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NPO 法人Fine では、「不妊患者の経済的負担の軽減を目指すため」の署名活動（2012年8月より 

2013 年4月15日締切）を全国展開しました。「特定不妊治療費助成事業より給付される補助金のさ 

らなる増額と制度（条件等）の見直し」を求める【請願項目】を掲げ、全国各地から集まった署名 

をもって、2013 年5月に第6回目の国会請願を行ないました。 

 

日本産科婦人科学会に登録されている高度生殖医療施設（体外受精まで行なっている医療施設）、 

約595施設（2012 年11月）すべてに 「署名活動ご協力のお願い」 の書類一式を送りました。そ 

の結果、私たちNPO 法人Fine の署名活動に賛同しご協力くださった「署名ご協力施設」は、以下 

のとおりです。施設の皆さん、ご協力、本当にありがとうございました。 

 

署名ご協力施設（敬称略） 

 

北

海

道 

神谷レディースクリニック 

〒060-0003  札幌市中央区北 3条西 2丁目 2-1 日通札幌ビル 

http://www.kamiyaclinic.com/ 

美加レディースクリニック 

〒062-0933  札幌市豊平区平岸 3条 13 丁目 5-21 南平岸ビル 1・2・3階 

http://www.mikalady.jp/ 

森産婦人科病院 

〒070-0037   旭川市 7条 7 丁目 

http://www.mori-hosp.jp/ 

青

森

県 

婦人科さかもとともみクリニック 

〒036-8087   弘前市早稲田 3丁目 20-6 

http://www.sakamoto-t-clinic.jp/ 

宮

城

県 

京野アートクリニック 

〒980-0014   仙台市青葉区本町 1-1-1 三井生命仙台本町ビル(アジュール仙台) 3F 

http://www.ivf-kyono.or.jp/ 

吉田レディースクリニック 

〒981-1105   仙台市太白区西中田 2丁目 23-5 

http://www.yoshida-lc.jp/art/ 

山

形

県 

ゆめクリニック 

〒992-0026   米沢市東 3丁目 9-3 

http://www.yumeclinic.com/ 

茨

城

県 

ひたちなか母と子の病院 

〒312-0056   ひたちなか市青葉町 19-7 

http://www.hahatoko.com/ 
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群

馬

県 

セキールレディースクリニック 

〒370-0841   高崎市栄町 3-23  高崎タワー21 2F 

http://www.sekiel.com/ 

埼

玉

県 

大宮レディスクリニック 

〒330-8669   さいたま市大宮区桜木町 1-7-5  ソニックシティビル 14F 

http:// www.omiya-lc.com/ 

千

葉

県 

さち・レディースクリニック 

〒273-0025   船橋市 印内町 638-1  ビューエクセレント 2F 

http://www6.plala.or.jp/sachi-lc/index.html 

高橋ウイメンズクリニック 

〒260-0027   千葉市中央区新田町 23-15  K-16 ビル 2F 

http://www.takahashi-w-clinic.jp/ 

東

京

都 

 

ウイメンズ・クリニック大泉学園    

〒178-0063 練馬区東大泉 1-27-19  アラウダ大泉ビル  

http://www.reniya-womens.com/ 

梅ヶ丘産婦人科 

〒154-0022   世田谷区梅丘 1-33-3 

http://www.u-m-e.com/ 

京野アートクリニック高輪 

〒108-0074   港区高輪 3-13-1 高輪コート 5F 

http://ivf-kyono.com/ 

三軒茶屋ウィメンズクリニック 

〒154-0004   世田谷区太子堂 1-12-34-2F 

http://sangenjaya-wcl.com/ 

東京大学医学部付属病院 女性診療科・産科 

〒113-8655   文京区本郷 7-3-1 

http://www.h.u-tokyo.ac.jp/ 

東京 HART クリニック 

〒107-0062   港区南青山 5-4-19  南青山コート 1階 

http://www.tokyo-hart.jp/ 

ときわ台レディースクリニック 

〒174-0071   板橋区常盤台 2-5-3    3F 

http://www.tokiwadai-ladies.com/ 

虹クリニック 

〒167-0051   杉並区荻窪 4-32-2  東洋時計ビル 8･9 階 

http://www.ogikubo-ivf.jp/ 
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はるねクリニック銀座   

〒104-0061   中央区銀座 1-5-8  ギンザウィローアベニュービル 6F  

http://www.haruneclinic.com/ 

ファティリティクリニック東京 

〒150-0011     渋谷区東 3-13-11  フロンティア恵比寿 1F 

http://fert-tokyo.jp/ 

真島クリニック 

〒123-0852  足立区関原 1-21-2 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~majima-c/ 

みむろウィメンズクリニック 

〒194-0013  町田市原町田 1-7-17     ガリレア町田ビル 3F 

http://mimuro-cl.com/ 

神

奈

川

県 

神奈川レディースクリニック 

〒221-0822  神奈川区西神奈川 1-11-5  ARTVISTA 横浜ビル 6階 

http://www.klc.jp/ 

産婦人科クリニックさくら 

〒225-0003  横浜市青葉区新石川 3-15-16  メディカルモールたまプラーザ 2F 

http://www.cl-sacra.com/ 

新百合ヶ丘総合病院 産婦人科・リプロダクションセンター 

〒215-0026  川崎市麻生区古沢都古 255 

http://www.reproduction.shinyuri-hospital.com/ 

ソフィアレディスクリニック 

〒229-0033  相模原市鹿沼台 2-21-12  パークサイドビル 3F 

http://www.sophia-lc.jp/ 

田園都市レディースクリニック 

〒227-0062  横浜市青葉区青葉台 2-3-10  ラルク青葉台 5F 

http://www.denentoshi-lady.com/ 

馬車道レディスクリニック 

〒231-0012  横浜市中区相生町 4-65-3  馬車道メディカルスクエア 2･5 階 

http://www.bashamichi-lc.com/ 

新

潟

県 

荒川・大桃エンゼルマザークリニック 

〒950-0962  新潟市中央区出来島 1丁目 5-15 

http://www.angelmother.jp/ 

長

野

県 

椎名レディースクリニック 

〒395-0013  飯田市小伝馬町 1-52 

HP なし 
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岐

阜

県 

クリニックママ 

〒503-0807  大垣市今宿 3丁目 34-1 

http://www.clinicmama.jp/ 

中西ウィメンズクリニック 

〒507-0024    多治見市大正町 1-45 

http://www.n-w-c.jp/ 

静

岡

県 

静岡レディースクリニック 

〒420-0837  静岡市葵区日出町 10-3 

http://shizuoka-lc.net/ 

愛

知

県 

 

浅田レディース勝川クリニック 

〒486-0931  春日井市松新町 1丁目 4番地 ルネック 5F 

http://kachigawa-asada.jp/ 

浅田レディース名古屋駅前クリニック 

〒450-0002  名古屋市中村区名駅 4-6-17 名古屋ビルディング 3F 

http://nagoya-asada.jp/ 

ダイヤビルレディースクリニック 

〒450-0002  名古屋市中村区名駅 3丁目 15-1 ダイヤビル 2号館 1F 

http://www.daiya-lc.jp/ 

三

重

県 

みのうらレディースクリニック 

〒510-0256  鈴鹿市磯山 3丁目 9番 17 号 

http://www.minouralc.com/ 

京

都

府 

京都府立医科大学附属病院 

〒602-8566  京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465 

http://www.h.kpu-m.ac.jp/ 

田村秀子婦人科医院 

〒604-0825  京都市中京区御池高倉東入ル御所八幡町 229 

http://tamura-hideko.com/ 

醍醐渡辺クリニック 

〒601-1375  京都市伏見区醍醐高畑町 30-15 

http://www.d-w-c.jp/ 

大

阪

府 

IVF 大阪クリニック   

〒577-0012  東大阪市長田東 1丁目 1-14   

http://www.ivfosaka.com/ 

IVF なんばクリニック 

〒550-0015  大阪市西区南堀江 1-17-28 

http://ivfnamba.com/ 
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いしかわクリニック 

〒590-0079  堺市堺区新町 5-10 5F 

http://www.ishikawa-doc.com/ 

扇町レディースクリニック 

〒530-0026  大阪市北区神山町 1-7 アーバネックス神山町ビル 5F 

http://www.olc.ne.jp/ 

関西医科大学附属枚方病院  産科・婦人科  

〒573-1191  枚方市新町 2丁目 3番 1号   

http://www.kmu.ac.jp/hirakata/ 

越田クリニック 

〒530-0017  大阪市北区角田町 1番 12 号 阪急ファイブアネックス 3F 

http://koshida-cl.or.jp/ 

後藤レディースクリニック 

〒569-1117  高槻市天神町 1-9-17 ハイムーン天神 2F 

http://www.goto-ladies.com/ 

たかせ産婦人科 

〒560-0013  豊中市上野東 2-6-15 

http://www.ne.jp/asahi/takase/osaka/ 

西川婦人科内科クリニック 

〒541-0051  大阪市中央区備後町 4-1-3 御堂筋三井ビル 1F 

http://www.nishikawa.or.jp/ 

脇本産婦人科 

〒543-0012  大阪市天王寺区空堀町 1-19 

http://www.kcn.ne.jp/~wakimoto/ 

兵

庫

県 

大谷レディスクリニック 

〒651-0096  神戸市中央区雲井通 7丁目 1-1 ミント神戸 15F 

http://www.ivf.co.jp/ 

神戸アドベンチスト病院  不妊センター  

〒651-1321  神戸市北区有野台 8-4-1  

http://www.kahns.org/  

親愛レディースクリニック 

〒675-0065  加古川市加古川町篠原町 50 

http://www.sinailc.com/ 

英ウイメンズクリニック 

〒650-0021  神戸市中央区三宮町 1-1-2 三宮セントラルビル 7・8F 

http://hanabusaclinic.com/ 
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和

歌

山

県 

日本赤十字社 和歌山医療センター 

〒640-8558  和歌山市小松原通 4丁目 20 番地 

http://www2.kankyo.ne.jp/nisseki-w/ 

 

鳥

取

県 

ミオ・ファティリティ・クリニック 

〒683-0008  米子市車尾南 2-1-1 

http://www.mfc.or.jp/ 

島

根

県 

八重垣レディースクリニック 

〒699-0111  松江市東出雲町意宇南 5丁目 4-2 

http://www.yaegaki-lc.jp/ 

岡

山

県 

岡山二人クリニック 

〒701-1152  岡山市北区津高 285-1 

http://www.futari.or.jp/ 

岡南産婦人科医院 

〒702-0907  岡山市南区平福 2-6-43 

http://www.tamano.or.jp/kohnan/ 

名越産婦人科 

〒701-0153  岡山市庭瀬 231-2 

http://ww91.tiki.ne.jp/~nkazu/ 

 

広

島

県 

幸の鳥レディスクリニック 

〒721-0907  福山市春日町 1丁目 7番 14 号 

http://www.kohnotori.com/ 

広島 HART クリニック 

〒730-0051  広島市中区大手町 5丁目 7-10 

http://www.hiroshima-hart.jp/ 

愛

媛

県 

ハートレディースクリニック 

〒791-0216  東温市野田 2丁目 100-1 

http://homepage3.nifty.com/nishim/ 

福

岡

県 

アイブイエフ詠田クリニック   

〒810-0001  福岡市中央区天神 1丁目 12-1 日之出福岡ビル 6F  

http://www.ivf-nagata.com/ 

セントマザー産婦人科医院 

〒807-0825  北九州市八幡西区折尾 4丁目 9番 12 号 

http://www.stmother.com/ 

長

崎

県 

ART 岡本ウーマンズクリニック 

〒850-0861  長崎市江戸町 7-1 

http://www.okamotoclinic.gr.jp/ 
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鹿

児

島

県 

竹内レディースクリニック 

〒899-5421  姶良市東餅田 502-2 

http://www.takeuchi-ladies.com/ 

松田ウイメンズクリニック 

〒892-0844  鹿児島市山之口町 1－10 鹿児島中央ビル 3F 

http://www.synapse.ne.jp/~kaz/ 

沖

縄

県 

ALBA OKINAWA CLINIC 

〒901-0203  糸満市潮平 787-5 

http://www.azukikai.or.jp/ 

上村病院 リプロヘルスセンター  

〒904-0021  沖縄市胡屋 1-6-2   

http://www.uemura-hp.or.jp/ 

 


