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今年は 10月 28 日（日）にさんしょの会の 26回目の同窓会を行いました。

あいにくの雨となってしまいましたが、31 組のご家族の他、NICU の先生方、

看護師さんたち等が参加してくださっての開催となりました。 

今年もまた小児医療研究会の学生さん達がボランティアで紙芝居、おもちゃで子どもを楽

しませて下さり、お陰で保護者の方々も少しは落ち着いて再会を楽しみ、お話しすること

ができたのではないかと思います。幹事を務めて下さった、盛田美帆さん、國分遼平さん、

堺愛さんのお母さま、ありがとうございました。 

次の幹事は、勝間田夏希さん、梶本康太くん、大友証さん、辰巳礼奈さん、里杏さん（い

ずれも 2008 年生まれ）のご両親にお願いすることになりました。次回は会場の機器を使っ

て“我が家の一枚”スナップを紹介するのはどう？などのアイディアが出ていましたので、

お楽しみに。幹事の方々、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

おおおお葉書葉書葉書葉書にににに寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた皆様皆様皆様皆様のののの近況近況近況近況 

 

M.A さん（1986 年生まれ） 

昨年は都合で参加できませんでしたが、2年ぶりに皆さまに会えるのを楽しみ

にしています。 

D.M さん（1988 年生まれ） 

中学 3年になりました。2年生の時に腎臓病が見つかり、塩分制限や運動制限があり、成長

期でもあり難しいです。 

Ｈ．Ｋさん（1986 年生まれ） 

博士課程の 2年生になりました。同時に私立高校で数学の講師もしております。10月はオ

ランダ、京都と発表が目白押しです。さんしょの会の当日は、京都大学にいるため、残念

ながら欠席させて頂きます。 

H.K/N.K/M.K/H.K さん（1988 年生まれ） 

ご無沙汰しております。今年は同窓会が誕生日にあたり、25 歳になります。申し訳ありま

せんが欠席させて頂きます。 

Hi：今年は寝込まずに済みました。気管支に悩みがあり、過呼吸など体調の不安定を克服

しようとしています。 

No/Mi：社会人 2 年目です。失敗談もありますが、病欠はなく、なんとか頑張っています。
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休日はゲームなどでストレスを発散しています。 

Ha：4月から衣料品を扱うトラックの運転手をしています。早朝から深夜の勤務

も多く、家族と過ごす時間は少ないです。休日は寝だめをして友人と出かけて

います。 

会員の皆さまのご健康とご多幸をお祈りいたします。 

Ｒ．Ｎさん（1989 年生まれ） 

学期中なので残念ながら欠席です。蔵王のふもとでのんびりしすぎています。週末は復興

支援ボランティア活動に参加。本業の勉強も頑張ってほしいです。 

N.K さん（1989 年生まれ） 

新社会人となりました。現在、総合病院の理学療法士となり、忙しい日々を送っていま

す。健康な身体で働けるのは両親や先生方のおかげです。これからも毎日楽しく大切な

時間を過ごしたいと思います。 

I.F さん（1990 年生まれ） 

本年度より就職し、親元を離れ、病院にてナースとしてがんばっております。親元を離

れて暮らすのは初めてなので、私たちが心配していますが、本人は楽しいようです。 

M.Y さん（1990 年生まれ） 

来年は社会人となります。消防士としてまず一歩から・・・。人命救助に役立つよう、頑

張ってほしいです。 

M．M さん （1990 年生まれ） 

大学４年生になりました。順調にいけば来年は社会人１年生です。 

E．Y さん(1990 年生まれ) 

高校、大学と上海の学校へ通っているため、時間が合わず不参加が続いていますが、時間

が合えば行きたいと思っています。 

Ｋ．Ａさん（1990 年生まれ） 

就活、婚活なんのその！今年も夢に向かって迷走中です。会報を拝読し、22 年前を思い出

し涙。なのに親子バトルの日々！疲れます（母）。 

K.F さん（1991 年生まれ） 

カナダ生活も 3年目に突入しました。今年の夏は旅行三昧だったようで、帰国しませんで

した。元気に楽しくやっているようです。 

J.W/T.W さん(1992 年生まれ) 

うちの二人はそれぞれ違う大学へ進学し、2年生です。いままで野球一筋だったのが、今は

サークル、バンド、バイトなどに精を出しています。存分に青春を謳歌していて喜ばしい

ですが、親としてはさびしいですよ。 

Ｈ．Ｏさん（1992 年生まれ） 

東京ではサークル、合宿。帰省した数日間も毎日、友達、友達…と、とにかく楽しそうに

青春しているようです。 
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S.S さん（1993 年生まれ） 

今年から社会人として休まずがんばっています。 

S.Y さん（1995 年生まれ） 

当日は高校の文化祭です。軽音楽部でベースを弾いています。とても元気です。 

M.M さん（1995 年） 

毎日楽しく元気に高校に通っています。9月には北海道へ修学旅行に行くことになっていま

す。家族の中で風邪も引かずに一番元気で、昔がウソのようです。 

Ｎ．Ｏさん（1995 年生まれ） 

来年の 4月から大学 1年生になります。将来は保育士になり、子どもとかかわる仕事がし

たいです。734ｇで産まれたことは個性だと思って 17 年間生きてきました!! 

A.S さん（1996 年生まれ） 

1000g にも満たない子どもが今や高 1年生。重い病気もせず、バイトバイトの日々。な

かなか顔を出せませんが、先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。 

K.S さん(1997 年生まれ) 

中学 3年生になり、今年の夏は受験。本人はマイペースにてがんばっています。 

M.U さん（1997 年生まれ） 

中 3のこの夏は、修学旅行でオーストラリアに行きホームステイをする予定です。中学

生になってからの学校の欠席は二日間だけです。健康に成長してくれたことを有難く思

っています。 

K.F さん（1998 年生まれ） 

中学 3年の夏、受験生の眼になっていないと先生に言われ、部活だけ(剣道)頑張ってい

ます。先日、最後の大会があり、｢よくこんなに立派になったなあ｣と私の横で涙ぐむ祖

父母。私もそう思うのですが、これから先、まだまだ頑張らないといけないことばかり・・。

今年からまた、女子医の耳鼻科でお世話になっています。駐車場が混んでいる時に、一

人で外来に行く姿、｢大きくなったなあ・・｣こんなことで感動しちゃってます。 

S.O さん(1998 年生まれ) 

いつまでも「かわいい赤ちゃん」…と思って接していたはずが、いつの間にか立派なレデ

ィーになりました。親離れされる日がいつくるかと淋しくなります。 

Ｋ．Ｍさん（1999 年生まれ） 

中学生になり勉強と部活で忙しくしています。 

K.M さん(1999 年生まれ) 

夏休みすごくたのしかったです。中学校も楽しいです。 

R.G さん（2000 年生まれ） 

2000年4月、男女の双子として生まれました。男の子で870g。

現在は 12歳、小学 6年生です。サッカーに夢中で、日々練習に励んでいます。子育て

していく中では、数々の壁にぶつかります。そんな時は女子医大の NICU にいた時、切

に願った“生きていてくれればいい”という気持ちに立ちかえるようにしています。生
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きている幸せを大切にしたいです。 

S.M さん（200０年生まれ） 

おかげ様で小学 6年生になりました。中学受験のため、塾通いをしています。希望通り

の中学に入り成長していってほしいと思います。 

Ｒ．Ｍさん（2000 年生まれ） 

6 年生になり身体もずいぶん大きくなりました。妹の面倒をよくみる優しいお兄ちゃんです。

お姉ちゃんとはたまにけんかしますが、元気なのが一番です。今回は参加できませんが、

また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。 

N.O さん(2000 年生まれ) 

中学生になり地元の中学へ片道徒歩 20分かけて通っています。よく食べ、よく寝て、身長

158 ㎝、足の大きさ 25.5 ㎝になりました。脚の長さは抜かれました。これまで自分のよう

に小さく生まれた子や、身体の弱い子に、元気や勇気をわけてあげられる仕事をしたいと

いう気持ちから、人を喜ばせたり楽しませたりするエンターテイナーの夢を持ってレッス

ンしてきました。今年はお正月からプロのタップダンサーとして TVに出演し、夏には博品

館の舞台にも挑戦しました。勉強面、生活面で、時々小さく生まれたことの影響かもしれ

ないという思いもありますが、あまり気にせず、夢を応援していきたいと思います。 

Ｙ．Ｍさん（2000 年生まれ） 

6 年生になりました。小学校最後の運動会もできる範囲で本人はがんばり、良い思い出にな

りました。来年は中学生です。どうなることか心配ですが、がんばっていきます。 

S.O さん（2001 年生まれ） 

５年生になりました。家では少々甘えん坊でわがままですが、外では全く逆のようです。

部活、委員会活動頑張っています。将来は小児科の看護師さんになりたいそうです。 

M.H さん（2002 年生まれ） 

毎年会報を送付していただきありがとうございます。娘は小学 4年生です。背はクラスで

中くらい。痩せていますが、毎日元気に学校に通っています。この時期は毎年、娘が生ま

れた時のことを思い出し感謝します。 

Ａ．Ｓさん（2002 年生まれ） 

今は 2年に一度のバレエの発表会の練習をがんばっています。4年生ともなると先生方も今

までとは違って厳しいようで、毎日叱られながらのレッスンです。でも楽しんでいる様子

です。 

A.Y さん（2002 年生まれ） 

小学校 4年生になりました。いままでなんとなくおとなくて自信なさ

げな娘でしたが、だんだんと強くなってきて悪がきに成長中です。毎

日良く遊んで色々なことを学び、楽しくて仕方ないといった感じです。

さんしょの会、いつか参加したいです。 

K.S さん（2004 年生まれ） 

小学 2年生になりました。春からサッカーを始めました。蹴とばされ
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たら折れてしまいそうな細い身体で頑張っています。 

K.T さん（2004 年生まれ） 

2 年生になりました。毎日、学校が楽しいそうです。忘れ物、失くしものばかりしています

が、本人は全く気に病むことなく明るく生きています…。 

F.S さん（2004 年生まれ） 

今年で 8歳になりました。お陰様で大きな後遺症もなく元気に公立小学校に通っています。

他の子と比べて身体もまだ小さいですし、授業の準備が遅かったり一度で話をのみこめな

いといった弱点はまだ多々ありますが、たくさんのお友達と楽しそうに勉強しています。 

Ｙ．Ｋさん（2004 年生まれ） 

小学校の運動会と重なってしまい残念ですが欠席させて頂きます。本人とても元気です。

相変わらず細身ではありますが、背はすくすくと伸びており、小さく生まれたのがウソの

ようです。木登り大好きです。 

I.F さん（2005 年生まれ） 

お陰様で小学 2年生になりました。他の子に比べると身体の成長、心身の成長とまだま

だ遅く心配ですが、この子なりに頑張っているようなので、大きな目で見守ってあげた

いと思っております。 

Ｗ．Ｋ/Ｍ・Ｋさん（2005 年生まれ） 

お陰様で 4月から小学生になりました。身体も小さくランドセルがとても大きく感じます

が、ガンバって毎日通っています。 

R.K さん（2005 年生まれ） 

今年４月に小学校に入学し、現在は皆勤で通学しています。

肺の強化で始めたスイミングも楽しく、オリンピック効果で

将来は背泳ぎのオリンピック選手になりたい！と頑張ってい

ます。 

Ｈ．Ｎさん（2005 年生まれ） 

今年は 1年ぶりに参加できるかなあと思っていたのですが、他の行事と重なってしまった

ので欠席します。ランドセル姿がだいぶ似合うようになってきたなあと最近しみじみして

います。皆さんにまた会える日を楽しみにしています。 

T.T さん(2005 年生まれ) 

小学 2年生になり、お友達も増え、毎日元気に学校に行き、勉強、遊びも楽しそうです。

夏休みも終わりに近づき、宿題のラストスパート、頑張っています。 

M.Y さん（2005 年生まれ） 

今年から小学 1年生に進学し、元気に登校しています。しばらくぶりに参加したかったの

ですが、当日お誕生日で、ちょど七五三のお祝いを家族でする予定なので、残念ながら欠

席します。NICU の先生方、看護師さん方へ、日々のご活躍に敬意を表します。 

M.T さん(2006 年生まれ) 

大きくなったらおかしやさんになりたいの。お店の名前も考えてあるよ。｢チェリーく
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ま｣っていうの。夏は冷たいお菓子、冬になったらクッキーとか売って食べるところも

ちゃんとある。ココアも飲めるよ。だそうです。 

Y.U さん（2006 年生まれ） 

小学校 1年生になりました。サッカー（本人の希望）とスイミング（親の希望）を習って

います。思いのほかたくましく、放課後は児童館や公園にどんどん出かけていきます。で

もまだまだ甘えん坊で、日に何度か「だっこ～」と言って膝にのってきてかわいいです。

本が大好きで、遺伝か、近視が進み、早くもめがねデビューです。 

E.T さん(2006 年生まれ) 

6 歳、身長 111.8 ㎝、体重 15.4 ㎏になりました。先日、6歳児健診を受診し、立派な鏡文

字を書いたり、親はまだ心配事はありますが、本人は来年小学生になることをとても楽し

みに毎日を過ごしております。 

A.T さん（2006 年生まれ） 

幼稚園も最後の年となりました。飛躍の 3年間で、とっても頑張りまし

た。来年は小学校です。これからも他者の何倍も頑張り続けないとなか

なかついていけませんが、ライフワークと思って慣れていきます。 

M.M さん(2006 年生まれ) 

9 月からスイミングスクールに通っています。まだ始めたばかりですが、

年少の頃はプールに入ることも嫌がって泣いていたのに、いつの間にか

プールが好きになっていました。幼稚園では背の順が相変わらず一番前

ですが、大きな病気をすることもなく、元気いっぱい毎日を過ごしてい

ます。 

S.K さん(2006 年生まれ) 

来年はいよいよ小学一年生になります。毎日元気に保育園へ通っています。 

H.K さん(2006 年生まれ) 

食欲があり、食事量が増えました。病気する期間も少なくなりました。よくしゃべる女の

子です。 

G.K さん（2007 年生まれ） 

幼稚園の年中になりました。幼稚園もお友達も先生も大好きで、年齢、クラス、性別を

問わず、誰とでも楽しく遊んでいるようです。 

Ｒ．Ｈさん（2007 年生まれ） 

今年 5歳の誕生日を迎えた娘は、幼稚園の年中さんで、毎日元気に過ごしています。去年

は入園して病気ばかりしていましたが、今年は全く病気せず、習い事も増えて、頑張って

いる姿を見ると成長を感じます。 

M.T さん（2007 年生まれ） 

幼稚園の年中になりました。４月から眼鏡をかけての通園ですが、昨年以上に元気で積

極性も出てきたようです。この夏は習い始めたばかりの水泳に夢中です。 
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A.S さん(2007 年生まれ) 

年長になりお姉さんという意識が芽生えてきました。まだまだ同い年の子より体力や理解

に遅れはありますが、先生やお友達に助けられ、楽しい幼稚園生活を送っています。 

Ｍ．Ｉさん（2007 年生まれ） 

25 週 4 日 773ｇで産まれた娘も早いもので来春は小学生です。風邪も余りひかず、外遊び

が大好きな元気いっぱいな子どもに育ちました。入院中励まし支えて下さった女子医大の

皆さまには今でも感謝の気持ちでいっぱいです。 

R.K さん(2007 年生まれ) 

未熟児の面影がまったく感じられないほどがっしり体格がよく、毎日楽しく保育園に通っ

ています。車が大好き!!言葉の発達が遅れていましたが、おしゃべりが上手になり一日中

ずっと話しています。同年齢の子どもに比べるとできないことは多いけれど、“何でも自分

でする“と頑張っています。 

K.K さん（2008 年生まれ） 

先日4歳になりました!! 4月から幼稚園に通い始め、年少さんでは一番小さいけれど、

給食も残さず食べて幼稚園も休むことなく元気に行ってます。感謝の気持ちでいっぱい

です。最近はママよりしっかりしてるかも。 

T.H さん（2008 年生まれ） 

毎日元気に保育園に通っております。口が達者になってきて、毎日面白く思っています。

来年度は参加して生意気な姿をお見せしたいです。 

N.K さん（2008 年生まれ） 

保育園年少さんになりました。朝、プリキュアや花柄など、気に入った服しか着てくれず、

ちょっと困っています．．．。 

S.O さん(2008 年生まれ) 

元気に保育園に通っています。悪い言葉遣いも吸収してくるので、家庭での軌道修正が

大変です。 

R.T さん(2008 年生まれ) 

ぬり絵とハサミで切りとることが大好きです。さんしょの会の会報も、好きなイラストを

見つけて、ぬって、切りとって遊んでいました。 

K,K さん（2008 年生まれ） 

4 月から保育園に通い始め、おしゃべりがとても上手になりました。細身ではありますが、

真っ黒に日焼けして毎日元気に過ごしています。 

Ｔ．Ｃさん（2008 年生まれ） 

言葉が少し遅いかな?と思っていましたが、三歳を過ぎると急におしゃべ

りが上手になり、いろんなことを話してくれるようになりました。保育

園で覚えた歌も、よく楽しそうに歌っています。電車が大好きで、毎日

家では絵本を読んだり、おもちゃで遊んだりするのもほとんど電車です。 
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A.I さん（2009 年生まれ） 

色々な方々に支えられながら、もうすぐ 3歳のお誕生日を迎えます。一日一日、一歩一歩

確実に前進している生命力に、成長力に、感動しながら毎日幸せな日々を送っています。

誰からも愛される、そんな子に育っています。 

Ｋ．Ｙさん（2009 年生まれ） 

ハガキの落書きは娘のいたずらです。最近はいろいろないたずらをして親を困らせたり、

楽しませたりしてくれます。日々娘の成長を感じています。 

B.T さん(2009 年生まれ) 

風邪も引かず、とにかく元気です。体格も同じ月齢の子と比べてもほとんど変わらなくな

りました。4月からはいよいよ幼稚園です。 

H.F さん(2009 年生まれ) 

2009 年 12 月 19 日、471g の小さな男の子…あれから 2年 7カ月。体重

は少しずつ増え、7810g。まだまだ小柄です。PVL をもち、まだ歩くこと、

お座りも自分ではできません。それでも毎日、歩きたくて、支えながら

歩くとにこにこの笑顔。最近では“おいちい”とご飯やおやつが楽しみ

で、“おいちい”と催促してきます(笑)。何より、毎日可愛い笑顔と笑い声に癒されていま

す。少しずつの成長が私たちにとっての何よりの宝物です。9月から母子幼稚園に行き、ST

も始まり、楽しみが増えました。 

T.N さん(2010 年生まれ) 

2 歳でプレ幼稚園に行くようになり、心配していた言葉の遅れが解消されてきました。

最初は泣きながら行っていたプレ幼稚園も、今では楽しく行けるようになり、親も成長

を嬉しく見守っています。 

Y.I さん(2010 年生まれ) 

2 歳半を過ぎ、元気に駆け回っております。お着かえ等少しずつ自分でできることも増え、

大分、言葉でのコミュニケーションもとれるようになってきました。 

M.K さん(2010 年生まれ) 

GCU を退院して 1年たちました。成長はかなりゆっくりですが、できることが増えていくこ

とに喜びを感じています。なかなか友達と遊ぶことができませんが、少しずつ交流できた

らと思っています。 

C.O さん（2010 年生まれ） 

小さく小さく産まれた娘も 2歳になり元気に毎日を楽しく過ごしております。おしゃべり

も増え、おしゃまな面々をみせてくれ、家族のアイドルです。頑張り屋の娘と支えて下さ

った先生方に感謝でいっぱいです。これからもよろしくお願いします。 

T.Y さん(2010 年生まれ) 

2 歳になり、おしゃべりもじょうずになりました。今年の夏は花火大会に行ったり、プール

に入ったり、はじめての体験をいっぱいしました。 
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M．T さん（2010 年生まれ） 

お陰様で大きな病気をすることなく、保育園に通っています。バスタオルをかぶって「オ

バケだぞ～」と言ったり、変な顔をして笑わせてくれたり、ユニークな一面も出てきまし

た。 

S.T さん(2010 年生まれ) 

水遊びが大好きで、近くの公園にある水場に行くのが楽しみなようです。

まだまだ身体は小さいけれど、動きがだいぶ活発でとっても良く遊んでい

ます。これからも、怪我なく、病気なく、元気に育ってくれると嬉しいで

す。 

K.I さん(2011 年生まれ) 

2011 年 11 月末に退院したので、はじめての参加となります。楽しみにしています。退院後

は風邪も引かず元気です。未熟児網膜症のため、筑波大盲学校の育児学級に参加し、元気

に遊んでいます。 

H.M さん(2011 年生まれ) 

お陰様でほとんど体調を崩すこともなくすくすくと元気に成長しています。NICU スタッフ

の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。さんしょの会、初参加です。楽しみにしてい

ます。 

S.U さん（2011 年生まれ） 

2011 年 5月に 796ｇで産まれた息子も 1歳 4カ月になり、およそ 10倍になりました。大き

さに反して元気いっぱいの性格で、お兄ちゃんとなんでも一緒にやりたがるのでどんどん

追いついてきました。1歳 3カ月には歩くようになり、毎日ニコニコで歩くのを楽しんでい

るようです。 

Ｔ．Ｙさん（2011 年生まれ） 

食欲も旺盛で元気に育っております。発達の遅れは見られますが、少しずつ成長していま

す。今回はまだ参加する余裕がございませんが、次の機会には参加したいと思っています。 

Ｃ．Ｉさん（2011 年生まれ） 

25 週 2 日 770ｇで産まれた娘も、1歳 5カ月（修正 1歳 2カ月）8245ｇに成長しました。最

近、一人で立つことができるようになりました。次は歩けるようになって、一緒にお散歩

する日が待ち遠しいです。 

Y.K さん(2011 年生まれ) 

7 月に 1歳となり、彼女なりのペースで成長を感じる日々を過ごしています。

つかまり立ちをしてとても得意気です。よく食べますが体重は増えず、心配

は尽きませんが、毎日笑顔で過ごせること、ありがたいなあと思います。 
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事務局事務局事務局事務局よりよりよりより    

女子医大病院小児科の HP（http://www.twmu.ac.jp/PED/）から、さんしょの会のコーナ

ーにリンクできるようになる予定です。お知らせを随時アップしていきますので時々覗いて

みてくださいね。          東京女子医科大学小児科 さんしょの会事務局 

     〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1 

FAX： 03-3341-9538    E-mail： follow@ped.twmu.ac.jp 

 

≪≪≪≪編集後記編集後記編集後記編集後記≫≫≫≫    

寒さが増してきましたが皆さん体調はいかがでしょうが？10月のさんしょの会では

雨の中たくさんの方に参加していただきありがとうございました。 

今回も皆さんのお話を聞くことができとても参考になりました。特に NICU の先輩方の

成長した姿はいつも励まされます。たくさんの方々に助けられ支えられた手のひらサイ

ズの娘も来年は小学校入学。悩みや不安はつきませんが次回のさんしょの会には成長し

た娘を皆さんに見ていただけるよう親子で頑張っていきたいと思います。来年度の幹事

は勝間田夏希ちゃんのママ、梶本康太くんのママ、大友証くんのママ、辰巳礼奈ちゃん

のママ、里杏ちゃんのママが引き受けて下さいました。どうぞよろしくお願いします。 

さんしょの会の事務局の先生方、お忙しい中準備をしていただきありがとうございまし

た。今後も外来などでもお世話になるかと思いますので親子共々よろしくお願い

申し上げます。           幹事  盛田美帆の母  堺愛の母  

 

 

 

 

 

 

 

 

発 達 外 来 の ご 案 内 

   東京女子医科大学小児科 発達外来  担当  平澤・竹下・吉川    

        月曜日 （担当：平澤） 13 時 30 分〜 

        水曜日 （担当：竹下、吉川、 平澤）13時 30 分〜 

        木曜日 （担当：平澤） 13 時 30 分〜 

        金曜日 （担当：竹下、吉川） 13 時 30 分〜  

予約専用直通電話：総合外来センター1階  03（3353）8138 

       取り扱い時間帯： 平日  午前 9時～午後 4時 

                土曜日 午前 9時～正午（第 3土曜日は休診） 

   


