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Kazumasa Iwamoto

岩本　和真院長

Fumiko Iwamoto

岩本　富美子
内科・小児科医

2020年、内科・小児科医の母が1983年に設立した岩本医院を引き継ぎ、「岩本皮ふ科アレルギー

科」としてスタートすることとなりました。

私は、幼少期から大学卒業まで20年余り広島市西区井口で過ごしました。2004年に広島大学医学部

を卒業し、その後はJA広島総合病院、広島大学病院で、アレルギー疾患、乾癬、熱傷、皮膚ガンな

ど幅広い疾患を経験してきました。2010年に皮膚科専門医を取得した後は、アトピー性皮膚炎を専

門領域とし、大学院および2012年からは2年半にわたり、ドイツでアトピー性皮膚炎の世界のリー

ダーであるThomas Bieber教授のもとで研鑽をつみました。留学後、広島大学病院へ戻ってきてか

らは、じんま疹、血管性浮腫をはじめ遺伝性血管性浮腫という難病の診療にも携わってきました。

これらの経験を生かし、岩本医院より引き続き内科・小児科医師による診察に加え、皮膚科・アレ

ルギー科専門医がそれぞれの専門性を生かし、地域の皆様のお役に立てるクリニックとして診療を

行いたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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修道中学・高校卒業

●2004年 広島大学医学部卒業

●2004年 JA広島総合病院（研修医）

●2006年 広島大学病院　皮膚科　医科診療医

●2011年 広島大学大学院（創生医科学）修了（医学博士）

●2012年 ドイツBonn大学皮膚科（Prof. Thomas Bieber）研究員

●2015年 広島大学病院　皮膚科　助教

●2020年 岩本皮ふ科アレルギー科
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●Iwamoto K, Moriwaki M, Miyake R, Hide M. Staphylococcus aureus in 

atopic dermatitis: Strain-specific cell wall proteins and skin immunity. 

Allergol Int, 68: 309-315, 2019.

●Iwamoto K, Stroisch T, Bieber T, et al. Langerhans and inflammatory 

dendritic epidermal cells in atopic dermatitis are tolerized towards TLR2 

activation. Allergy, 73: 2205-2213, 2018.

●Iwamoto K, Moriwaki M, Hide M, et al. Staphylococcus S. aureus from 

atopic dermatitis skin alters cytokine production triggered by 

monocyte-derived Langerhans cell. J Dermatol Sci, 88: 271-279, 2017

●Iwamoto K, Tanaka A, Kawai M, et al. A large heterozygous deletion 

including entire C1 inhibitor gene in a sporadic case of hereditary an-

gioedema. Clin Exp Dermatol, 37: 20-3, 2012

●岩本　和真, じんま疹・血管性浮腫. 今日の治療指針2020, 医学書院

●岩本　和真（分担執筆）, 血管性浮腫（NSAIDsによらないもの）. 重篤

副作用疾患別対応マニュアル, 厚生労働省

●岩本　和真, 三原　祥嗣, 池澤　善郎, 秀　道広. 遺伝性血管性浮腫の全国

実態調査. アレルギー, 60: 26-32, 2011
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●アトピー性皮膚炎

●じんま疹・血管性浮腫・遺伝性血管性浮腫

●乾癬

●皮膚科一般
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●日本皮膚科学会　皮膚科専門医

●日本アレルギー学会　アレルギー専門医

●医学博士

●難病指定医・小児慢性特定疾病指定医

●日本臨床皮膚科学会
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広島大学医学部卒業

●1983年 岩本医院　院長
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Takashi Iwamoto

岩本　隆志
循環器内科医

広島大学医学部卒業

●大学病院と一般病院にて内科疾患全般について2年間研修

●広島大学循環器内科（5年間勤務）

●県立広島病院循環器内科（11年間勤務）

●1989年 岩本内科循環器内科　院長

ᚾᑿ

P第2駐車場

大きく見る

᱕ଝᰛତዎ

駐車場完備
（計14台／自転車・バイク用スペース有）

ഏనᲦᑌᶗଝᰛତዎ

●JR山陽本線「新井口」駅より徒歩約6分

●広島電鉄宮島線「井口」駅より徒歩約5分

082-278-3758
〒733-0841 広島県広島市西区井口明神1-9-2

ご予約・お問い合わせ

かかりつけ医検索サイト
「ファミリードクター」に

コラム掲載中！

Copyright Ⓒ Iwamoto Dermatology & Allergology Clinic. All Rights Reserved.

P 第2駐車場／井口明神小学校 西隣り（11台／バイク用スペース有）

第1駐車場／クリニック正面（3台） 駐輪場／クリニック横

内科・循環器内科・小児科

●皮ふ科アレルギー科・内科　○皮ふ科アレルギー科のみ
＊小児科は午前のみ　＊循環器内科は午後のみ　＊休診日：水曜日･日曜日・祝日

診療時間  月 火 水 木 金 土

9：00～12：30

15：00～18：00

 ● ●  ● ● ●

 ● ●  ● ●
○
14：30
▼
17：00

診療科ごとの診療時間について
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082-278-3758
〒733-0841 広島県広島市西区井口明神1-9-2

内科・循環器内科・小児科

サイトマップ
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内科の休診日
下記の日程で内科は休診になります。

なお、皮ふ科は通常通り診察しております。

9月30日（木） 10月1日（金）

午前 × 診察

午後 × ×


