
乳幼児服薬指導加算

（H30年調剤報酬点数表より）

６歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等 に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、 かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、 12点を所定点数に加算する。

（補足）

ア　「注６」の乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

イ　乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。

ウ　アにおける確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載する。

（算定要件）

●確認事項の確認（6歳未満の乳幼児、体重、適切な剤形であること）

●指導の要点の確認（適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な指導等）

●薬歴管理指導簿と手帳の記載（確認事項と指導の要点）



系統 内容

適切な剤形であること 剤型の確認 剤型について保護者より服用可能な剤型である旨を確認

適切な服薬方法

粉薬

服用方法

ドライシロップは粉のまま服用させても、水に溶かしてシロップにして服用させても問題のないお薬です。

水に溶かす場合は、シロップとしては保管せず、服用の都度溶かすようにしてください。

激しく泣くお子さんに無理やり飲ませようとすると、気管に入ることがありますので、いったん休んで様子を見て適切な方法を考えましょう。

食後の服用はおなかが一杯なので嫌がります。このお薬は食事に関係なく服用してかまわないので、ミルクや授乳の前に服用させてみてください。

飲み残しを防ぐために少量の水に溶いて飲ませてあげてください。

飲みにくい場合は数滴のお水を加えてペースト状のお団子にしてほほの内側か上あごに塗りつけて、すぐに水やぬるま湯で流し込んで下さい。

スポイトで飲ませる場合はほほの裏側に流し入れると戻しにくいです

ミルクに薬を混ぜるとミルクの味が変わりミルク嫌いの原因となるので、なるべくミルクに混ぜることは避けてください。

哺乳瓶の乳首の部分を利用してシロップ状にした薬を注いで吸わせてみてください

ほとんど味のしないお薬です。水やジュースに混ぜて飲ませてあげてください

冷やすと味が分かりにくくなり飲みやすくなります。

苦味系

苦味のあるお薬です。バニラアイスやチョコレート味のゼリーに混ぜると服用しやすくなります。

ヨーグルトやアイスクリームと混ぜると服用しやすくなります。（マクロライド系薬剤は果実系のアイスクリームで苦味が出ることを説明）

オレンジジュースやリンゴジュースに混ぜると服用しやすくなります。（マクロライド系不可）

口の中に残ったお薬で苦くなることがあるので、服用後はすぐにお水を飲ませてあげましょう。

クラリスロマイシン（クラリス、クラリシッド）は酸性のものと混ざると苦味が出てきてしまうお薬ですので、スポーツドリンクや乳酸菌飲料などの酸味のあるものと一緒に飲ませないようにしてあげてください。

（マクロライド系抗生物質共通、ユナシンも）（クラリス・クラリシッド・クラリスロマイシン・エリスロマイシン・エリスロシン・ジスロマック・アジスロマイシンなど）

苦味消し お薬の服用で苦味を感じてしまったら、飴をなめさせてあげると苦味が軽減されます。飴をなめることができないお子さんには練乳を一さじなめさせてあげてください。

座薬

おむつを替える要領で赤ちゃんの足を上げ、とがった方から肛門に素早く入れてください。

先端を水や、ベビーオイル、オリーブオイルなどで濡らすと挿入しやすくなります。

座薬を入れてしまった直後に出てしまった場合は、そのものか新しいものを再度挿入してください。もし、半分以上溶けていたり、５分以上肛門内にとどまっていた場合は今回分は飛ばしてください。

目薬

涙で目薬が流されてしまうので、泣いている最中は点眼を避けてください。

子供は動くので、点眼時に容器の先や爪が目に当たらないように注意してください。

子供を仰向きに寝かせておなかの上にまたがり両足のふとももで頭部を固定して点眼してみてください。

赤ちゃんは、寝ているときに点眼しても構いません。目頭付近に点眼すると自然に全体に広がります。

塗り薬

ローションで塗る量は、１円玉の大きさで大人の両手のひら分をカバーすると適量です。

軟膏を塗る量は、成人の人差し指の最先端から１番目の関節までが0.5ｇに相当します。その量で両手のひらをカバーすると適量です。

保湿剤は入浴後できるだけ早く塗ると水分を閉じ込めて効果的です。

保湿剤は少量を薄く塗るのではなく、少し多いと感じる程度の量を塗りましょう。

ステロイド外用剤は5段階の強さがあり、症状や部位によって使用する強さが違うため、患部に応じて決められた塗り薬を使うようにしてください。

塗り薬は一般的に入浴後が効果的です。ステロイドと保湿剤を同時に使うときは保湿クリームを全体に塗った後、赤いところのみステロイド剤を重ねて縫ってください。

相互作用や飲食物の相性 相性×

ムコダイン ヨーグルトに混ぜると味が悪くなり、薬の効果も悪くなります。

クラリス

クラリシッド

ユナシン

ジスロマック

セフゾン

オレンジジュースやスポーツドリンクに混ぜると、苦くなります。 

フロモックス 時間の経過で苦味が増加します。

ニューキノロン系 ヨーグルトやアイスクリームに混ぜるとお薬の効果が落ちます。。 

セフジニル セフジニルは鉄を含むお薬と一緒に服用すると、どちらの効果も減少してしまうので、服用の間隔を2時間以上ずらして服用するようにしましょう。（鉄剤：インクレミン）



分類 薬品名 有効成分 色 味

去痰薬

ムコダインDS50％ L-カルボシステイン 白色 わずかに酸味

カルボシステインDS50％「タカタ」 L‐カルボシステイン 微黄色 青リンゴ味、酸味

ムコサールDS1.5％ アンブロキソール塩酸塩 白色 甘い

抗アレルギー薬

アレジオンDS1％ エピナスチン塩酸塩 白色 ヨーグルト味、後で苦味

オノンDS10％ プランルカスト水和物 微黄色 甘い

ジルテックDS1.25％ セチリジン塩酸塩 白色 イチゴ味

テルギンG　DS0.1％ クレマスチンフマル酸塩 白色 甘い

抗ウイルス薬
アストリックDS80％ アシクロビル 白色 甘い

タミフルDS3％ オセルタミビルリン酸塩 白～微黄色 ミックスフルーツ味、後で苦味

抗生物質

クラバモックス小児用配合DS
クラブラン酸カリウム

アモキシシリン水和物
白～帯黄白色 イチゴクリーム味

クラリスDS10％小児用 クラリスロマイシン ピンク色 イチゴ味、後で苦味

クラリスロマイシンDS小児用10％「タカタ」 クラリスロマイシン 微黄色 バナナ味、後で苦味

ジスロマック細粒小児用10％ アジスロマイシン水和物 薄いオレンジ色 オレンジ味、後で苦味

セフゾン細粒小児用10％ セフジニル細粒 ピンク色 イチゴ味

フロモックス小児用細粒100ｍｇ セフカペン　ピボキシル塩酸塩 ピンク色 イチゴ味

ホスミシンDS400 ホスホマイシンカルシウム水和物 白色 ヨーグルト味

メイアクトMS小児用細粒10％ セフジトレン　ピボキシル オレンジ色 バナナ味、後で苦味

ワイドシリン細粒200 アモキシシリン水和物 ピンク色 甘い

整腸薬 ビオフェルミン配合散
ラクトミン

糖化菌
白色 無味

制吐薬
ナウゼリンDS1％ ドンペリドン 白色 ヨーグルト味

ドンペリドンDS1％「サワイ」 ドンペリドン 白色～微黄色 味はわずかに苦い

鎮咳薬 アスベリン散10％ チペピジンヒベンズ酸塩 オレンジ色 無味

解熱鎮痛剤
コカールDS40％ アセトアミノフェン 薄いオレンジ色 甘い

カロナール細粒20％ アセトアミノフェン 淡橙色 味は甘く、のち苦い

気管支拡張剤 メプチンDS0.005％ プロカテロール塩酸塩水和物 白色 甘い

抗プラスミン剤 トランサミン散50％ トラネキサム酸 白色 少し苦い

消化管用吸着剤 アドソルビン原末 天然ケイ酸アルミニウム 白色 砂っぽい、苦み

乳糖分解酵素剤 ミルラクト細粒50％ β-ガラクトシダーゼ（ペニシリウム） 白～微黄色 無味



分類 薬品名 主成分 色 味 備考

気管支拡張剤 メプチンＳｙｒ プロカテロール 無色（やや粘稠） 甘い

去痰剤

セネガSyr セネガ 黄褐色（濃稠） 甘い サリチル酸メチル様の特異なにおい

アンブロキソールSyｒ「タイヨー」 アンブロキソール塩酸塩 無色～微黄色　 甘い

カルボシステインＳｙｒ「テバ」 L‐カルボシステイン 褐色 甘味 鼻水の症状にも使われる

小児用ムコソルバンＳｙｒ アンブロキソール 無色～微黄色 甘い 果実様のにおい

サリパラ液 オウヒエキス 赤褐色～暗褐色 甘い

ムコダインＳｙｒ L‐カルボシステイン 褐色 甘い 開封後、冷所保存

キョウニン水「ケンエー」 キョウニン水 無色～微黄色 特異な味 ベンズアルデヒドようのにおい

解熱鎮痛剤 アセトアミノフェンSyr アセトアミノフェン 淡褐色～褐色 甘い アップルようのにおい

抗アレルギー薬 ゼスランSyr メキタジン 無色～微黄色（濃稠） 甘い 光によって徐々に着色する（遮光保存）

抗生物質 ジョサマイSyr ジョサマイシンプロピオン酸エステル 白色(粘稠性あり） 甘い

抗てんかん剤

躁病・躁状態治療剤

片頭痛治療剤

デパケンSyr バルプロ酸ナトリウム 赤色澄明 甘い（パイナップルの香り）

バレリンSyr バルプロ酸ナトリウム 無色〜微黄色（粘稠） 甘い

抗ヒスタミン剤

ザイザルSyr レボセチリジン塩酸塩 無色 甘い 腎障害を有する小児患者では、各患者の腎クリアランス と体重を考慮して、個別に用量を調整

アリメジンSyr アリメマジン酒石酸塩 赤色 苦味（ストロベリーの香り） 光によって徐々に着色する（遮光保存）

ペリアクチンSyr シプロヘプタジン塩酸塩 無色〜微黄色 強い甘み 果実様のにおい

抗プラスミン剤 トランサミンSyr トラネキサム酸 淡赤色 甘い（オレンジの香り） 遮光保存

催眠剤 トリクロリールＳｙｒ トリクロホスナトリウム 橙色 甘いがのちに苦味 バニリン様のにおいを有する、遮光・冷所保存

ステロイド剤
デカドロンエリキシル デキサメタゾン 赤色 甘い

リンデロンＳｙｒ ベタメタゾン だいだい色 とても甘い

制吐剤 プリンペランＳｙｒ メトクロプラミド 無色
苦い

（オレンジの香り）

生理的朝刊機能改善薬

抗アンモニア血症治療薬

ピアーレＳｙｒ ラクツロース 淡黄色～黄色 わずかに甘い

ラクツロースＳｙｒ ラクツロース 無色～淡黄色（粘性あり） 甘い

鎮咳剤

セキコデSyr 黒褐色 甘いがわずかに苦みが残 る 遮光

プラコデSyr 褐色
甘味とわずかな苦味

（チョコレートの香気）

メジコンＳｙｒ デキストロメトルファン臭化水素酸塩 淡黄褐色 甘味，苦味

アスベリンSyr チペピジンヒベンズ酸塩 白色～淡黄灰白色 甘い

鉄剤 インクレミンSyr ピロリン酸第二鉄 だいだい色 甘い サクランボの芳香を有する


