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外用薬（ポルトガル語 Português） 
＜Remédios de uso externo＞ 
のんではいけませんNão beber 

 
      vez(es) ao dia（1日  回） 
Usar por       dias（  日分） 

 
□Colírio（点眼）  □Colocar na área（塗布） 
□Inalação（吸入） □Gôtas para o ouvido（点耳） 
□Spray（噴霧）   □Gôtas para o nariz（点鼻） 
□Gargarejo（うがい） 
□Cobrir a área ( Colocar o adesivo medicado )（貼りつけ） 
□Supositório ( Colocar no ânus )（坐薬） 
□Supositório vaginal ( Colocar na vagina )（膣錠） 
      por vez（1回  ずつ使用） 
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頓服薬（ポルトガル語 Português） 
＜Remédios para uso quando necessários＞ 

 
Tome       comprimido(s) a cada uma vez 

（1回  錠） 
※ Não tome mais de       vez(es) 

  em um somente dia.（1日  回まで） 
Quando tiver os seguintes sintomas: 
（以下の時に服用して下さい） 
□Febre alta（高熱時） □Dores（痛む時） 
□Insonia （不眠時） □Intestino preso （便秘時）  
□Ataque de coração（心臓発作時） 
□Antes de dormir（就寝前） 
□Dissolver na boca（口の中でなめて下さい） 
□Sublingual（舌下）  
 
※ Espere       hora(s) antes da dose seguinte. 
（  時間以上間隔をあけて服用して下さい） 
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内用薬（ポルトガル語 Português） 
＜Remédios de uso interno＞ 

 
      vez(es) ao dia（1日  回） 
Tome por       dias（  日分） 

 
      cápsula(s)（カプセル） 
      comprimido(s)（錠）    por vez（1回） 
      pacote(s)（包） 
 
□De manhã（朝） □À tarde（昼） □À noite（夕） 
 
□Antes das refeições（食前） 
□Depois das refeições（食後） 
□Entre as refeições（食間） 
□Antes de dormir（ねる前） 
□Cada       hora（  時間毎） 
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