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外用薬（スペイン語 Español） 
＜Medicina para uso externo＞ 
のんではいけませんNo tomar 

 
      vez(ces) por día（1日  回） 

Para       días（  日分） 
 
□Colirio（点眼）   □Friccionar el área（塗布） 
□Inhalación（吸入） □Gotas para el oído（点耳） 
□Atomizador（噴霧）□Gotas para la nariz（点鼻） 
□Gárgaras（うがい） 
□Cubrir el área（貼りつけ） 
□Supositorio ( Se introduce por el ano )（坐薬） 
□Tableta vaginal ( Se introduce por la vagina )（膣錠） 
      cada vez（1回  ずつ使用） 
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頓服薬（スペイン語 Español） 
＜Medicina para uso según cada síntoma＞ 

 
Tome       pastilla(s) cada vez 

（1回  錠） 
※ No tome más de       vez(ces) por día. 

（1日  回まで） 
Cuando sienta los siguientes síntomas: 
（以下の時に服用して下さい） 
□Fiebre alta（高熱時） □Dolor（痛む時） 
□Insomnio（不眠時） □Estreñimiento（便秘時）  
□Ataque al corazón（心臓発作時） 
□Antes de dormir（就寝前） 
□Disolver en su boca（口の中でなめて下さい） 
□Disolver en su boca（舌下）  
 
※ Favor de esperar       hora(s) antes de la  
próxima dosis. 
（    時間以上間隔をあけて服用して下さい） 
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内用薬（スペイン語 Español） 
＜Medicina para uso interno＞ 

 
      vez(ces) por día（1日  回） 
Tomelo por       días（  日分） 

 
      cápsula(s)（カプセル） 
      pastilla(s)（錠）       en una vez（1回） 
      paquete(s)（包） 
 
□De mañana(朝)  □De tarde(昼)  □De noche(夕) 
 
□Antes de la comida（食前） 
□Después de la comida（食後） 
□Entre las comidas（食間） 
□Antes de dormir（ねる前） 
□Cada       horas（  時間毎） 
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