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NPO 法人Fine では、第7回目となる「不妊患者の経済的負担等の軽減を目指すため」の署名活動を（2014

年5月～12月15日締切）全国展開しました。 

＜署名項目＞ 

１.特定不妊治療費助成事業より給付される助成金の更なる増額と制度（条件等）の見直し 

２.不妊（治療）についての社会的な理解と環境整備 

全国各地から集まった署名は、2015 年春に要望書とともに厚生労働省に提出予定です。 

 

2014年7月、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）など約640施設や鍼灸院、企業などに 「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「署名ご協力不妊医療施設」「署

名ご協力施設・企業など」は、以下のとおりです。ご協力、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） 

 

北

海

道 

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/ 

森産科婦人科病院  

〒070-0037 北海道旭川市 7条通 7丁目左 2号  

http://mori-hosp.jp/  

東

北 

吉田レディースクリニック 

〒981-1105   宮城県仙台市太白区西中田 2丁目 23-5 

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

すこやかレディースクリニック  

〒997-0801 山形県鶴岡市東原町 19-27  

http://sukoyaka.net/ 

関

東 

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 

〒296-8602   千葉県鴨川市東町 929 番地 

http://www.kameda.com/about/general_hospital/index.html 

さち・レディースクリニック 

〒273-0025   千葉県船橋市印内町 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   千葉県千葉市中央区新田町 23-15  K-16 ビル 2F 

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

ときわ台レディースクリニック 

〒174-0071   東京都板橋区常盤台 2-5-3    3F 

http://tokiwadai-ladies.com/ 
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ウイメンズ・クリニック大泉学園 

〒178-0063   東京都練馬区東大泉 1-27-19   アラウダ大泉ビル 

http://reniya-womens.com/ 

梅ヶ丘産婦人科 

〒154-0022   東京都世田谷区梅丘 1-33-3 

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

順天堂大学医学部 産婦人科学講座 

〒113-8431   東京都文京区本郷 3-1-3 

http://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/sanka/ 

みむろウィメンズクリニック 

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

http://mimuro-cl.com 

神奈川レディースクリニック 

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

http://www.klc.jp/ 

ソフィアレディスクリニック 

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

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

馬車道レディスクリニック 

〒231-0012   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 

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

中

部 

荒川・大桃エンゼルマザークリニック 

〒950-0962   新潟県新潟市中央区出来島 1丁目 5-15 

http://www.angelmother.jp/ 

椎名レディースクリニック 

〒395-0013   長野県飯田市小伝馬町 1-52 

http://shiina-lc.com/ 

クリニックママ 

〒503-0807   岐阜県大垣市今宿 3丁目 34-1 

http://www.clinicmama.jp/ 

浅田レディース名古屋駅前クリニック 

〒450-0002   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/ 

トヨタ記念病院 不妊センター（ジョイファミリー） 

〒471-8513   愛知県豊田市平和町１丁目１番地 

http://www.toyota-mh.jp/department/shinryouka/funin_center.html 
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山口レディース・クリニック  

〒457-0007 愛知県名古屋市南区駈上 2-7-1 

http://www.y-lc.net/ 

関

西 

慈芳産婦人科  

〒510-0834 三重県四日市市ときわ 4-4-17 

http://www.jiho-bebe.com/  

みのうらレディースクリニック 

〒510-0256   三重県鈴鹿市磯山 3丁目 9番 17 号 

http://www.minouralc.com/ 

京都府立医科大学付属病院 大学院医学研究科 

〒602-8566   京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465 

http://www.kpu-m.ac.jp/doc/department/igaku/index.html 

京都府立医科大学附属病院 産婦人科 

〒602-8566   京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465 

http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/ob-gyn/ 

田村秀子婦人科医院 

〒604-0825   京都府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   京都府京都市伏見区醍醐高畑町 30-15 

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

IVF 大阪クリニック   

〒577-0012   大阪府東大阪市長田東 1丁目 1-14   

http://www.ivfosaka.com/ 

IVF なんばクリニック 

〒550-0015   大阪府大阪市西区南堀江 1-17-28 

http://ivfnamba.com/ 

医療法人 越田クリニック  

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

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

扇町レディースクリニック 

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

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

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://www.hanabusaclinic.com/ 
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中

国 

ミオ・ファティリティ・クリニック 

〒683-0008   鳥取県米子市車尾南 2-1-1 

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

名越産婦人科 

〒701-0153   岡山県岡山市北区庭瀬 231-2 

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

三宅医院  生殖医療センター  

〒701-0204 岡山県岡山市南区大福 369-8 

http://www.miyakeclinic.com/index.html 

九

州 

アイブイエフ詠田クリニック 

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

http://www.ivf-nagata.com 

ART 岡本ウーマンズクリニック 

〒850-0861   長崎県長崎市江戸町 7-1 

http://www.okamotoclinic.gr.jp/ 

竹内レディースクリニック 

〒899-5421   鹿児島県姶良市東餅田 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 

琉球大学医学部付属病院  産婦人科  

〒903-0215 沖縄県沖縄市中頭郡西原町上原 207 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NPO 法人 Fine ～現在・過去・未来の不妊体験者を支援する会～ 
 

第７回目署名活動【ご協力医療施設など】 

 

5/5        Copyright(C)2015 NPO 法人 Fine All rights reserved. 

署名ご協力施設・企業など（敬称略） 

 

北

海

道 

伊藤はり マッサージサロン  

〒060-0061 北海道札幌市中央区南 1条西 6丁目  第 27 桂和ビル 6F 

http://ito-hari.jp/  

Ｆ＆Ｅ鍼灸院 

〒060-0061   北海道札幌市中央区南 1条西 2丁目  第 5 藤井ビル 8F 

http://e-moxa.jp/ 

関

東 

つぼ押し整体 

〒376-0013   群馬県桐生市広沢町 4丁目 1908-18 

http://www.tsubooshi.com/index.html 

くすえだ鍼灸院  

〒250-0003  埼玉県所沢市くすのき台 3-16-2 坂間ハイツ 201 

http://www.kusueda.com/ 

アイアル少額短期保険株式会社  

〒140-0012 東京都中央区日本橋大伝馬町 1-3 Aska V 日本橋 2F 

http://www.air-ins.co.jp  

株式会社クロト  

〒359-0037 東京都渋谷区神宮前 6-18-3 神宮前 Sビル 6F 

http://www.clo-tho.com/  

株式会社東機貿  

〒150-0001 東京都品川区勝島 1-5-21  東神ビル内 

http://www.tokibo.co.jp/  

メルクセローノ株式会社 

〒153-8926   東京都目黒区下目黒 1-8-1  アルコタワー 4F 

http://www.merckserono.co.jp/ja/index.html 

ビッグママ治療室  

〒416-0919 神奈川県小田原市東町 4-5-32 

http://big--mama.jp/ 

中

部 

CARE ROOMS  

〒456-0002 静岡県富士市松富丁 2-1 

http://care-rooms.com/ 

明生鍼灸院  金山分院  

〒861-4201 愛知県熱田区金山超-6-18 

http://meiseiacp.com/ 

関

西 

馬場聖鍼堂 

〒567-0897   大阪府茨木市主原町 6-32 

http://www.harikyuu-seishindou.com/ 
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九

州 

 

レディース鍼灸治療院コウノトリ  

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名 1丁目 1-4 大博ビル 3F 

http://kounotori.jp.net/  

鎌田鍼灸治療院  

〒880-0054 熊本県熊本市城南町坂野 1793-2 

http://kodakarabank.com/ 

ほっこく鍼灸院  

〒103-0011 鹿児島県鹿児島市新田町 1丁目 32 番 3 号 1F  

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

 


