
 

   
 Mag-ingat sa sakit na Rubella o  

German measles. 
 

Maaaring mag patingin o mag pasuri  
(proteksyon o Antibody test)  kung madaling 

mahawaan ng Rubella o German measles! 
 
 

 
Ang mga sintomas ng German measles o Rubella ay lagnat, namamaga ang lymph  

node, pantal (pulang tuldok sa balat), maaaring magkahawahan at nakakahawa.  
Nakakahawa ito pag katapos at bago lumabas ang sintomas sa loob ng isang linggo. 
 

 

 

Kapag nahawahan ng sakit na ito ang mga nag dadalang tao o buntis ay  
maaaring mag-kasakit ang bata. Tulad ng sakit sa puso, pagka bingi o mahirap makarinig. 

Ngunit, Ang mga nag dadalang tao o buntis ay hindi maaaring mag pabakuna 
(injection laban sa sakit na ito).   
Mag-ingat lalo na ang mga nag dadalang tao o buntis para di mahawahan ng Rubella 

 o German measles. 
 

 

 

 Malalaman kung kailangang mag pabakuna o hindi, magpasuri (antibody test) kung  
madali mahawahan o hindi ng Rubella o German measles. 
 Bakit di subukang mag pasuri? 

(1) Saan: Health center ng Shimane prepecture, bahagi ng ospital 
※Tingnan ang mga ospital sa susunod na pahina (sa likod). 

(2) Sino: Ang mga nakatira sa Shimane prefecture na naaangkop sa mga sumusunod. 
    ①May kasambahay na buntis 
    ②Gustong magkaanak, inaakalang nag dadalang tao 
    ③May kasambahay na babae na nakalagay sa ② 

(3) Ang mga gustong mag pasuri ay 
    ①Mag pa reserve o tumawag sa health center o ospital. 
    ②Pumunta sa araw na nag pareserb sa health center o ospital. 

Paraan ng pag susuri（kukuhanan ng dugo）. 
 

 

 

 
＜Para sa mga impormasyon＞ Dibisyon ng Pharmaceutical Kalusugan at Medikal ng Shimane Prefecture 

TEL: 0852-22-5254 

Ano ang Rubella o German measles ? 

風しんに注意 タガログ語 Tagalog 

Mag-ingat lalo na ang mga nag dadalang tao o buntis！ 

Pag papatingin ng antibody test ng German measles o Rubella (libre)（＊） 

Libre ang patingin ng may markang  
(*) hanggang Mar.31,2014 (hindi 
 kailangang magbayad) 
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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

Mga ospital na nag susuri o maaaring mapag kosultahan (antibody test) kung ligtas sa sakit na Rubella o German measles.
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