
 

 

 

 

Cuidado com a Rubéola! 
É possível  real izar o exame de taxa de anticorpos da rubéola! 
 
 
 

 

Os principais sintomas da rubéola são febre, mancha vermelha no corpo e inchaço nos 
ganglios linfáticos. A rubéola é transmitida de pessoa em pessoa. 

A transmissão pode ocorrer aproximadamente uma semana antes ou depois de 
apresentar os sintomas. 

  
 

Quando a gestante é contaminada pela rubéola, o bebê pode nascer com problemas de 
audição e doenças do coração. 

Além disso, as gestantes não podem receber a vacina preventiva contra a rubéola. 
É necessário que as gestantes tenham cuidado especial para não serem contaminadas 

pela rubéola. 
 
 

 

Com o exame de taxa de anticorpos da rubéola é possível saber se há probabilidade de 
ser contaminado e se é necessário tomar a vacina preventiva. 

Gostaria de realizar o exame de taxa de anticorpos de rubéola? 

(1) Onde: em alguns hospitais localizados na província de Shimane. 
※Verifique a lista de hospitais no verso. 

(2) Quem pode: pessoas que moram na província de Shimane e se 

enquadra em uma das condições abaixo. 
①Pessoas que moram com gestante. 
②Mulheres que planejam engravidar ou que possam estar gravidas. 

③Pesssoas que moram com a pessoa que se enquadra na condição②. 

(3) Pessoas que desejam realizar o exame 
①Marcar hora no hospital. 

②Compareça no hospital na data marcada e realize o exame de sangue. 
 

    

 

 

＜Contato＞Shimane-ken Yakuji Eisei Ka, tel 0852-22-5254 

風しんに注意 ポルトガル語 Português 

Gestantes devem ter cuidado especial! 

Exame de taxa de anticorpos da rubéola (gratuíta).（＊） 

Para as pessoas abaixo (＊), o exame será 
gratuíto até 31 de março de 2015. 

(Não é necessário pagar). 

島根県 Província de Shimane Junho 2014 

O que é Rubéola? 



松江市立病院 0852-60.-8000 辰村医院 0854-42-0402 上垣医院 0854-82-0270
松江記念病院 0852-27-8111 長見クリニック 0854-42-5055 やまうち内科 0854-84-0707
東部島根医療福祉センター 0852-36-8011 川本医院 0854-42-0205 木島医院 0854-82-8527
佐野内科循環器科医院 0852-21-4772 平成記念病院 0854-45-5111 うめがえ内科クリニック 0854-83-7800
信太内科医院 0852-21-2046 掛合診療所 0854-62-0135 郷原医院 0854-82-0817
鈴木内科医院 0852-22-2123 町立奥出雲病院 0854-54-1122 須田医院 0854-88-2124
津森医院 0852-34-0125 井上医院 0854-52-1030 加藤病院 0855-72-0640
野津医院 0852-34-0503 石原医院分院 0854-52-9060 加藤クリニック 0855-72-2311
星野医院 0852-36-8758 永生クリニック 0854-52-0250 秦クリニック 0855-75-1661
福間内科医院 0852-21-3727 馬木診療所 0854-53-0500 波多野診療所 0855-75-1232
津田小学校前よしの医院 0852-22-1133 飯南病院 0854-72-0221 大和診療所 0855-82-2216
梶谷医院 0852-23-7788 来島診療所 0854-76-2309 邑智病院 0855-95-2111
乃木クリニック 0852-26-5122 小林病院 0853-21-5230 河野医院 0855-87-0303
はしだ小児科医院 0852-37-0880 板垣医院 0853-21-1772 三上医院 0855-83-0977
森脇医院 0852-27-2211 三原医院 0853-21-0284 星ケ丘クリニック 0855-84-0006
若槻内科医院 0852-27-3111 手納医院 0853-22-6660 上田医院 0855-85-0070
福田内科クリニック 0852-27-1200 江口内科医院 0853-23-3166 三笠記念クリニック 0855-83-2051
小竹原医院 0852-25-3223 堀江内科呼吸器科医院 0853-21-0067 沖田病院 0855-22-1555
中西医院 0852-22-8611 牧野内科 0853-24-2203 島田病院 0855-22-2511
吉岡内科医院 0852-21-3453 遠藤クリニック 0853-23-2021 中村医院(片庭町） 0855-22-1183
松江東健康クリニック 0852-25-0077 松陽台佐藤クリニック 0853-23-5883 沖田内科医院 0855-22-0767
つきざわ内科医院 0852-21-8180 伊藤医院 0853-43-1111 笠田医院 0855-22-1621
淞北台メディカルスクエアよねだ内科 0852-28-2500 大曲診療所 0853-21-1186 西川胃腸科内科医院 0855-23-0100
福田内科医院 0852-24-6555 古瀬医院 0853-48-0008 やすぎクリニック 0855-28-1911
内田クリニック 0852-59-5880 あべ医院 0853-21-3100 小池医院 0855-27-1020
いしいクリニック 0852-55-6363 基常小児科・福代皮膚科 0853-21-1262 大麻診療所 0855-26-0014
小林クリニック 0852-55-6616 白枝内科クリニック 0853-25-2110 中村胃腸科内科医院 0855-22-8000
中村内科循環器クリニック 0852-20-7711 竹下内科医院 0853-22-0202 斎藤医院 0855-23-0228
ほしの内科・胃腸科クリニック 0852-20-1333 高鳥クリニック 0853-25-2211 中村呼吸器内科医院 0855-27-4593
たくわ小児科クリニック 0852-20-0808 かわすみクリニック 0853-25-2111 さわだこどもクリニック 0855-28-3777
松江腎クリニック 0852-59-3800 槇野クリニック 0853-23-7555 さかね内科 0855-22-2234
おむら内科クリニック 0852-31-5588 秦医院 0853-28-0117 すみれ小児科 0855-26-1006
ぽよぽよクリニック 0852-25-2581 瀬島医院 0853-21-6622 都医院 0855-26-0100
たなか内科クリニック 0852-60-5877 深田医院 0853-22-8824 産婦人科江木医院 0855-22-1181
いんべ杉谷内科小児科医院 0852-33-2800 芦沢医院 0853-22-8228 岡本胃腸科内科医院 0855-23-5555
つわぶきクリニック 0852-60-2323 ふじのクリニック 0853-24-3387 中山産婦人科医院 0855-22-0071
佐藤内科医院 0852-21-2425 角医院 0853-30-6077 半田医院 0855-22-0288
あさひまちクリニック 0852-61-3006 嘉村医院 0853-48-0666 丸山内科クリニック 0855-22-1115
大学前のつ内科クリニック 0852-24-3000 わたなべこどもレディースクリニック 0853-30-8020 波佐診療所 0855-44-0001
くらたこどもクリニック 0852-61-1688 きむらこどもファミリークリニック 0853-20-0903 酒井外科内科医院 0855-45-0222
大國内科クリニック 0852-60-1266 はしもと内科クリニック 0853-25-0211 あさひ診療所 0855-45-0002
やましろクリニック 0852-27-9696 はら呼吸器内科クリニック 0853-25-7455 弥栄診療所 0855-48-5001
飯塚小児科医院 0852-21-2278 つむらファミリークリニック　くみ小児科 0853-23-9393 山根病院三隅分院 0855-32-4343
浅野小児科医院 0852-21-2776 おおつ内科クリニック 0853-25-7800 寺井医院 0855-32-0038
ふれあい診療所 0852-23-1111 佐藤産婦人科医院 0853-21-0973 中村医院(三隅町） 0855-32-0021
しみず内科クリニック 0852-22-8558 勝部小児科医院 0853-22-7125 野上医院 0855-32-0031
堀　内科胃腸科医院 0852-22-1818 後藤内科医院 0853-21-7111 江津総合病院 0855-54-0101
いきいきクリニック 0852-27-1551 知井宮堀江医院 0853-21-0918 森医院浅利診療所 0855-55-1022
小林医院 0852-21-3407 園山医院 0853-22-8555 渡利小児科内科医院 0855-52-2039
講武診療所 0852-82-2809 尾添産科婦人科医院 0853-22-0056 能美医院 0855-53-0456
中村医院 0852-82-0046 山根クリニック 0853-21-2810 国沢内科医院 0855-53-0324
野波診療所 0852-85-2303 出雲市立総合医療センター 0853-63-5111 花田医院 0855-55-0005
佐々木医院 0852-72-2522 牧野内科医院 0853-63-2851 びおら小児科 0855-53-5355
伊藤医院 0852-52-2251 及川医院 0853-63-3582 つのづ内科循環器 0855-53-1100
三浦医院 0852-52-3739 仲田医院 0853-63-1212 應儀医院 0855-92-0057
うらしまクリニック 0852-53-0622 河原泌尿器科医院 0853-62-9155 平野医院 0856-22-0998
八重垣レディースクリニック 0852-52-7790 きさ内科皮フ科クリニック 0853-63-7210 松本医院 0856-25-2611
医療法人社団佐貫内科医院 0852-54-0886 松本医院 0853-62-3142 山尾医院 0856-22-1878
奥村医院 0852-62-0418 母里医院 0853-63-5700 ますたに小児科医院 0856-24-0810
たまゆ内科クリニック 0852-62-0133 斐川生協病院 0853-72-0321 津田医院 0856-27-0007
田中医院 0852-66-0022 出雲徳洲会病院 0853-73-7000 能美小児科医院 0856-24-2886
坪内内科小児科医院 0852-66-2545 いいつかクリニック 0853-72-4777 すみかわクリニック 0856-23-1188
来待診療所 0852-66-0002 佐田診療所 0853-84-0410 中島こどもクリニック 0856-24-8521
吉岡医院 0852-76-3466 久村診療所 0853-86-2020 黒田医院 0856-22-0966
門脇医院 0852-76-2023 原医院 0853-43-2008 斧山医院 0856-22-1346
日立記念病院 0854-22-2180 たけだファミリークリニック 0853-43-3355 村野医院 0856-31-2400
安来第一病院 0854-22-3411 武波内科医院 0853-43-3700 おちハートクリニック 0856-23-1588
吉岡病院 0854-22-2065 西尾医院 0853-53-5300 まついクリニック 0856-31-1830
森脇医院 0854-28-8635 山本内科胃腸科 0853-53-5551 石見クリニック 0856-23-2370
吉田医院 0854-22-2064 中島医院 0853-53-2116 なかしまクリニック 0856-25-2503
金藤内科・小児科医院 0854-28-6688 大田市立病院 0854-82-0330 美都診療所 0856-52-7272
杉原医院 0854-23-1236 合原医院 0854-82-1737 津和野共存病院 0856-72-0660
麦谷内科クリニック 0854-22-1855 大田呼吸循環クリニック 0854-82-0036 好生堂和﨑医院 0856-72-0025
杉原クリニック 0854-22-1222 根宜小児科・婦人科クリニック 0854-82-1027 つわぶき医院 0856-72-3500
渡部医院 0854-22-2486 小野医院 0854-82-8328 増野医院 0856-74-0053
安来市立病院 0854-32-2085 昭和医院 0854-82-3492 日原診療所 0856-74-0121
河村医院 0854-32-2436 田原医院 0854-82-5115 小笠原医院 0856-79-2012
雲南市立病院 0854-43-3602 福田医院 0854-85-8526 松浦内科胃腸科 0856-77-0111
横山内科医院 0854-43-8010 石田医院 0854-82-1160 海士町Ama-cho 海士診療所 08514-2-0200
晴木医院 0854-43-2035 合原医院　鳥井診療所 0854-84-8201 西ノ島町Nishinoshima-cho 隠岐島前病院 08514-7-8211
清水医院 0854-49-7022 渡辺医院 0854-82-9345 知夫村Chibu-mura 知夫村診療所 08514-8-2011
本永瀬医院 0854-49-7028 池田診療所 0854-83-3084 隠岐病院 08512-2-1356
横山医院 0854-42-0123 川上医院 0854-82-0296 高梨医院 08512-2-0049

Lista de Hospitais onde é possível realizar o exame de taxa de anticorpos da Rubéola

病院
Hospital TEL 市町村

Município/Cidade
病院

Hospital

（風しんの抗体価検査を受けることができる病院）

TEL市町村
Municí

安来市
Yasugi-shi

雲南市
Unnan-shi

奥出雲町
Okuizumo-cho

飯南町
Iinan-cho

出雲市
Izumo-shi

大田市
Oda-shi

市町村
Municí

病院
Hospital TEL

松江市
Matsue-shi

川本町
Kawamoto-cho

美郷町
Misato-cho

雲南市
Unnan-shi

大田市
Oda-shi

(1 de abril de 2014/ 2014年4月1日）

邑南町
Onan-cho

浜田市
Hamada-shi

江津市
Gotsu-shi

益田市
Masuda-shi

津和野町
Tsuwano-cho

吉賀町
Yoshika-cho

隠岐の島町

Okinoshima-cho


