NPO 法人 Fine（ファイン） ～ 現在・過去未来の不妊体験者を支援する会～

第 11 回目署名活動【ご協力施設】
NPO 法人Fine では、第11回目となる署名活動を全国展開（2021年4月30日締切）し、
自署による署名活動はこれで終了します。
第11回目 不妊患者の経済的負担の軽減等を目指す為の署名（2019年6月～2021年4月）
【署名項目】１. 特定不妊治療費助成金の増額と制度（所得制限・回数制限の緩和）の見直し
２. 仕事と治療の両立ができる社会的な理解と環境整備

集まった署名は、2020年10月22日厚生労働副大臣へ、
2021年8月11日厚生労働大臣へ提出しました。
ご協力くださった皆さまには、心より御礼申し上げます。
次の「署名ご協力不妊医療施設」「署名ご協力施設・企業など」の皆さまは、私たちNPO 法人Fine の署名活動
に賛同し、ご協力くださいました。本当にありがとうございました。

署名ご協力不妊医療施設（敬称略）
＜美加レディースクリニック＞
北海道札幌市豊平区平岸 3 条 13 丁目 5-21 南平岸ビル 1・2・3 階
北
海
道

https://www.mikalady.jp/

＜森産科婦人科病院＞
北海道旭川市 7 条通 7 丁目左 2 号

http://mori-hosp.jp/

＜神谷レディースクリニック＞
北海道札幌市中央区北 3 条西 2 丁目 2-1 日通札幌ビル 2F

https://kamiyaclinic.com/

＜仙台 ART クリニック＞
宮城県仙台市宮城野区名掛丁 206-13

http://www.sendai-art-cl.jp/

東

＜京野アートクリニック＞

北

宮城県仙台市青葉区本町 1-1-1 三井生命仙台本町ビル 3F

https://ivf-kyono.jp/

＜すこやかレディースクリニック＞
山形県鶴岡市東原町 19-27

http://www.sukoyaka.net/

＜セキールレディースクリニック＞
群馬県高崎市栄町 17-23

http://www.sekiel.com/

＜西船橋こやまウイメンズクリニック＞
千葉県船橋市印内町 638-1 ビューエクセレント 2F

https://koyama-womens.com/

＜高橋ウイメンズクリニック＞
千葉県千葉市中央区新町 18-14 千葉新町ビル 6 階

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

＜ときわ台レディースクリニック＞
東京都板橋区常盤台 2-5-3 アビアートときわ台 3F

https://tokiwadai-lc.com/

＜ウイメンズ・クリニック大泉学園＞
関

東京都練馬区東大泉 1-27-19 アラウダ大泉ビル

東

＜梅ヶ丘産婦人科＞
東京都世田谷区梅丘 1-33-3

https://reniya-womens.com/

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

＜みむろウイメンズクリニック＞
東京都町田市中町 1-2-5 SHELL MIYAKO V 2 階

https://mimuro-cl.com/

＜東京 HART クリニック＞
東京都港区南青山 5-4-19 ジ・アッパーレジデンシィーズ・ミナミアオヤマ 1 階 http://www.tokyo-hart.jp/
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＜ファティリティクリニック東京＞
東京都渋谷区東 3-13-11 A-PLACE 恵比寿東 1F

https://fert-tokyo.jp/

＜はるねクリニック銀座＞
東京都中央区銀座 1-5-8 ギンザウィローアベニュービル 6F

https://haruneclinic.com/

＜神奈川レディースクリニック＞
関

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 1-11-5 ARTVISTA 横浜ビル 6 階

東

＜ソフィアレディスクリニック＆不妊センター＞
神奈川県相模原市中央区鹿沼台 2-12-2 サンライズアートビル

http://www.klc.jp/

https://sophia-lc.jp/

＜馬車道レディスクリニック＞
神奈川県横浜市中区相生町 4-65-3 馬車道メディカルスクエア 2･5 階 https://www.bashamichi-lc.com/

＜エンゼルマザークリニック＞
新潟県新潟市中央区出来島 1 丁目 5-15

http://www.angelmother.jp/

＜あい ART クリニック＞
富山県高岡市下伏間江

http://www.i-art-clinic.jp/

＜佐久平エンゼルクリニック＞
長野県佐久市長土呂 1210‐1

https://www.sakudaira-angel-clinic.jp/

＜クリニックママ＞
中

岐阜県大垣市今宿 3 丁目 34-1

部

＜中西ウィメンズクリニック＞
岐阜県多治見市大正町 1-45

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

＜浅田レディース勝川クリニック＞
愛知県春日井市松新町 1-4 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＞
愛知県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/

＜山口レディスクリニック＞
愛知県名古屋市南区駈上 2-7-1

https://y-lc.net/

＜慈芳産婦人科＞
三重県四日市市ときわ 4-4-17

https://jiho-bebe.com/

＜みのうらレディースクリニック＞
三重県鈴鹿市磯山 3 丁目 9 番 17 号

https://www.minouralc.com/

＜京都府立医科大学大学院医学研究科 産婦人科学教室＞
京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465

https://obgy-kpum.com/

＜田村秀子婦人科医院＞
京都府京都市中京区御池高倉東入ル 御所八幡町 229
近

＜醍醐渡辺クリニック＞

畿

京都府京都市伏見区醍醐高畑町 30-15

https://tamura-hideko.com/

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

＜IVF 大阪クリニック＞
大阪府東大阪市長田東 1-1-14

https://www.ivfosaka.com/

＜IVF なんばクリニック＞
大阪府大阪市西区南堀江 1-17-28 なんば SS ビル 3Ｆ
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＜HORAC グランフロント大阪クリニック＞
大阪市北区大深町 3-1

グランフロント大阪 タワーB 15F

https://www.ivfhorac.com/

＜越田クリニック＞
大阪府大阪市北区角田町 1 番 12 号 阪急ファイブアネックス 3F

https://www.koshida-cl.or.jp/

＜扇町レディースクリニック＞
大阪府大阪市北区野崎町 1 番 20 号

https://olc.ne.jp/

＜いしかわクリニック＞
大阪府堺市堺区新町 5-10 堺東メディカルビル 5F

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

＜英ウイメンズクリニック＞
兵庫県神戸市中央区三宮町 1-1-2 三宮セントラルビル 7・8F

https://www.hanabusaclinic.com/

＜ミオ・ファティリティ・クリニック＞
鳥取県米子市車尾南 2-1-1

https://www.mfc.or.jp/

＜名越産婦人科&リプロダクションセンター＞
岡山県岡山市北区庭瀬 231-2

https://www.nagoshi-cl.com/

＜三宅医院 生殖医療センター＞
岡山県岡山市南区大福 369-8
中

＜内田クリニック＞

国

島根県松江市波乃木 2-6-13

四

＜岡山二人クリニック＞

国

岡山県岡山市北区津高 285-1

https://miyake-miyakegroup.jp/

https://www.uchida-clinic.info/
http://www.futari.or.jp/

＜広島 HART クリニック＞
広島県広島市南区松原町 3-1-301

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

＜よつばウィメンズクリニック＞
香川県高松市円座町 375 番 1

http://www.yotsuba-w.jp/

＜レディスクリニックコスモス＞
高知市杉井流 6 番 27 号

https://www.lccosmos.jp/

＜セントマザー産婦人科医院＞
福岡県北九州市八幡西区折尾 4 丁目 9 番 12 号

https://www.stmother.com/

＜アイブイエフ詠田クリニック＞
福岡県福岡市中央区天神 1-12-1 日之出福岡ビル 6F

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

＜ART 岡本ウーマンズクリニック＞
長崎県長崎市江戸町 7-1

https://www.okamotoclinic.gr.jp/

九

＜竹内レディースクリニック＞

州

鹿児島県姶良市東餅田 502-2

https://takeuchi-ladies.jp/

＜松田ウイメンズクリニック＞
鹿児島県鹿児島市山之口町 1－10 鹿児島中央ビル 3F

https://www.mwc-ivf.jp/

＜琉球大学医学部付属病院 産婦人科＞
沖縄県中頭郡西原町上原 207

http://www.hosp.u-ryukyu.ac.jp/

＜空の森クリニック＞
沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原 229 番地の 1
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署名ご協力施設・企業など（敬称略）
＜日本生命保険相互会社＞
東京都千代田区丸の内 1-6-6 日本生命丸の内ビル 12F

https://www.nissay.co.jp/

＜フェリング・ファーマ株式会社＞
東京都港区虎ノ門２丁目 3-17 虎ノ門 2 丁目タワー7 階

https://www.ferring.co.jp/

＜むつみ薬局＞
東京都中央区銀座 3-8-17 銀座理容会館ビル２F

https://www.ginzamutsumi.com/

＜メルクバイオファーマ株式会社＞
東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 4F

https://www.fertility.com/jp-ja/welcome.html

＜オリジオ・ジャパン株式会社＞
神奈川県横浜市中区日本大通 11 横浜情報文化センター4F
https://fertility.coopersurgical.com/ja/home-japan/

＜婦人科整体院めぐり＞
富山県高岡市福岡町三日市 551-2

http://www.me-gu-ri.com/

＜むつごろう薬局 静岡店＞
静岡県静岡市葵区東草深町 22-1

https://www.mutsugoro.co.jp/

＜明生鍼灸院＞
愛知県名古屋市瑞穂区石川町 3−11

https://meiseiacp.com/

＜不二製油株式会社＞
大阪府泉佐野市住吉町 1 番地

https://www.fujioil.co.jp/

＜妊活応援グループハローベビー＞
香川県高松市多肥下町 1570-1 シンシアリー内

https://hellobaby-ninkatsu.wixsite.com/hellobaby

＜ほっこく鍼灸院＞
鹿児島県鹿児島市荒田１丁目 32-3-1F

http://www14.plala.or.jp/hokkoku-acp/

＜沖縄県労働金庫＞
沖縄県 https://okinawa-rokin.or.jp/

ご協力本当にありがとうございました。
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