
大腸検査食一覧表 アステム社内資料
H22.7
No.1

ダルムスペース NEWサンケンクリン NEW

リッチⅢ (３食セット) (２食セット) NEWサンケンクリンCA サンケンクリンⅡ サンケンクリンMO ボンコロン

販売会社 カイゲン 大塚

カロリー(kcal) 1162 755.6 612.7 819 646 1059 407.5
蛋白質　(g) 17.7 15.5 11.6 14.5 8.8 15.4 12.9
脂　質　(g) 24.7 16.1 14.1 12.8 11.5 30.1 2.7
糖　質　(g) 214.7 135.4 108.8 160 126.1 180.3 82.8

（炭水化物として）

食物繊維(g) 記載なし 1.6 0.9 2.6 1.7 3.8 0.1
水　分　(g) 記載なし 549.9 276.4 545.6 272.9 562.2 598.3
灰　分　(g) 記載なし 10.8 7.2 10.4 6.3 6.9 8.8
塩　分　(g) 7.3 9.7 6.6 9.4 5.6 6.3 8.359
[ﾅﾄﾘｳﾑ(mg)] [2888] [3800.0] [2200.0] [2500.0] [3291.0]

和風がゆ(300g) 白がゆ(300g) 白がゆ(305g) 白がゆ(305g) 白がゆ(220g)
朝食 みそ汁(9.3g) みそ汁(10g) みそ汁(11g) みそ汁(11g) みそ汁(10g)

梅かつおふりかけ 梅かつおふりかけ 梅干し<乾燥品>
(2.7g) (2.7g) (2g)

カロリー 221kcal 145.3kcal 173kcal 173kcal 121.3kcal
中華がゆ(300g) 玉子がゆ(300g) 玉子がゆ(300g) 紅鮭がゆ(305g) 紅鮭がゆ(305g) カロリーバー<プレー 味付けがゆ(220g)
すまし汁(3.2g) みそ汁(10g)<かつお味> みそ汁(10g)<かつお味> すいもの<松茸風味> すいもの<松茸風味> ン,ココア各2本> すまし汁(5g)

(5.3g) (5.3g) (各21g) ふりかけ(3g)

昼食 ゼリー(63g)
紅茶飲料(245g)

カロリー 207.9kcal 181.8kcal 181.8kcal 148Kcal 148Kcal 502kcal 110.3kcal
ソフトクッキー 粉末清涼飲料(28g) 粉末清涼飲料(28g) 粉末オレンジ飲料 粉末オレンジ飲料 粉末オレンジ飲料
<ココア味>(44g) プレミアムクラッカー プレミアムクラッカー (15.5g) (15.5g) (15.5g)

間食 粉末飲料 (19g) (19g) 粉末紅茶(29g) 粉末紅茶(29g) クッキー(2個)(各6.3g)
<オレンジ・アップル> チョコレートシロップ チョコレートシロップ クッキー(2個)(各6.3g) クッキー(2個)(各6.3g) あめ湯(25g)
(各34.5g) (30g) (30g) あめ湯(25g) あめ湯(25g)

カロリー 497kcal 297.1kcal 297.1kcal 336kcal 336kcal 222kcal
コーンポタージュスープ コーンポタージュ コーンポタージュ ポタージュスープ ポタージュスープ ポタージュスープ ポタージュスープ
(220g) スープ(30g) スープ(30g) (35g) (35g) (35g) （220g）

夕食 粉末清涼飲料<無果汁>
(26g)

カロリー 236kcal 131.4kcal 131.4kcal 162kcal 162kcal 162kcal 175.9kcal
その他

カロリー

＊：在庫無くなり次第販売中止(H22.2発)

１
日
成
分
量

コロノクリーン＊

商品名

日医工 三和化学

詳細は添付文書等をご参照ください ＜参考＞各パンフレット



大腸検査食一覧表 アステム社内資料
H22.7
No.2

販売会社

カロリー(kcal)
蛋白質　(g)
脂　質　(g)
糖　質　(g)

食物繊維(g)
水　分　(g)
灰　分　(g)
塩　分　(g)
[ﾅﾄﾘｳﾑ(mg)]

朝食

カロリー

昼食

カロリー

間食

カロリー

夕食

カロリー

その他

カロリー

１
日
成
分
量

商品名
インテスクリア ジャネフクリアスルーJB ジャネフクリアスルーNC エニマクリン エニマクリンPO エニマクリンCS エニマクリン コロミル

杏林・味の素 キューピー キューピー

1027.0 545 614 1102 1167 730 643
23.6 21.8 22.2 14.6 11.1 8.8 23.5
30.6 12.3 27.8 16.9 16.9 10.3 18.4
166.2 86.8 68.8 222.8 242.5 150.6 96.0

（炭水化物として） (炭水化物として) (炭水化物として) (炭水化物として) （炭水化物として） （炭水化物として） (炭水化物として)

記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし
記載なし 486.5 463.8 600.1 481.4 478.0 496.5
8.9 6.7 6.5 9.1 6.6 3.8 7.7
7.0 4.3～5.1 5.1 8.6 6.1 3.7 6.7

[2780.8] [1749～2041] [2038] [3410.0] [2425.0] [1431.0] [2659]
白かゆ(300g) 白がゆ(300g) 白がゆ(300mg)
田舎煮(164g) 卵あん(80g) 卵あん(80g)
みそ汁(6g) みそ汁(9.5g) みそ汁(9.5g)
梅干ふりかけ(1.6g)

238kcal 235kcal 235kcal
コーンスープ(200g) 梅がゆ（250g) 鮭がゆ（250g） 白がゆ(300g) ゼリーミール(200g) ゼリーミール(200g) 中華がゆ(200g)
クッキー<ココア味> じゃがいものそぼろあんか 肉じゃが（120g） 梅鰹ふりかけ(2.2g) 麻婆豆腐(200g)
(36g) け(145g) すまし汁(3g)
クッキー
<ヨーグルト味>
(40g)

599kcal 238kcal 250kcal 159kcal 224kcal 224kcal 312kcal
飴(6g) エネルギー補給飲料 エネルギー補給飲料 ビスコ1袋(20g) ビスコ20g（5枚）

(各33.5g)<レモン味,ピ (各33.5g)<レモン味,ピ ソフトビスケット(28g)
ンクグレープフルーツ味>ンクグレープフルーツ味>グレープゼリー(14.1g)
ビスコ(20g) ビスコ(20g)
ソフトビスケット(28g) ソフトビスケット(28g)
グレープゼリー(14.1g) グレープゼリー(14.1g)

23kcal 531kcal 531kcal 271kcal 95kcal
白かゆ(300g) ビーフシチュー(200g) チキンクリーム煮（200g） ポテトスープ(40g) ポテトスープ(40g) 白がゆ(300g) クリームシチュー(210g)
みそ汁(6g) クラッカー(6枚)(19g) クラッカー(6枚)(19g) 卵あん(80g) パイ(10.0g)

鰹ふりかけ(2.7g) みそ汁(9.5g)

167kcal 307kcal 364kcal 177kcal 177kcal 235lcal 236kcal

堀井

詳細は添付文書等をご参照ください ＜参考＞各パンフレット


