
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２０℃における２ w/v%水溶液の粘度が２．０－２．９ mPa・ sであるヒドロキシプロピル
セルロース、糖質および有効成分としてのロラタジンを含むドライシロップ剤。
【請求項２】
　糖質が糖類または糖アルコールである、請求項１に記載のドライシロップ剤。
【請求項３】
　糖質が白糖、マルチトール、マンニトール、ラクトースおよびキシリトールからなる群
から選択される１または２以上である、請求項１または２に記載のドライシロップ剤。
【請求項４】
　糖質が白糖である、請求項１から３のいずれかに記載のドライシロップ剤。
【請求項５】
　界面活性剤および消泡剤をいずれも含まない、請求項１から４までのいずれかに記載の
ドライシロップ剤。
【請求項６】
　以下の物性を示す、請求項１から５までのいずれかに記載のドライシロップ剤：
  (i)　水 100mLに 5g投入すると、 1分以内に沈降する；
 (ii)　水 100mLに 5gを投入し、往復転倒させてから静置すると、白濁して分散する；
(iii)　水 100mLに 5gを投入し、往復転倒させ、次いで 1日放置した後、再度往復転倒させ
てから静置すると、白濁して再分散する；
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 (iv)　分散性を評価した後、 1分以内に浮遊物を生じさせない；および
  (v)　分散性を評価した後、 1分以内で泡が減少する。
【請求項７】
　糖質および有効成分としてのロラタジンと、２０℃における２ w/v%水溶液の粘度が２．
０－２．９ mPa・ sであるヒドロキシプロピルセルロースの水溶液とを混合し、造粒し、乾
燥することを特徴とする、ドライシロップ剤の調製方法。
【請求項８】
　２０℃における２ w/v%水溶液の粘度が２．０－２．９ mPa・ sであるヒドロキシプロピル
セルロース、糖質および有効成分としてのロラタジンを含み、ロラタジンが水中に均一に
分散している分散液。
【請求項９】
　請求項１～６のいずれかに記載のドライシロップ剤を水中へ投入し攪拌することで得ら
れる請求項８に記載の分散液。
【請求項１０】
　

。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はロラタジンの新規な剤形、詳細にはロラタジンのドライシロップ剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロラタジンは商品名「クラリチン錠」として市販されているアレルギー性疾患治療剤（
ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬）の有効成分である。ロラタジンは化学名：４－（８－クロ
ロ－５，６－ジヒドロ－１１　Ｈ－ベンゾ［５，６］シクロヘプタ［１，２－ｂ］ピリジ
ン－１１－イリデン）－１－ピペリジンカルボン酸エチルエステルで表され、特許文献１
に初めて開示された化合物である。
【０００３】
　医薬品の剤型には錠剤、散剤、顆粒剤、カプセル剤等、各種の形態がある。医薬品剤型
のひとつであるドライシロップ剤とは、日本薬局方製剤総則によると「用時溶解または懸
濁して用いる製剤」に相当する。ドライシロップ剤は、薬を嫌う小児や、嚥下困難な高齢
者を特に対象とし、服用しやすい製剤である。さらに、ドライシロップ剤は粉末状または
粒状であるため、分包や秤量が容易であり、また持ち運びに便利という利点を有する。
【０００４】
　特許文献１には、ロラタジンの類縁化合物、白糖、ソルビトール、水等を含む液状シロ
ップ製剤が記載されているが、ドライシロップ剤は記載されていない。特許文献２には、
ロラタジンのバイオアベイラビリティー向上を目的とした製剤の研究が記載されているが
、ロラタジンのドライシロップ剤は記載されていない。特許文献３には、 (ａ）少なくと
も１つの有効物質、（ｂ）シュクロース（白糖）等の少なくとも１つの増量剤、（ｃ）セ
ルロース物質等の少なくとも１つの結合剤、ならびに（ｄ）タルク等の補助剤を配合した
口腔内崩壊剤が記載されている。具体的には、ジクロフェナックカリウム、マンニトール
およびポリビニルピロリドンを含有した速溶解性経口剤形物が記載されている。しかし、
ここでも、ロラタジンのドライシロップ剤は記載されていない。特許文献４には、水に溶
解する有効成分および白糖を含有する速崩壊性の経口医薬組成物が記載されている。具体
的にはファロペネムナトリウム、白糖およびヒドロキシプロピルセルロース等を含有した
ドライシロップ剤が開示されている。ここでの製剤は、水に入れると薬物が溶解し、得ら
れる溶液は無色透明となる。ここでもロラタジンのドライシロップ剤は記載されていない
。
【０００５】
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ロラタジンを２０℃における２ w/v%水溶液の粘度が２．０－２．９ mPa・ sであるヒドロ
キシプロピルセルロースと組合わせてドライシロップ剤を調製することを特徴とする、ロ
ラタジンの水中分散性を改善する方法



【特許文献１】特開昭５７－３５５８６号公報
【特許文献２】ＷＯ０２／０５８１６号公報
【特許文献３】特表２０００－５０８６４９号公報
【特許文献４】ＷＯ０１／２６６９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記ドライシロップ剤の利点に鑑み、ロラタジンのドライシロップ剤を開発すべく鋭意
研究を重ねた。ロラタジンは疎水性薬物である。従来、疎水性薬物をドライシロップ剤に
する場合、薬物を水になじませるために配合する界面活性剤や水中分散時における泡を消
失させるために配合する消泡剤が必須とされていた。今回、本発明者らは、通常の界面活
性剤や消泡剤では目的のドライシロップが得られなかったことから、界面活性剤や消泡剤
の代わりとなる物質の検索を試みた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは鋭意研究を行い、通常は造粒性の悪い混合粉末を造粒する際に添加するあ
る種の結合剤を界面活性剤や消泡剤の代わりに用いると、水へ投入攪拌しても泡をほとん
ど生じることなく均一な分散液を与えるロラタジンの良好なドライシロップが得られるこ
とを見出し、本発明を完成させた。
【０００８】
　即ち、本発明は、
（１）　用時水を加えると均一な分散液を与える結合剤、糖質および有効成分としてのロ
ラタジンを含むドライシロップ剤、好ましくは結合剤がセルロース類、または天然高分子
化合物、および／または糖質が白糖であるドライシロップ剤、さらに好ましい態様として
界面活性剤および消泡剤をいずれも含まないドライシロップ剤、および以下に詳述する特
定の物性を示すドライシロップ剤、およびその製造方法：
（２）用時水を加えると均一な分散液を与える結合剤、糖質および有効成分としてのロラ
タジンを含み、ロラタジンが水中に均一に分散している分散液、具体的には本発明のドラ
イシロップ剤を水中へ投入し攪拌することで得られる分散液：および
（３）ロラタジンをセルロース類および／または天然高分子化合物と組合わせてドライシ
ロップ剤を調製することを特徴とする、ロラタジンの水中分散性を改善する方法：に関す
る。
【発明の効果】
【０００９】
　セルロース類などの、用時水を加えると均一な分散液を与える結合剤、糖質および有効
成分としてのロラタジンを含むドライシロップ剤は、水へ投入攪拌しても泡をほとんど生
じることなく均一な分散液を与える。
　さらに、本発明のドライシロップ剤から得られる均一な分散液は苦味を呈さない。よっ
て、本発明ドライシロップ剤は、薬を嫌う小児や嚥下困難な高齢者を特に対象としても服
用しやすい。さらに、分包や秤量が容易である、また持ち運びに便利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
（１）ドライシロップ剤
　本発明は第１の態様として、用時水を加えると均一な分散液を与える結合剤、糖質およ
び有効成分としてのロラタジンを含むドライシロップ剤を提供する。
　本発明のドライシロップ剤は、用時水を加えると均一な分散液となる。均一な分散液と
は、以下の物性を示す製剤を意味する：
  (i)　水 100mLに 5g投入すると、 1分以内に沈降する；
 (ii)　水 100mLに 5gを投入し、往復転倒させてから静置すると、白濁して分散する；
(iii)　水 100mLに 5gを投入し、往復転倒させ、次いで 1日放置した後、再度往復転倒させ
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てから静置すると、白濁して再分散する；
 (iv)　分散性を評価した後、 1分以内に浮遊物を生じさせない；および
  (v)　分散性を評価した後、 1分以内で泡が減少する。
　上記物性はそれぞれ、 (i)　沈降性、 (ii)　分散性、 (iii)　再分散性、 (iv)　浮遊物の
有無、および (v)　消泡性と称される。これらの物性を総称して、本明細書では「均一分
散性」と呼ぶことがある。これら物性の詳細は以下の試験例１にて説明する。
【００１１】
　本発明のドライシロップ剤の有効成分であるロラタジンは特開昭５７－３５５８６号公
報（上記特許文献１）に記載されている方法により当業者に周知の出発物質から容易に製
造される。
【００１２】
　本発明のドライシロップ剤に含まれる「用時水を加えると均一な分散液を与える結合剤
」とは上記の物性を示す製剤を与える結合剤を意味し、セルロース類、天然高分子化合物
、デンプンとその誘導体および合成高分子化合物等がある。具体的にはセルロース類とし
て、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセル
ロース、カルメロースナトリウム、結晶セルロース・カルメロースナトリウム、結晶セル
ロース、粉末セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、ヒドロキシ
プロピルメチルセルロースアセテートサクシネート、カルボキシメチルエチルセルロース
およびヒドロキシエチルセルロース等が挙げられる。天然高分子化合物としては、アルギ
ン酸およびその塩、グアーガム、トラガント、トラガント末、カラギーナン、アラビアゴ
ム、アラビアゴム末、カンテン、カンテン末、白色セラック、キサンタンガムおよびゼラ
チン等が挙げられる。デンプンとその誘導体としては、コムギデンプン、コメデンプン、
トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、デキストリン、アルファ化デンプン、部分
アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルスターチおよびプルラン等が挙げられる。合
成高分子化合物としては、ポリビニルピロリドンＫ２５、ポリビニルピロリドンＫ３０、
ポリビニルピロリドンＫ９０、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーＥ、アミノア
ルキルメタアクリレートコポリマーＲＳ、メタアクリル酸コポリマーＬ、メタアクリル酸
コポリマーＳ、メタアクリル酸コポリマーＬＤ、カルボキシビニルポリマー、ポリビニル
アセタールジエチルアミノアセテートおよびポリビニルアルコール等が挙げられる。本発
明に用いられる結合剤は、上記例示したなかから少なくとも１種類選択される。このなか
で、セルロース類であるヒドロキシプロピルセルロースまたは天然高分子化合物であるア
ルギン酸塩が好ましく、特にヒドロキシプロピルセルロースが好ましい。
【００１３】
　本発明のドライシロップ剤に含まれる糖質には糖類、糖アルコールがあり、例えば、白
糖、ブドウ糖、マンニトール、粉末還元麦芽糖水あめ、マルチトール、エリスリトール、
ソルビトール、マルトース、乳糖、デンプンおよびデンプン誘導体、マンノース、ソルボ
ース、キシロース、トレハロース、フルクトース、デキストラン、プルラン、デキストリ
ン、シクロデキストリン、可溶性デンプン、ヒドロキシエチルデンプン、カルボキシメチ
ルセルロース－Ｎａ、イノシトール、ズルシトール、キシリトール、アラビトール、ラフ
ィノース、ラクチトール、パラチニットなどから少なくとも１種類が選択される。また、
非糖質として、天然甘味料や合成甘味料が糖質ヘ付加的に加えられ、例えば、アスパルテ
ーム、グリチルリチン酸およびその塩、サッカリンおよびその塩、ステビアおよびその塩
、スクラロース、アセスルファムカリウムなどが糖質とともに添加される場合もある。こ
のなかで、白糖が好ましい。
【００１４】
　本発明のドライシロップ剤は製剤学的に許容される上記以外の添加剤を含むことができ
る。添加剤には滑沢剤、懸濁化剤、ｐＨ調整剤、保存剤、香料等がある。
　滑沢剤とは充填剤、吸着剤または流動化剤と言われるものを含み、例えば含水二酸化ケ
イ素、軽質無水ケイ酸、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸マグネシウムなどから少な
くとも 1種類選択される。懸濁化剤は分散剤、粘稠 (化 )剤または崩壊剤と言われるものを
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含み、例えば前記結合剤が使用できる。
【００１５】
　ｐＨ調整剤とは酸、塩基または緩衝剤と言われるものを含み、例えば塩酸、希塩酸、硫
酸、アジピン酸およびその塩、クエン酸およびその塩、グルコン酸およびその塩、コハク
酸およびその塩、アスコルビン酸およびその塩、氷酢酸およびその塩、酢酸およびその塩
、酒石酸およびその塩、フマル酸およびその塩、マレイン酸およびその塩、乳酸およびそ
の塩、リンゴ酸およびその塩、リン酸およびその塩、グリシン、炭酸水素ナトリウム、炭
酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化マグネシウムなどから少なくとも 1種類選択さ
れる。保存剤とは安定 (化 )剤と言われるものを含み、例えば安息香酸およびその塩、エデ
ト酸およびその塩、サリチル酸およびその塩、ジブチルヒドロキシトルエン、ソルビン酸
およびその塩、デヒドロ酢酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸およびその塩などから少な
くとも 1種類選択される。香料とは着香剤と言われるものを含み、例えばオレンジエッセ
ンス、オレンジ油、カラメル、カンフル、ケイヒ油、スペアミント油、ストロベリーエッ
センス、チョコレートエッセンス、チェリーフレーバー、トウヒ油、パインオイル、ハッ
カ油、バニラフレーバー、ビターエッセンス、フルーツフレーバー、ペパーミントエッセ
ンス、ミックスフレーバー、ミントフレーバー、メントール、レモンパウダー、レモン油
、ローズ油などから少なくとも 1種類選択される。
【００１６】
　本発明のドライシロップ剤に含まれる各成分の配合割合は例えば、ロラタジンが０．０
１～５０ｗ／ｗ％、結合剤が０．５～２０．０ｗ／ｗ％、糖質が２０．０～９９．５ｗ／
ｗ％であり、好ましくはロラタジンが０．１～１０．０ｗ／ｗ％、結合剤が０．５～１０
．０ｗ／ｗ％、糖質が５０．０～９９．４ｗ／ｗ％であり、より好ましくはロラタジンが
０．５～５．０ｗ／ｗ％、結合剤が０．５～５．０ｗ／ｗ％、糖質が８０．０～９９．０
ｗ／ｗ％である。本発明のドライシロップ剤における好ましい成分は、ロラタジン、結合
剤としてのヒドロキシプロピルセルロースおよび糖質としての白糖の組合わせである。
【００１７】
　ロラタジンのドライシロップ剤調製に当たり、上記特定の結合剤とともに、界面活性剤
や消泡剤を付加的に添加してしまうと良好なドライシロップが得られないことが判明した
。よって、本発明のドライシロップ剤は好ましい態様では、界面活性剤および消泡剤をい
ずれも含まない。本発明において好ましくは、含んではならない界面活性剤とは、ショ糖
脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソ
ルベート 80、ラウリル硫酸ナトリウムである。好ましくは含んではならない消泡剤とは、
シリコン樹脂、シリコーン樹脂エマルジョン、シリコン消泡剤、シリコン油、ショ糖脂肪
酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ジメチルポリシロキサン、ジメチルポリシロキ
サン・二酸化ケイ素混合物、ステアリン酸ポリオキシル 40、ソルビタン脂肪酸エステル、
トリオレイン酸ソルビタン、ポリソルベート 80である。
【００１８】
　ドライシロップ剤の粒子径について特に規定はないが、一般的には日本薬局方の散剤、
細粒剤、および顆粒剤の粒度の範囲である。
【００１９】
　本発明のドライシロップ剤は、通常の散剤、顆粒剤、細粒剤の製造方法により調製され
る。例えば、攪拌造粒法、押し出し造粒法、流動層造粒法、転動造粒法、解砕造粒法、噴
霧造粒法、破砕造粒法などである。
　攪拌造粒法について簡単に説明する。ロラタジンおよび糖質を所定量秤取し、目開き４
２５μｍの篩で篩過し、篩を通過した粉末を攪拌造粒機に入れ混合する。次いで、所定量
の結合剤を加え、一定時間造粒する。その後、適当な流動層造粒機で乾燥する。次いで、
目開き１０３８μｍのバスケットを用いて製粒機で製粒する。必要に応じて目開き１５４
μｍの金網を用い、微粉を分級機で除去することができる。得られた造粒物に適当な添加
剤を配合し、混合し、目的のドライシロップ剤を得ることができる。ここで、添加剤はそ
の一部または全てを最初のロラタジンや糖質と同時に篩過してもよい。
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【００２０】
　押し出し造粒法は、上記攪拌造粒機によって原薬、添加物等を混合・造粒した後、押し
出し造粒機を用いる以外は攪拌造粒法と同様に行うことができる。押し出し製粒機として
は、例えばＤＧＬ１型ドームグラン（不二パウダル社製、孔径：０．５ｍｍ）や円筒製粒
機（山田鉄工所社製、孔径：０．５３ｍｍ）を用いることができる。
　流動層造粒法は、上記攪拌造粒法において使用する攪拌造粒機の代わりに、流動層造粒
機を用いる以外は同様に行うことができる。流動層造粒機としては例えばＷＳＧ－５型造
粒乾燥機（大川原製作所社製）を用いることができる。
　上記の通り、本発明はさらなる態様として、糖質および有効成分としてのロラタジンと
、用時水を加えると均一な分散液を与える結合剤の水溶液とを混合し、造粒し、乾燥する
ことを特徴とする、ドライシロップ剤の調製方法をも提供する。
【００２１】
（２）分散液
　本発明は別の態様として、用時水を加えると均一な分散液を与える結合剤、糖質および
有効成分としてのロラタジンを含み、ロラタジンが水中に均一に分散している分散液を提
供する。
　本発明の分散液は、本発明のドライシロップ剤を適量の水中へ投入し攪拌することで得
られる。
【００２２】
（３）ロラタジンの水中分散性を改善する方法
　本発明は別の局面として、ロラタジンをセルロース類および／または天然高分子化合物
と組合わせてドライシロップ剤を調製することを特徴とする、ロラタジンの水中分散性を
改善する方法を提供する。詳細は上記と同様である。
【実施例】
【００２３】
　以下に本発明を実施例および試験例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに
限定されるものではない。
実施例１
攪拌造粒法によるドライシロップ剤の調製
　以下の組成（ｗ／ｗ％）を有するドライシロップ剤を、比較例製剤とともに調製した。
【００２４】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２５】
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【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２６】
　上記組成表を基に、適宜仕込量に換算して秤取する。白糖は糖質、ヒドロキシプロピル
セルロース（ HPC-SSL、 20℃における 2w/v%水溶液の粘度が 2.0-2.9mPa・ s）は結合剤、含
水二酸化ケイ素は滑沢剤として用いた。
　実施例１の場合、ロラタジン 20g、白糖 1958gを秤取し、目開き 425μｍの篩で篩過し、
篩を通過した粉末を攪拌造粒機 (10型ハイスピードミキサー、深江パウテック社製／アジ
テーター： 300rpm、チョッパー： 2500rpm)に入れ 1分間混合した。その後、 10(w/w)%ヒド
ロキシプロピルセルロースの水溶液 120gを注加し、 3分間造粒した。その後、流動層造粒
機 (WSG-5型造粒乾燥装置、大川原製作所社製、送風温度： 55℃ )で乾燥し、製品温度が 45
℃となったところで終了した。その後、目開き 1038μｍのバスケットを用いて製粒機 (P-3
型パワーミル )で製粒した。その後、必要に応じて目開き 154μｍの金網を用い、微粉を分
級機 (TMC-50-2S振動篩過機、徳寿工作所社製 )で除去した。得られた造粒物 (1791g)に上記
組成表から換算した含水二酸化ケイ素 9gを配合し、混合機 (8L V型混合機 )で混合し、ドラ
イシロップ剤を得た。
【００２７】
　比較例１の場合、ロラタジンおよび白糖を所定量秤取し、目開き 425μｍの篩で篩過し
、篩を通過した粉末を実施例１と同様の方法で製造するが、造粒時の液注加には精製水 12
0gを用いた。比較例２－５の製剤は実施例１と同様の方法で製造するが、ポリソルベート
８０（界面活性剤）またはシリコン樹脂（消泡剤）をさらに含む製剤例である。
【００２８】
押し出し造粒法によるドライシロップ剤の調製
　上記表１の組成表を基に、適宜仕込量に換算して秤取する。
　実施例１の場合、ロラタジン 20g、白糖 1958gを秤取し、目開き 425μｍの篩で篩過し、
篩を通過した粉末を攪拌造粒機 (10型ハイスピードミキサー、深江パウテック社製／アジ
テーター： 300rpm、チョッパー： 2500rpm)に入れ 1分間混合した。その後、 10(w/w)%ヒド
ロキシプロピルセルロースの水溶液 120gを注加し、 3分間造粒した。その後、押し出し製
粒機 (円筒製粒機、山田鉄工所社製、孔径： 0.53mm)で製粒し、流動層造粒機 (WSG-5型造粒
乾燥装置、大川原製作所社製、送風温度： 55℃ )で乾燥し、製品温度が 45℃となったとこ
ろで終了した。その後、目開き 1038μｍのバスケットを用いて製粒機 (P-3型パワーミル )
で製粒した。その後、必要に応じて目開き 154μｍの金網を用い、微粉を分級機 (TMC-50-2
S振動篩過機、徳寿工作所社製 )で除去した。得られた造粒物 (1791g)に上記組成表から換
算した含水二酸化ケイ素 9gを配合し、混合機 (8L V型混合機 )で混合し、ドライシロップ剤
を得た。比較例 1の場合、ロラタジンおよび白糖を所定量秤取し、目開き 425μｍの篩で篩
過し、篩を通過した粉末を実施例１と同様の方法で製造するが、造粒時の液注加には精製
水 120gを用いた。比較例２－５の製剤は実施例１と同様の方法で製造するが、ポリソルベ
ート８０（界面活性剤）またはシリコン樹脂（消泡剤）をさらに含む製剤例である。
【００２９】
流動層造粒法によるドライシロップ剤の調製
　上記表１の組成表を基に、適宜仕込量に換算して秤取する。
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　実施例 1の場合、ロラタジン 50g、白糖 4895gを秤取し、目開き 425μｍの篩で篩過し、篩
を通過した粉末を流動層造粒機 (WSG-5型造粒乾燥装置、大川原製作所社製 )に入れ 5分間混
合した。その後、 2(w/w)%ヒドロキシプロピルセルロースの水溶液 1500gを噴霧した (噴霧
速度： 30g/min、噴霧圧： 0.15MPa)。その後、製品温度が 45℃になるまで乾燥した。その
後、目開き 1038μｍのバスケットを用いて製粒機 (P-3型パワーミル )で製粒した。その後
、必要に応じて目開き 154μｍの金網を用い、微粉を分級機 (TMC-50-2S振動篩過機、徳寿
工作所社製 )で除去した。得られた造粒物 (例えば 4776g)に上記組成表から換算した含水二
酸化ケイ素 24gを配合し、混合機 (22L V型混合機 )で混合し、ドライシロップ剤を得た。
【００３０】
　比較例１の場合、ロラタジンおよび白糖を所定量秤取し、目開き 425μｍの篩で篩過し
、篩を通過した粉末を実施例１と同様の方法で製造するが、造粒時の噴霧液には精製水 15
00gを用いた。比較例２－５の製剤は実施例１と同様の方法で製造するが、ポリソルベー
ト８０（界面活性剤）またはシリコン樹脂（消泡剤）をさらに含む製剤例である。
【００３１】
試験例１
製剤の評価（１）
　上記実施例および試験例にて得られた製剤を、 (i)　沈降性、 (ii)　分散性、 (iii)　再
分散性、 (iv)　浮遊物の有無、および (v)　消泡性の５項目について評価した。
(i)　沈降性の評価方法
　有栓メスシリンダーに水 100mLを入れ、ドライシロップ剤 5gを一気に投入し、水面下に
沈降する時間を測定した。 1分以内で沈降すれば○、沈降しなければ×と判断した。
【００３２】
(ii)　分散性の評価方法
　有栓メスシリンダーに水 100mLを入れ、ドライシロップ剤 5gを投入した。その後、すば
やく蓋をし、片手で有栓メスシリンダーの上部を、もう一方で下部を持ち、下部を支点と
して、一往復約 2秒の速さで 5往復転倒 (180°回転 )させてから静置した。目視により、全
体的に白濁していれば◎、白濁していなければ、さらに 15往復転倒 (180°回転 )させてか
ら静置する。目視により、全体的に白濁していれば○、白濁していなければ×と判断した
。
【００３３】
(iii)　再分散性の評価方法
　分散性の評価で使用した遠心沈殿管を 1日室温放置した。その後、上記の分散性と同様
の評価方法で判断した。
【００３４】
(iv)　浮遊物の有無
　分散性を評価した後、すぐに遠心沈殿管の蓋を取り、上方から目視により観察した。浮
遊物の有無は、 1分以内で浮遊物がなくなれば○、あれば×と判断した。
【００３５】
(v)　消泡性の評価方法
　分散性を評価した後、 1分以内で泡が減少し、水面が見えれば○、見えなければ×と判
断した。
【００３６】
　得られた結果を以下の表３に示す。
【００３７】
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【表３】
　
　
　
　
　
　
【００３８】
　比較例１の製剤はヒドロキシプロピルセルロースを含まない点、また比較例２－５の製
剤は界面活性剤および消泡剤をさらに含んでいる点でそれぞれ本発明製剤と相違する。こ
れにより、界面活性剤および消泡剤をいずれも含まず、ヒドロキシプロピルセルロースを
単独で用いたドライシロップ剤が水中の均一分散性を向上させることが示された。
【００３９】
実施例２－７
種々の糖質を含有するドライシロップ剤の調製
　実施例１と同様にして以下の表４に示す配合割合の各製剤を調製した。
【００４０】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４１】
試験例２
製剤の評価（２）
　実施例２－７の製剤の均一分散性を、試験例１における評価方法で評価した。得られた
結果を以下の表５に示す。
【００４２】
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【表５】
　
　
　
　
　
　
　得られた結果は、白糖以外のマルチトール、マンニトール、乳糖およびデンプンまたは
それらの混合物も同様に、均一分散性の向上に役立つことを示している。
【００４３】
実施例８－１１
種々の懸濁化剤を含有するドライシロップ剤の調製
　実施例１と同様にして以下の表６に示す配合割合の各製剤を調製した。
【００４４】
【表６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４５】
試験例３
製剤の評価（３）
　実施例８－１１製剤の均一分散性を、試験例１における評価方法で評価した。得られた
結果を以下の表７に示す。
【００４６】
【表７】
　
　
　
　
　
　
　
　得られた結果は、ヒドロキシプロピルセルロースと、結晶セルロース・カルメロースナ
トリウム、アルギン酸ナトリウム、メチルセルロース、カルメロースナトリウムを種々組
合わせることにより、さらに均一分散性が向上することを示している。
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