳～55歳		50		北海道		旭川市春光６条		全身性エリテマトーデス		0		0		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		3		5		25		33		1		1		1		1		0		1		2		1		5		4		5		4		2		5		0

		113		女性		0		56歳～65歳		60		東京都		港区海岸（３丁目）		成人スティル病 、下垂体前葉機能低下症 、重症筋無力症と壊死性ミオパチー、緩徐進行1型糖尿病 、シェーグレン症候群、肺胞低換気症候群		1		1		1		お金		能力・才能		就労不可		配慮必要		改善		不明		正規		経験なし⇒正規		不明		フレックス		不明		不明		在宅・リモート		不明		10人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		専門的・技術的職業		特になし		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		11		11		11		33		5		5		1		5		5		0		1		0		5		0		2		0		2		2		1

		157		男性		1		16歳～25歳		20		大分県		大分市小佐井		プラダーウィリー症候群		1		1		0		生きがい		能力・才能		就労不可		配慮必要		改善		就業経験なし		非正規		経験なし⇒非正規		就業経験なし		累積		契約なし⇒累積		就業経験なし		現地座り仕事		ギャップなし		わからない		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		就業経験なし		軽作業		不明		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		わからない				9		10		14		33		5		2		2		1		2		1		5		1		2		2		5		2		1		2

		175		男性		1		56歳～65歳		60		千葉県		松戸市幸谷		ギラン・バレー症候群		0		0		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		裁量		フレックス⇒裁量		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		販売		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		12		8		13		33		4		4		4		0		2		0		5		1		1		2		2		2		1		5		2

		93		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		東大和市向原		シェーグレン症候群		0		0		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		特になし		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		400～600万円		3		3		10		21		34		1		1		1		5		5		0		0		0		5		5		2		5		2		2		2

		143		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		練馬区東大泉		脊髄小脳変性症（SCA6）		0		0		0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		裁量		フレックス		裁量⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		100人以上500人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		500人未満⇒50人未満		縮小		専門的・技術的職業		販売		販売職志望		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		14		14		6		34		4		5		5		5		5		2		1		1		0		1		4		1		0		0		2

		183		女性		0		36歳～45歳		40		北海道		釧路市春採		MCTD		0		1		0		生きがい		お金		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		自治体・行政		500人以上の企業・団体		自治体⇒企業		自治体⇒企業		専門的・技術的職業		サービス職業		サービス職志望		3		3		2		1		0		0		1		0		1		0		1		0		利用できたが活用なし		2		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		6		14		14		34		1		1		4		4		4		0		5		1		5		1		4		1		2		1		0

		42		女性		0		36歳～45歳		40		静岡県		駿東郡長泉町上土狩		脳脊髄液減少症、線維筋痛症、フォンヴィレブランド病など		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		400～600万円		3		9		11		15		35		5		2		2		2		5		1		1		2		2		2		5		2		2		2		2

		130		女性		0		46歳～55歳		50		千葉県		千葉市美浜区高洲		膠原病		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		就業しない		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		1		9		25		35		1		0		0		5		4		0		0		0		4		5		5		5		5		1		2

		178		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		中央区日本橋浜町		高IgE症候群		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		在宅・リモート		現地座り仕事		在宅・リモート⇒現地座り仕事		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		400～600万円		3		15		12		8		35		5		5		5		1		5		4		1		1		1		1		2		1		2		1		2

		2		男性		1		56歳～65歳		60		千葉県		柏市今谷上町		球脊髄性筋萎縮症		1		1		1		生きがい		社会の一員		就労不可		就労不可		就労不可		正規		就業しない		ギャップなし		裁量		就業希望なし		ギャップなし		在宅・リモート		就業希望なし		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		就業希望なし		就業希望なし		2		3		1		1		0		1		1		0		1		0		0		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		0		15		21		36		0		0		0		2		2		1		5		5		5		2		5		2		2		5		2

		5		男性		1		46歳～55歳		50		大阪府		寝屋川市三井が丘		潰瘍性大腸炎		1		1		0		お金		社会の一員		就労不可		配慮必要		改善		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		フレックス		自由シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		保安職業		保安職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		3		9		24		36		1		1		1		1		2		0		4		2		5		5		2		5		2		5		0

		101		女性		0		66歳以上		70		長野県		岡谷市湖畔		SLE		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		10		11		15		36		5		1		4		5		2		1		2		1		1		4		4		4		1		1		2

		139		男性		1		46歳～55歳		50		北海道		札幌市豊平区月寒西一条		血友病A、HIV		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		5		5		3		2		0		0		1		1		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200～400万円		2		3		16		17		36		1		1		1		0		5		5		5		1		2		4		5		4		1		1		2

		13		男性		1		56歳～65歳		60		兵庫県		西宮市里中町		クローン病		1		1		0		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		1,000万円以上		5		3		10		24		37		1		1		1		2		2		2		2		2		5		2		5		2		5		5		2

		18		女性		0		36歳～45歳		40		滋賀県		彦根市大東町		もやもや病		1		1		1		お金		生きがい		就労不可		配慮必要		改善		正規		就業しない		ギャップなし		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		活用あり		3		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		6		11		20		37		4		1		1		0		0		5		4		2		4		4		4		4		0		4		2

		67		女性		0		46歳～55歳		50		山口県		岩国市関戸		多発血管炎性肉芽腫症、強皮症		0		1		1		お金		能力・才能		配慮必要		就労不可		悪化		正規		非正規		正規⇒非正規		フルタイム固定		固定シフト・時短		フル固定⇒固定シフト		現地立ち仕事		在宅・リモート		現地立ち仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		4		11		22		37		1		2		1		5		4		1		1		0		2		5		4		5		2		4		0

		91		男性		1		26歳～35歳		30		奈良県		橿原市縄手町		もやもや病		1		1		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		8		12		17		37		1		2		5		5		2		2		1		2		1		5		2		5		2		2		2

		197		女性		0		36歳～45歳		40		岡山県		岡山市中区高島新屋敷		遠位型ミオパチー		1		1		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		不明		累積		不明		不明		ハイブリッド		不明		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		不明		事務		事務職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		わからない				12		13		12		37		5		5		2		1		5		1		5		1		2		1		5		1		2		1

		26		男性		1		46歳～55歳		50		山梨県		笛吹市石和町井戸		多発性硬化症		0		1		0		社会の一員		お金		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		裁量		フルタイム固定		裁量⇒フル固定		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		生産工程		生産工程		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200～400万円		2		8		10		20		38		2		1		5		2		5		0		2		1		1		5		2		5		5		2		0

		51		男性		1		46歳～55歳		50		京都府		南丹市美山町和泉		球脊髄性筋萎縮症		1		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		非正規		正規⇒非正規		フルタイム固定		自由シフト		フル固定⇒自由シフト		現地立ち仕事		在宅・リモート		現地立ち仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		生産工程		事務		事務職志望		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		15		6		17		38		5		5		5		0		5		0		1		0		2		4		5		4		0		2		2

		86		女性		0		46歳～55歳		50		栃木県		宇都宮市駒生町		皮膚筋炎		0		1		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		1		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		15		12		11		38		5		5		5		5		5		1		1		0		1		2		2		2		2		2		1

		144		女性		0		56歳～65歳		60		沖縄県		糸満市西崎		SLE		0		1		0		お金				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		4		16		18		38		1		2		1		2		5		2		5		2		5		2		5		2		2		2		1

		158		女性		0		26歳～35歳		30		東京都		世田谷区三軒茶屋		SLE		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地立ち仕事		在宅・リモート		現地立ち仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		10		14		14		38		4		2		4		2		5		2		4		1		5		1		4		1		1		2		1

		166		女性		0		46歳～55歳		50		鳥取県		境港市小篠津町		ALS		1		1		1		お金				配慮不要		配慮不要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		6		8		24		38		2		2		2		1		1		1		4		1		4		5		4		5		1		5		1

		179		女性		0		16歳～25歳		20		鹿児島		県鹿児島市宇宿		プラダーウィリー症候群		1		0		1		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		販売		事務		事務職志望		5		5		3		2		0		0		1		1		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		11		11		16		38		4		2		5		0		5		1		4		1		5		2		4		2		1		2		1

		35		男性		1		16歳～25歳		20		群馬県		北群馬郡榛東村広馬場		先天性中枢性低換気症候群(CCHS)		1		1		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		不明		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		生産工程		サービス職業		サービス職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		11		15		13		39		5		5		1		5		5		1		2		2		1		2		2		2		1		5		1

		134		女性		0		46歳～55歳		50		島根県		江津市嘉久志町		強皮症、間質性肺炎		0		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		15		9		15		39		5		5		5		2		5		0		2		0		0		4		2		4		5		0		2

		96		女性		0		46歳～55歳		50		山口県		宇部市松山町		混合性結合組織病		0		1		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		正規		自営等⇒正規		累積		フレックス		累積⇒フレックス		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		10人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		10人未満⇒50人未満		拡大		管理的職業		事務		事務職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		5		15		20		40		2		2		1		5		5		1		2		2		5		2		1		2		5		5		1

		192		女性		0		26歳～35歳		30		大分県		別府市以下に掲載がない場合		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		12		13		16		41		4		4		4		4		5		2		2		0		2		2		4		2		2		4		2

		11		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		三鷹市以下に掲載がない場合		中枢性尿崩症（下垂体性ADH分泌異常症）		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		4		2		2		0		0		1		1		1		0		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		9		11		22		42		4		4		1		1		5		0		5		0		0		5		5		5		2		5		1

		25		女性		0		36歳～45歳		40		奈良県		奈良市西大寺新田町		もやもや病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		400～600万円		3		12		18		12		42		5		5		2		5		5		1		5		2		2		2		2		2		2		2		2

		46		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		泉佐野市高松西		もやもや病		0		0		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		50人以上100人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		100人未満⇒500人未満		拡大		生産工程		サービス職業		サービス職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		5		16		21		42		0		0		5		2		2		5		2		5		5		5		4		5		1		1		0

		102		男性		1		46歳～55歳		50		東京都		練馬区東大泉		マルファン症候群		1		1		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		0		1		0		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		1,000万円以上		5		13		19		10		42		4		4		5		4		5		1		4		5		2		1		2		1		2		2		1

		30		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		目黒区八雲		SBMA		1		1		1		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		1,000万円以上		5		15		16		12		43		5		5		5		0		5		5		2		4		2		1		2		1		4		2		2

		149		男性		1		56歳～65歳		60		神奈川県		厚木市栄町		クローン病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		1		0		0		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		8		12		24		44		0		4		4		4		4		0		4		0		4		4		4		4		4		4		1

		68		女性		0		26歳～35歳		30		滋賀県		栗東市綣		SLE		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		1		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		14		12		19		45		5		5		4		5		5		0		1		1		0		4		1		4		5		5		2

		169		男性		1		36歳～45歳		40		愛媛県		松山市宮西		ギラン・バレー症候群罹患経験あり		0		0		0		社会の一員		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		600～1,000万円		4		15		25		5		45		5		5		5		5		5		5		5		5		0		0		0		0		5		0		2

		4		男性		1		56歳～65歳		60		北海道		札幌市豊平区平岸六条		潰瘍性大腸炎		1		1		1		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		自由シフト		固定シフト⇒自由シフト		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		11		9		26		46		5		5		1		2		4		1		2		0		5		5		5		5		1		5		1

		48		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		立川市錦町		クラインフェルター症候群		0		0		0		わからない				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		14		11		21		46		5		5		4		5		4		1		1		0		5		2		4		2		4		4		1

		50		男性		1		36歳～45歳		40						ks						0		社会の一員				配慮不要		配慮不要		安定		正規		就業しない		ギャップなし		フレックス		裁量		フレックス⇒裁量		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		特になし		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		10		14		22		46		4		2		4		5		5		2		2		0		2		4		4		4		4		4		2

		85		女性		0		56歳～65歳		60		岐阜県		岐阜市茶屋新田		全身性エリテマトーデス		0		1		0		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		非正規		自営等⇒非正規		フルタイム固定		自由シフト		フル固定⇒自由シフト		在宅・リモート		現地立ち仕事		在宅・リモート⇒現地立ち仕事		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		13		22		11		46		5		4		4		5		5		5		5		2		2		2		2		2		1		2		1

		118		女性		0		56歳～65歳		60		大阪府		大阪市天王寺区小橋町		特発性大腿骨頭壊死症		0		1		1		生きがい		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		累積		自由シフト⇒累積		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		15		13		18		46		5		5		5		2		2		5		2		2		5		2		2		2		2		5		1

		6		女性		0		26歳～35歳		30		東京都		府中市幸町		フェニルケトン尿症		1		1		0		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		8		12		27		47		5		1		2		2		5		2		2		1		5		4		4		4		5		5		1

		79		女性		0		36歳～45歳		40		愛媛県		西条市神拝甲		全身性エリテマトーデス		1		1		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		ハイブリッド		在宅・リモート⇒ハイブリッド		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		12		19		16		47		4		4		4		4		4		5		5		1		4		0		4		0		4		4		1

		122		女性		0		36歳～45歳		40		山形県		山形市八日町		混合性結合組織病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		自治体・行政		100人以上500人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		公務員		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		14		10		23		47		5		5		4		4		5		0		1		0		1		4		5		4		5		4		1

		155		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		世田谷区三軒茶屋		慢性炎症性脱髄性多発神経炎		0		1		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		自営等		非正規⇒自営等		固定シフト・時短		自営業		固定シフト⇒自営		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		専門的・技術的職業		専門職志望		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		6		20		22		48		5		0		1		2		4		4		5		5		5		5		4		5		2		1		1

		78		女性		0		56歳～65歳		60		愛知県		名古屋市瑞穂区松栄町		全身性強皮症		0		1		0		社会の一員		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		600～1,000万円		4		12		16		21		49		2		5		5		5		5		2		2		2		2		2		5		2		5		5		2

		16		女性		0		46歳～55歳		50		神奈川県		横浜市保土ケ谷区常盤台		両もや		0		1		0		お金		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		累積		固定シフト⇒累積		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		運搬・清掃・包装等		運搬・清掃・包装等		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		12		20		19		51		4		4		4		4		4		4		4		4		0		4		4		4		2		5		0

		82		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		大阪市東淀川区淡路		エリスファンクレフェルト症候群、潰瘍性大腸炎		1		1		1		生きがい		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		自由シフト		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		0		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		15		23		13		51		5		5		5		5		5		5		4		4		1		1		2		1		4		4		1

		170		女性		0		36歳～45歳		40		埼玉県		桶川市上日出谷		ギラン・バレー症候群		0		0		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		400～600万円		3		15		15		21		51		5		5		5		5		5		1		2		2		5		2		5		2		2		5		2

		187		男性		1		56歳～65歳		60		神奈川県		茅ヶ崎市茅ヶ崎		クローン病		1		1		1		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		4		22		25		51		1		1		2		5		5		5		2		5		4		4		4		4		4		5		1

		198		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		新宿区下落合		原発性硬化性胆管炎		0		1		0		社会の一員				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		10人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		10人未満⇒100人未満		拡大		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		13		16		22		51		4		5		4		5		5		1		5		0		5		2		5		2		4		4		1

		61		男性		1		36歳～45歳		40		岐阜県		岐阜市栄新町		ALS		1		1		1		生きがい		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		雇用契約なし		自営業		契約なし⇒自営		在宅・リモート		ハイブリッド		在宅・リモート⇒ハイブリッド		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		14		14		24		52		5		5		4		4		5		0		5		0		5		4		2		4		4		5		1

		90		男性		1		56歳～65歳		60		長野県		須坂市北原町		球脊髄性筋萎縮症		1		1		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		600～1,000万円		4		12		22		18		52		5		5		2		5		5		2		5		5		2		2		5		2		2		5		2

		98		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		宝塚市光明町		全身性エリテマトーデス		0		0		0		生きがい		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		フレックス		自由シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		11		17		24		52		1		5		5		5		5		1		4		2		4		4		4		4		4		4		0

		99		女性		0		26歳～35歳		30		奈良県		香芝市瓦口		クローン病		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地立ち仕事		在宅・リモート		現地立ち仕事⇒在宅・リモート		50人以上100人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		15		25		12		52		5		5		5		5		5		5		5		5		1		1		5		1		2		2		2

		107		男性		1		26歳～35歳		30		大阪府		泉佐野市高松西		もやもや病		0				0		能力・才能		お金		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2		15		8		29		52		5		5		5		2		5		0		0		1		5		5		4		5		5		5		2

		174		女性		0		26歳～35歳		30		東京都		目黒区鷹番		ギラン・バレー症候群		0		0		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮不要		改善		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		50人以上100人未満の企業・団体等		50人以上100人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		2		2		0		0		1		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		13		16		23		52		4		4		5		4		5		1		5		1		5		4		4		4		5		1		2

		47		男性		1		56歳～65歳		60		愛知県		半田市桐ケ丘		球脊髄性筋萎縮症		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		12		17		24		53		4		4		4		4		1		4		4		4		4		4		4		4		4		4		2

		168		男性		1		56歳～65歳		60		北海道		札幌市清田区清田八条		ギラン・バレー症候群、フィッシャー症候群		0		0		0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		7		19		27		53		1		5		1		5		5		4		0		5		5		5		2		5		5		5		2

		36		男性		1		36歳～45歳		40		福岡県		太宰府市吉松		SBMA		0		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		15		19		20		54		5		5		5		5		4		4		5		1		4		4		5		4		2		1		2

		87		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		葛飾区青戸		混合性結合組織病		0		1		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		公務員		サービス職業		サービス職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		13		15		26		54		4		4		5		5		2		5		2		1		4		4		4		4		5		5		1

		111		女性		0		36歳～45歳		40		京都府		京都市左京区北白川小倉町		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金				配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		12		18		24		54		4		4		4		5		5		2		5		1		5		2		5		2		5		5		2

		106		女性		0		56歳～65歳		60		東京都		渋谷区初台		遠位型ミオパチー		1		0		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		1,000万円以上		5		15		18		22		55		5		5		5		4		4		4		2		4		4		4		2		4		4		4		2

		131		女性		0		56歳～65歳		60		神奈川県		横浜市都筑区茅ケ崎東		フィッシャー症候群		0		0		0		社会の一員		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		裁量		固定シフト⇒裁量		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		15		14		26		55		5		5		5		1		2		1		5		5		5		4		4		4		5		4		1

		164		男性		1		46歳～55歳		50		北海道		北見市北光		SMA		1		1		1		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		活用あり		3		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		7		18		30		55		5		0		2		2		5		1		5		5		5		5		5		5		5		5		1

		71		女性		0		36歳～45歳		40		神奈川県		横浜市港北区箕輪町		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		事務		事務職志望		4		4		2		2		0		0		1		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		600～1,000万円		4		12		23		21		56		5		2		5		5		5		4		4		5		2		5		4		5		4		1		2

		83		女性		0		56歳～65歳		60		神奈川県		川崎市多摩区長沢		もやもや病		0		0		0		お金		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		12		20		24		56		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		0

		136		男性		1		56歳～65歳		60		広島県		広島市西区庚午中		潰瘍性大腸炎、特発性大腿骨頭壊死症		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		12		20		24		56		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		1

		17		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		杉並区高円寺南		もやもや病		0		0		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フレックス		裁量		フレックス⇒裁量		在宅・リモート		ハイブリッド		在宅・リモート⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		15		14		28		57		5		5		5		2		5		1		5		1		5		4		5		4		5		5		1

		109		女性		0		56歳～65歳		60		佐賀県		唐津市相知町田頭		潰瘍性大腸炎		0		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		専門的・技術的職業		専門職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		15		16		26		57		5		5		5		4		4		2		4		2		4		4		5		4		4		5		2

		132		女性		0		46歳～55歳		50		京都府		京都市左京区岩倉長谷町		全身性エリテマトーデス		0		1		0		生きがい		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		保安職業		専門的・技術的職業		専門職志望		1		2		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		600～1,000万円		4		15		15		27		57		5		5		5		5		5		1		2		2		2		5		5		5		5		5		2

		148		女性		0		56歳～65歳		60		福岡県		福岡市西区野方		皮膚筋炎		1		1		1		社会の一員		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		累積		自由シフト⇒累積		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		自治体・行政		500人以上の企業・団体		自治体⇒企業		自治体⇒企業		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		12		17		28		57		4		4		4		4		1		5		5		2		5		4		5		4		5		5		1

		147		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		姫路市市川台		三好型筋ジストロフィー		1		1		1		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		12		21		25		58		4		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		5		4		1

		161		女性		0		46歳～55歳		50		大阪府		和泉市池上町		原発性免疫症候群（CVID）		0		1		1		お金				配慮必要		配慮必要		安定		不明		正規		経験なし⇒正規		不明		フルタイム固定		不明		不明		在宅・リモート		不明		わからない		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		不明		事務		事務職志望		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		200～400万円		2		14		17		27		58		5		4		5		5		5		1		5		1		4		4		5		4		5		5		1

		1		男性		1		56歳～65歳		60		茨城県		水戸市けやき台		クローン病		1		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フレックス		フル固定⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		50人以上100人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		100人未満⇒500人未満		拡大		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		0		1		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		600～1,000万円		4		12		22		25		59		4		4		4		4		5		5		4		4		4		5		4		5		5		2		2

		9		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		神戸市垂水区城が山		遠位型ミオパチー		1				0		お金		能力・才能		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		5		5		3		2		0		0		1		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200～400万円		2		12		23		24		59		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		5		5		2		2		2

		29		男性		1		26歳～35歳		30		富山県		射水市東明中町		左室性単心室		1		1		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		500人以上⇒50人未満		縮小		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		400～600万円		3		14		18		27		59		5		5		4		4		5		2		2		5		5		5		4		5		4		4		2

		75		男性		1		46歳～55歳		50		神奈川県		鎌倉市材木座		多発性筋炎		0		1		0		お金		生きがい		配慮不要		配慮必要		悪化		自営等		非正規		自営等⇒非正規		累積		裁量		累積⇒裁量		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		わからない		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200万円未満		1		15		14		30		59		5		5		5		0		5		5		2		2		5		5		5		5		5		5		1

		56		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		世田谷区北沢		免疫疾患（未診断）		1		1		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		活用あり		3		600～1,000万円		4		13		22		25		60		5		4		4		4		4		5		4		5		4		5		4		5		5		2		2

		57		女性		0		36歳～45歳		40		埼玉県		狭山市入間川		脳脊髄液減少症		0		0		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		事務		事務職志望		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		活用あり		3		400～600万円		3		12		19		29		60		5		5		2		2		5		5		5		2		5		5		4		5		5		5		2

		64		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		堺市北区船堂町		全身性エリテマトーデス		0		1		0		能力・才能		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		ハイブリッド		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		15		19		27		61		5		5		5		4		4		5		5		1		4		4		5		4		5		5		1

		142		男性		1		36歳～45歳		40		三重県		四日市市尾平町		潰瘍性大腸炎		1		1		0		能力・才能		生きがい		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		自営業		フレックス⇒自営		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		専門的・技術的職業		専門職志望		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		200～400万円		2		12		21		28		61		4		4		4		4		4		4		4		5		5		5		5		5		4		4		2

		195		女性		0		56歳～65歳		60		埼玉県		深谷市寿町		SLE		0		0		0		生きがい		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		累積		固定シフト⇒累積		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		12		23		26		61		4		4		4		5		5		4		4		5		4		5		4		5		4		4		1

		203		女性		0		26歳～35歳		30		広島県		廿日市市宮島口東		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		自由シフト		フレックス		自由シフト⇒フレックス		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		15		16		30		61		5		5		5		5		4		1		5		1		5		5		5		5		5		5		1

		15		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		大田区南雪谷		もやもや病		0		1		0		生きがい		社会の一員		配慮不要		配慮不要		安定		正規		非正規		正規⇒非正規		フルタイム固定		裁量		フル固定⇒裁量		ハイブリッド		現地座り仕事		ハイブリッド⇒現地座り仕事		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		販売		販売		ギャップなし		3		3		1		2		0		0		1		1		1		0		0		0		利用できたが活用なし		2		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		1,000万円以上		5		12		24		26		62		4		4		4		5		4		5		5		5		4		5		4		5		4		4		2

		112		女性		0		26歳～35歳		30		大阪府		岸和田市吉井町		もやもや病/高次脳機能障害		1		1		1		お金				配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		自由シフト		フルタイム固定		自由シフト⇒フル固定		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		10人未満⇒50人未満		拡大		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		12		22		28		62		4		4		4		4		4		4		5		5		5		4		5		4		5		5		1

		146		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		町田市原町田		クローン病		0		0		0		社会の一員		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		現地座り仕事		在宅・リモート		現地座り仕事⇒在宅・リモート		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		1,000万円以上		5		15		18		29		62		5		5		5		5		5		4		2		2		5		5		5		5		5		4		2

		180		男性		1		36歳～45歳		40		東京都		府中市清水が丘		脊髄性筋萎縮症		1		0		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		600～1,000万円		4		15		18		29		62		5		5		5		2		4		5		5		2		4		5		5		5		5		5		2

		204		女性		0		46歳～55歳		50		東京都		練馬区羽沢		皮膚筋炎		0		1		0		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		わからない		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		12		24		26		62		4		4		4		5		4		5		5		5		4		5		4		5		4		4		1

		140		女性		0		46歳～55歳		50		沖縄県		那覇市仲井真		全身性エリテマトーデス		0		1		0		能力・才能		お金		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		50人未満⇒10人未満		縮小		事務		事務		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		15		21		27		63		5		5		5		5		5		5		5		1		4		4		5		4		5		5		1

		8		男性		1		56歳～65歳		60		神奈川県		川崎市川崎区小田		空包変性を伴う遠位型ミオパチー		1		1		1		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		自由シフト		累積⇒自由シフト		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		4		3		0		0		1		0		0		1		1		1		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		400～600万円		3		15		21		28		64		5		5		5		5		4		5		5		2		4		5		5		5		5		4		1

		37		女性		0		46歳～55歳		50		福岡県		北九州市八幡西区田町		クローン病		1		0		1		能力・才能		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		200万円未満		1		15		21		28		64		5		5		5		5		5		5		5		1		5		5		5		5		4		4		1

		129		女性		0		56歳～65歳		60		岡山県		総社市中央		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		15		21		28		64		5		5		5		2		4		5		5		5		5		5		5		5		4		4		1

		154		男性		1		15歳未満		10		熊本県		熊本市東区若葉（１〜３丁目）		脊髄性筋萎縮症		1		1		0		能力・才能		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		非正規		自営等⇒非正規		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200万円未満		1		15		19		30		64		5		5		5		2		5		2		5		5		5		5		5		5		5		5		1

		185		男性		1		56歳～65歳		60		大阪府		堺市北区百舌鳥赤畑町		クローン病		1		1		0		社会の一員		お金		配慮不要		配慮不要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		不明		管理的職業		管理職志望		1		2		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		1,000万円以上		5		14		23		27		64		5		5		4		5		5		4		5		4		4		5		4		5		5		4		2

		54		男性		1		56歳～65歳		60		神奈川県		川崎市麻生区白鳥		筋萎縮性側索硬化症		1		1		1		能力・才能		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		在宅・リモート		ハイブリッド		在宅・リモート⇒ハイブリッド		自治体・行政		10人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		管理的職業		管理的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1		13		23		29		65		4		5		4		4		5		4		5		5		5		5		5		5		4		5		1

		81		女性		0		46歳～55歳		50		埼玉県		富士見市鶴馬		混合性結合組織病、シェーグレン症候群		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		自営等		正規⇒自営等		裁量		裁量		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		管理的職業		管理職志望		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		200～400万円		2		13		23		29		65		5		4		4		4		5		5		4		5		5		5		5		5		4		5		2

		3		男性		1		66歳以上		70		埼玉県		桶川市泉		慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP)		1		1		0		生きがい		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		非正規		非正規		ギャップなし		フルタイム固定		自由シフト		フル固定⇒自由シフト		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		自治体・行政		企業⇒自治体		企業⇒自治体		事務		事務		ギャップなし		3		3		1		2		0		0		1		1		0		0		1		0		活用あり		3		活用あり		3		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		15		25		26		66		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		4		4		4		1

		172		女性		0		26歳～35歳		30		東京都		足立区東和		ギラン・バレー症候群		1		0				能力・才能		お金		配慮不要		配慮不要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		雇用契約なし		自営業		契約なし⇒自営		在宅・リモート		ハイブリッド		在宅・リモート⇒ハイブリッド		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1		15		21		30		66		5		5		5		5		5		5		5		1		5		5		5		5		5		5		1

		151		男性		1		26歳～35歳		30		神奈川県		横浜市港南区日野		脊髄性筋萎縮症		1		1		1		社会の一員		お金		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		4		5		3		1		0		1		1		0		1		1		1		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		400～600万円		3		14		24		29		67		4		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		4		2

		160		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		新宿区新宿		遠位型ミオパチー		1		1		1		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		裁量		裁量		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		500人以上の企業・団体		500人未満⇒500人以上		拡大		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		400～600万円		3		15		22		30		67		5		5		5		2		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1

		165		女性		0		16歳～25歳		20		島根県		松江市東出雲町揖屋		脊髄性筋萎縮症Ⅰ型		1		1		1		社会の一員		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		就業経験なし		正規		経験なし⇒正規		就業経験なし		フルタイム固定		契約なし⇒フル固定		就業経験なし		ハイブリッド		ギャップなし		わからない		10人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		就業経験なし		専門的・技術的職業		専門職志望		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		わからない				15		25		27		67		5		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		4		5		5

		77		女性		0		26歳～35歳		30		沖縄県		那覇市国場		全身性エリテマトーデス		0		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		事務		サービス職業		サービス職志望		2		2		2		0		0		0		0		0		0		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		15		25		28		68		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		5		4		5		5		1

		120		女性		0		46歳～55歳		50		兵庫県		尼崎市武庫之荘		SLE		0		1		0		能力・才能		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		0		1		1		1		1		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		400～600万円		3		14		25		30		69		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2

		7		男性		1		56歳～65歳		60		大阪府		泉佐野市高松南		肝臓病		1		0		0		社会の一員				配慮不要		配慮不要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		10人以上50人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		サービス職業		サービス職業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		利用できたが活用なし		2		200万円未満		1		15		25		30		70		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		0

		24		男性		1		36歳～45歳		40		和歌山県		和歌山市太田		もやもや病		0		1		0		お金				配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		3		3		3		0		0		0		0		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		活用あり		3		600～1,000万円		4		15		25		30		70		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2

		60		男性		1		46歳～55歳		50		神奈川県		川崎市宮前区宮崎		球脊髄性筋萎縮症		1		1		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		3		2		0		0		1		0		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4		15		25		30		70		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		2

		167		男性		1		56歳～65歳		60		東京都		板橋区高島平		ギラン・バレー症候群		1		0		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		自営等		自営等		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		10人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		5		6		3		2		0		1		1		1		1		1		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		15		25		30		70		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1

		196		女性		0		56歳～65歳		60		大阪府		大阪市淀川区三国本町		ギラン・バレー症候群		0		0		0		お金		能力・才能		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		固定シフト・時短		ギャップなし		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1		15		25		30		70		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		1

		21		女性		0		26歳～35歳		30		神奈川県		相模原市南区古淵		もやもや病		1		1		1		お金		生きがい		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		正規		非正規⇒正規		固定シフト・時短		フルタイム固定		固定シフト⇒フル固定		現地座り仕事		現地立ち仕事		現地座り仕事⇒現地立ち仕事		自治体・行政		100人以上500人未満の企業・団体等		自治体⇒企業		自治体⇒企業		事務		サービス職業		サービス職志望		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		活用あり		3		活用あり		3		活用あり		3		200万円未満		1

		31		男性		1		56歳～65歳		60		神奈川県		横浜市青葉区奈良町		もやもや病		0		0		0		お金		社会の一員		配慮不要		配慮必要		悪化		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		不明		ギャップなし		在宅・リモート		在宅・リモート		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		3		3		2		1		0		0		1		0		1		0		1		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4

		43		男性		1		16歳～25歳		20		大分県		佐伯市上岡		脳脊髄液漏出症		0		0		0		お金		能力・才能		就労不可		配慮必要		改善		非正規		正規		非正規⇒正規		フルタイム固定		フルタイム固定		ギャップなし		現地立ち仕事		現地立ち仕事		ギャップなし		10人以上50人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		農林漁業		農林漁業		ギャップなし		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		知らなかった		0		200～400万円		2

		44		男性		1		66歳以上		70		大阪府		高槻市日吉台		球脊髄性筋萎縮症		1		1		0		生きがい		能力・才能		配慮必要		就労不可		悪化		自営等		就業しない		ギャップなし		フレックス		固定シフト・時短		フレックス⇒固定シフト		ハイブリッド		ハイブリッド		ギャップなし		100人以上500人未満の企業・団体等		100人以上500人未満の企業・団体等		ギャップなし		ギャップなし		管理的職業		専門的・技術的職業		専門職志望		1		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		知っていたが利用できなかった		1		知らなかった		0		知っていたが利用できなかった		1		600～1,000万円		4

		72		女性		0		56歳～65歳		60		埼玉県		東松山市五領町		SLE、シェーグレン症候群		0		1		0		生きがい		お金		配慮必要		就労不可		悪化		非正規		非正規		ギャップなし		累積		累積		ギャップなし		現地立ち仕事		現地座り仕事		現地立ち仕事⇒現地座り仕事		100人以上500人未満の企業・団体等		特に希望はない		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		2		2		2		0		0		0		0		0		1		0		1		0		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		知っていたが利用できなかった		1		200万円未満		1

		145		女性		0		46歳～55歳		50		大分県		別府市火売		関節リウマチ		1		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		非正規		非正規		ギャップなし		固定シフト・時短		フレックス		固定シフト⇒フレックス		現地座り仕事		現地座り仕事		ギャップなし		自治体・行政		自治体・行政		ギャップなし		ギャップなし		事務		事務		ギャップなし		1		1		1		0		0		0		0		0		1		0		0		0		活用あり		3		知らなかった		0		活用あり		3		200万円未満		1

		156		女性		0		36歳～45歳		40		東京都		北区西ケ原		sma		1		0		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フルタイム固定		累積		フル固定⇒累積		現地座り仕事		ハイブリッド		現地座り仕事⇒ハイブリッド		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		販売		販売		ギャップなし		2		2		1		1		0		0		1		0		1		0		0		0		知らなかった		0		知らなかった		0		活用あり		3		600～1,000万円		4

		188		男性		1		46歳～55歳		50		神奈川県		川崎市多摩区宿河原		クローン病		1		1		0		お金		社会の一員		配慮必要		配慮必要		安定		正規		正規		ギャップなし		フレックス		フレックス		ギャップなし		ハイブリッド		在宅・リモート		ハイブリッド⇒在宅・リモート		500人以上の企業・団体等		500人以上の企業・団体		ギャップなし		ギャップなし		専門的・技術的職業		専門的・技術的職業		ギャップなし		4		4		3		1		0		0		1		0		1		1		1		0		利用できたが活用なし		2		利用できたが活用なし		2		活用あり		3		400～600万円		3





Sheet1



				障害者手帳		医療費助成		障害年金		人数 ニンズウ		％

				無 ナ		無 ナ		無 ナ		35		17%

				無 ナ		無 ナ		有 アリ		3		1%

				無 ナ		有 アリ		無 ナ		72		35%

				無 ナ		有 アリ		有 アリ		5		2%

				有 アリ		無 ナ		無 ナ		12		6%

				有 アリ		無 ナ		有 アリ		9		4%

				有 アリ		有 アリ		無 ナ		28		13%

				有 アリ		有 アリ		有 アリ		44		21%

				All						208		100%

				障害者手帳		有 アリ		無 ナシ

						45%		55%





				障害者手帳		医療費助成		障害年金		人数 ニンズウ		年収		年齢層		性別

				無 ナ		無 ナ		無 ナ		35		2.1		45.4		0.4

				無 ナ		無 ナ		有 アリ		3		1.5		36.7		0.3

				無 ナ		有 アリ		無 ナ		72		2.2		46.8		0.3

				無 ナ		有 アリ		有 アリ		5		1.8		56.0		0.2

				有 アリ		無 ナ		無 ナ		12		2.0		47.5		0.4

				有 アリ		無 ナ		有 アリ		9		1.5		37.8		0.3

				有 アリ		有 アリ		無 ナ		28		2.5		44.6		0.8

				有 アリ		有 アリ		有 アリ		44		1.8		46.4		0.5

				All						208		2.1		46.5		0.5



				障害者手帳		医療費助成		障害年金		人数 ニンズウ		障害者雇用支援等の制度		専門的な支援サービス		会社・上司・同僚の理解や配慮 ドウリョウ ハイリョ

				無 ナ		無 ナ		無 ナ		35		0.7		0.7		1.7

				無 ナ		無 ナ		有 アリ		3		1.0		1.3		2.0

				無 ナ		有 アリ		無 ナ		72		0.8		0.7		2.0

				無 ナ		有 アリ		有 アリ		5		0.8		0.8		1.6

				有 アリ		無 ナ		無 ナ		12		1.5		1.0		2.3

				有 アリ		無 ナ		有 アリ		9		2.3		1.6		2.8

				有 アリ		有 アリ		無 ナ		28		1.3		0.9		1.9

				有 アリ		有 アリ		有 アリ		44		2.0		1.4		2.4

				All						208		1.2		1.0		2.1





				障害者手帳		医療費助成		障害年金		人数 ニンズウ		MHC総得点		感情的な幸福		社会的な幸福		精神的な幸福

				無 ナ		無 ナ		無 ナ		35		35.6		8.6		11.3		15.6

				無 ナ		無 ナ		有 アリ		3		17.7		4.0		7.3		6.3

				無 ナ		有 アリ		無 ナ		72		34.3		8.0		11.8		14.5

				無 ナ		有 アリ		有 アリ		5		41.0		9.6		12.2		19.2

				有 アリ		無 ナ		無 ナ		12		41.7		9.2		15.2		17.4

				有 アリ		無 ナ		有 アリ		9		21.3		4.8		7.2		9.3

				有 アリ		有 アリ		無 ナ		28		34.3		7.8		11.6		15.0

				有 アリ		有 アリ		有 アリ		44		37.5		7.9		12.9		16.8

				All						208		35.0		7.9		11.9		15.2



				障害者手帳		医療費助成		障害年金		人数 ニンズウ		MHC 総得点_scale		感情的な幸福_scale		社会的な幸福_scale		精神的な幸福_scale

				無 ナ		無 ナ		無 ナ		35		0.0		0.1		-0.1		0.0

				無 ナ		無 ナ		有 アリ		3		-0.8		-0.7		-0.6		-0.9

				無 ナ		有 アリ		無 ナ		72		-0.0		0.0		-0.0		-0.1

				無 ナ		有 アリ		有 アリ		5		0.3		0.3		0.0		0.4

				有 アリ		無 ナ		無 ナ		12		0.3		0.2		0.4		0.2

				有 アリ		無 ナ		有 アリ		9		-0.7		-0.6		-0.6		-0.6

				有 アリ		有 アリ		無 ナ		28		-0.0		-0.0		-0.0		-0.0

				有 アリ		有 アリ		有 アリ		44		0.1		-0.0		0.1		0.2

				All						208

				mean		len		MHC 総得点_scale



						性別		年齢層		人数 ニンズウ		MHC 総得点_scale

						女性		20		6		-0.8

								30		21		0.1

								40		20		0.1

								50		41		0.1

								60		16		0.5

								70		2		-0.6

						男性		10		1		1.4

								20		3		-0.9

								30		6		0.1

								40		18		0.1

								50		26		-0.6

								60		29		0.3

								70		3		0.1



				性別		年齢層		MHC 総得点_scale		感情的な幸福_scale		社会的な幸福_scale		精神的な幸福_scale

				女性		20		-0.8		-0.5		-0.7		-0.9

						30		0.1		0.2		0.2		0.0

						40		0.1		0.1		0.1		0.1

						50		0.1		0.0		-0.0		0.2

						60		0.5		0.5		0.6		0.4

						70		-0.6		0.0		-0.6		-0.8

				男性		10		1.4		1.3		1.0		1.5

						20		-0.9		-0.7		-0.8		-0.9

						30		0.1		0.1		-0.1		0.2

						40		0.1		0.1		0.2		-0.0

						50		-0.6		-0.6		-0.5		-0.5

						60		0.3		0.1		0.2		0.4

						70		0.1		0.1		0.4		-0.1

				All				0.0		0.0		0.0		0.0
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● 会社側の個別的配慮 24
● 会社側の制度等 14
● 周囲の理解・告知 14
● 自己の工夫等 9
● 公的制度、公的支援機関 8
● キャリア・職種について 4
● 環境整備（物理的な） 4
● その他 3
● 特になし 11

テキスト分析

19

就労中に成功事例や有効だったサポート 91件の内訳

JCは出てこなかった



● 疾患由来の症状からくる困難 23
● 周囲の理解 20
● 休暇 8
● 仕事内容とのギャップ 6
● 収入 5
● 通勤 5
● 物理的な職場環境 3
● 評価・キャリア 3
● 制度 2
● 支援・サポート 2
● 退職 2
● 特になし 6

テキスト分析

20

就労中に経験した困ったこと 85件の内訳



● 制度、公的支援機関 11
● 自己の工夫 4
● 就職支援：民間 3

テキスト分析

21中ポツセンターは出てこなかった

就職活動中に成功事例や有効だったサポート 17件の内訳



調査目的 難病患者雇用促進を目的とした政策提言を行うための実態調査
調査方法 インターネットモニター調査
調査地域 全国
内容 スクリーニング∔本調査

●スクリーニング
・スクリーニング配信条件：下記合致者に優先配信

共通条件）2021年5月実施法人パネル
【職業】会社員（係長クラス／課長クラス／部長クラス／経営者）
【職種】人事・教育

※「マスコミ・広告・市場調査」の業種は除外
・設問数（サンプル数）：3問（2,735名）
・本調査対象者条件：企業にて難病患者雇用に関わっている方

経営する企業で難病患者雇用に関わっている方
●本調査 101名

22

企業向けアンケート



＜設定した設問＞

1 企業側の自由な働き方の整備
2 障害者・難病者の社内サポート体制の構築
3 支援機関や第三者による定期的な定着フォロー
4 障害者側のスキルアップの機会
5 トライアル雇用の制度・助成（インターン、事前アルバイトも含む）
6 社内における認知啓発にむけた資料や研修
7 障害者就労の必要性についての社会的認知の向上
8 助成制度・補助金の拡充
9 障害者雇用に関する法律の改正（雇用率算入）

10 取り組みに対する表彰
11 企業フェーズに応じたモデルケースの紹介
12 その他

23

どういった支援があれば難病患者の就労が促進されるか
優先順位が高い順に第5位まで回答



第1位 （％）
助成制度・補助金の拡充 22.8
企業側の自由な働き方の整備 17.8
障害者・難病者の社内サポート体制の構築 15.8
障害者就労の必要性についての社会的認知の向上 8.9
障害者側のスキルアップの機会 6.9
トライアル雇用の制度・助成（インターン、事前アルバイト
も含む）

6.9

障害者雇用に関する法律の改正（雇用率算入） 6.9
支援機関や第三者による定期的な定着フォロー 5.0
企業フェーズに応じたモデルケースの紹介 4.0
社内における認知啓発にむけた資料や研修 2.0
その他 2.0
取り組みに対する表彰 1.0
※　助成制度の次には、社会や企業側の取り組みが並ぶ

22.8

17.8

15.8
8.9

6.9

6.9

6.9

5.0

4.0

2.0 2.0 1.0

第1位

24

一番大事なものはなにか？



第2位 （％）
助成制度・補助金の拡充 15.8
障害者雇用に関する法律の改正（雇用率算入） 14.9
障害者・難病者の社内サポート体制の構築 11.9
トライアル雇用の制度・助成（インターン、事前アルバイト
も含む）

9.9

障害者側のスキルアップの機会 8.9
企業側の自由な働き方の整備 7.9
支援機関や第三者による定期的な定着フォロー 7.9
社内における認知啓発にむけた資料や研修 6.9
障害者就労の必要性についての社会的認知の向上 5.9
企業フェーズに応じたモデルケースの紹介 5.0
取り組みに対する表彰 4.0
その他 1.0
※　制度的な要望が増加

15.8

14.9

11.9

9.98.9

7.9

7.9

6.9

5.9
5.0

4.0

1.0

第2位
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2番目に大事なものはなにか？



Q8 どういった支援があれば難病患者の就労が促進されると考えますか。
優先順位が高い順に第5位までご回答ください。

支援策 スコア
助成制度・補助金の拡充 231
障害者・難病者の社内サポート体制の構築 201
企業側の自由な働き方の整備 175
障害者雇用に関する法律の改正（雇用率算入） 145
障害者就労の必要性についての社会的認知の向上 138
支援機関や第三者による定期的な定着フォロー 133
トライアル雇用の制度・助成（インターン、事前アルバイトも含む） 133
障害者側のスキルアップの機会 121
社内における認知啓発にむけた資料や研修 99
企業フェーズに応じたモデルケースの紹介 69
その他 30
取り組みに対する表彰 28
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スコア化
1番目に重視する点の順番で、1位は5点×5＝25、2位は4点×5＝20・・
2番目に重視する点の順番で、1位は5点×4＝20、2位は4点×4＝16・・



第1位 第2位 第3位 第4位 第5位
助成制度・補助金の拡充 助成制度・補助金の拡充 障害者・難病者の社内サポート体

制の構築
障害者就労の必要性についての社
会的認知の向上

支援機関や第三者による定期的な
定着フォロー

企業側の自由な働き方の整備 障害者雇用に関する法律の改正
（雇用率算入）

企業側の自由な働き方の整備 社内における認知啓発にむけた資
料や研修

障害者就労の必要性についての社
会的認知の向上

障害者・難病者の社内サポート体
制の構築

障害者・難病者の社内サポート体
制の構築

支援機関や第三者による定期的な
定着フォロー

支援機関や第三者による定期的な
定着フォロー

助成制度・補助金の拡充

障害者就労の必要性についての社
会的認知の向上

トライアル雇用の制度・助成（イン
ターン、事前アルバイトも含む）

障害者側のスキルアップの機会 トライアル雇用の制度・助成（イン
ターン、事前アルバイトも含む）

障害者・難病者の社内サポート体
制の構築

障害者側のスキルアップの機会 障害者側のスキルアップの機会 トライアル雇用の制度・助成（イン
ターン、事前アルバイトも含む）

障害者雇用に関する法律の改正
（雇用率算入）

社内における認知啓発にむけた資
料や研修

トライアル雇用の制度・助成（イン
ターン、事前アルバイトも含む）

企業側の自由な働き方の整備 障害者就労の必要性についての社
会的認知の向上

企業側の自由な働き方の整備 トライアル雇用の制度・助成（イン
ターン、事前アルバイトも含む）

障害者雇用に関する法律の改正
（雇用率算入）

支援機関や第三者による定期的な
定着フォロー

助成制度・補助金の拡充 障害者側のスキルアップの機会 障害者雇用に関する法律の改正
（雇用率算入）

支援機関や第三者による定期的な
定着フォロー

社内における認知啓発にむけた資
料や研修

社内における認知啓発にむけた資
料や研修

助成制度・補助金の拡充 企業側の自由な働き方の整備

企業フェーズに応じたモデルケース
の紹介

障害者就労の必要性についての社
会的認知の向上

障害者雇用に関する法律の改正
（雇用率算入）

障害者・難病者の社内サポート体
制の構築

企業フェーズに応じたモデルケース
の紹介

社内における認知啓発にむけた資
料や研修

企業フェーズに応じたモデルケース
の紹介

企業フェーズに応じたモデルケース
の紹介

企業フェーズに応じたモデルケース
の紹介

障害者側のスキルアップの機会

その他 取り組みに対する表彰 その他 取り組みに対する表彰 その他

取り組みに対する表彰 その他 取り組みに対する表彰 その他 取り組みに対する表彰

27

支援機関や第三者による定期的な定着フォロー

定着フォローへの期待は潜在的に高いが、難病については、それ以前の課題が大きい？
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