デジタルヘルス出願リスト（20201113-20201119）

No.

文献番号

出願番号

出願日

公知日

発明の名称

2020/11/20

出願人/権利者

1 特開2020-188381

特願2019-092213

2 特開2020-187789

特願2020-128837

3 特開2020-187756

特願2020-109374

4 特開2020-187745

特願2020-082202

5 特開2020-187687

特願2019-093652

6 特開2020-187604

特願2019-092540

7 特開2020-187597

特願2019-092397

8 特開2020-187594

特願2019-092332

9 特開2020-187552

特願2019-091738

10 特開2020-187550

特願2019-091682

2019/5/14 2020/11/19 医用情報処理装置及びプログラム キヤノンメディカルシステムズ株式会社

11 特開2020-187542

特願2019-091585

2019/5/14 2020/11/19 撮影支援装置

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

12 特開2020-187534

特願2019-091417

学校法人

13 特開2020-187524

特願2019-091245

14 特開2020-187516

特願2019-091161

15 特開2020-187502

特願2019-091012

16 特開2020-187457

特願2019-090432

17 特開2020-187433

特願2019-090113

18 特開2020-187374

特願2020-129199

19 特開2020-186998

特願2019-091532

2019/5/14 2020/11/19 電波強度モニタリングシステム
健康影響対策支援システム及び健
2019/5/14 2020/11/19
康影響対策支援方法
2019/5/14 2020/11/19 異常診断装置及び方法
診断装置と診断方法および加工装
2019/5/13 2020/11/19
置
院内搬送システム、及び、制御方
2019/5/13 2020/11/19
法
情報管理システム、情報管理プロ
2019/5/10 2020/11/19
グラム
認知を増強する方法及びそれを実
2020/7/30 2020/11/19
施するためのシステム
歯ブラシキット及びコンピュータ
2019/5/14 2020/11/19
プログラム
2020/8/7 2020/11/19 薬剤認識装置
医用画像処理装置、医用画像処理
2020/8/6 2020/11/19
方法
吸入器用のコンプライアンス監視
2020/7/22 2020/11/19
モジュール
損傷部位の深さを決定するシステ
2020/7/16 2020/11/19 ムの作動方法及び組織の画像を生
成するシステム
シャトルモード放射線送達のため
2020/6/8 2020/11/19
のシステムおよび方法

2019/5/15 2020/11/19 ケース
情報処理装置および方法、並びに
2020/7/30 2020/11/19
情報処理システム
栄養摂取量のユーザ特異的な調整
2020/6/25 2020/11/19
のためのシステムおよび方法
ビジネスヘルスレベル管理支援シ
2020/5/7 2020/11/19
ステム
2019/5/17 2020/11/19 医用情報処理装置
抗菌薬適正オーダ支援プログラ
2019/5/16 2020/11/19 ム、抗菌薬適正オーダ支援方法お
よび情報処理システム
医療支援システムにおける情報処
2019/5/15 2020/11/19
理方法
医薬品需要予測システムおよび医
2019/5/15 2020/11/19
薬品流通システム
レセプト請求ファイル作成方法、
レセプト請求ファイル作成システ
2019/5/14 2020/11/19
ムおよびレセプト請求ファイル作
成プログラム

サントリーホールディングス株式会社
ソニー株式会社
グッド

メジャーズ，

エルエルシー

アビームコンサルティング株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
富士通株式会社
株式会社イードクトル
凸版印刷株式会社

株式会社イーエムシステムズ

埼玉医科大学

株式会社日立製作所
株式会社日立製作所
株式会社日立製作所
株式会社日本シューター
株式会社湯山製作所
ザ リージェンツ オブ ザ ユニバー
シティ オブ カリフォルニア
ビガール

ルー

ロジャー

20 特開2020-185446

特願2020-134719

21 特開2020-185442

特願2020-134096

22 特開2020-185408

特願2020-125397

23 特開2020-185402

特願2020-122029

24 特開2020-185393

特願2020-099142

25 特開2020-185382

特願2020-082160

26 特開2020-185378

特願2020-071845

27 特開2020-185376

特願2020-069614

28 特開2020-185374

特願2020-041258

2020/3/10 2020/11/19

29 特開2020-185320

特願2019-093538

2019/5/17 2020/11/19

30 特開2020-185318

特願2019-093524

バスキュラーアクセス異常検知装 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロ
置
ジ株式会社
2019/5/17 2020/11/19 マットレス
株式会社ピーケア

31 特開2020-185306

特願2019-093435

2019/5/17 2020/11/19 医用情報処理装置

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

32 特開2020-185281

特願2019-093103

超音波診断装置、超音波診断方
2019/5/16 2020/11/19
法、及びプログラム

学校法人同志社

33 特開2020-185266

特願2019-092735

2019/5/16 2020/11/19 医用画像処理装置及び成形部材

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

34 特開2020-185192

特願2019-091793

35 特開2020-185144

特願2019-091410

2019/5/15 2020/11/19 Ｘ線透視装置
株式会社島津製作所
医用画像処理装置、医用画像処理
国立研究開発法人量子科学技術研究開発
2019/5/14 2020/11/19 プログラム、医用装置、および治
機構
療システム

株式会社湯山製作所
キヤノン株式会社
ノートン
ミテッド

（ウォーターフォード）

４６０メディカル・インコーポレイテッ
ド
リフレクション メディカル，
コーポレイテッド

イン

2020/5/7 2020/11/19 診断支援装置

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

乗り物酔いを軽減するためのシス
テムおよび方法
医用誘導デバイスのための方法及
2020/4/8 2020/11/19
び装置

デンソー インターナショナル アメリ
カ インコーポレーテッド
キヤノン ユーエスエイ，インコーポレ
イテッド

2020/4/13 2020/11/19

医療画像で病変の視覚化を補助す
ビュノ
る方法およびこれを利用した装置

インコーポレイテッド

36 特開2020-185124

特願2019-091058

シャント音管理システム、シャン
ト音管理コンピュータ、シャント
2019/5/14 2020/11/19
メディキット株式会社
音管理アプリケーションプログラ
ム、及びシャント音管理方法

37 特開2020-185122

特願2019-091056

2019/5/14 2020/11/19 解析装置及び超音波診断装置
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38 特開2020-185110

特願2019-090908

2019/5/13 2020/11/19 リハビリテーション支援システム 学校法人北里研究所

39 特開2020-185101

特願2019-090773

2019/5/13 2020/11/19

40 特開2020-185041

特願2019-089629

2019/5/10 2020/11/19

情報処理装置、移動体および情報
処理方法
超音波画像診断装置、トレース線
設定プログラム、医用画像処理装
置及び医用画像診断装置
医用画像装置
画像処理プログラム、画像処理装
置および画像処理方法
放射線治療計画最適化ワークフ
ロー
無線式能動的モニタリングインプ
ラントシステム
吐出用量を決定するための手段を
備えた注射デバイス
一体化された電子機器を備えた陰
圧創傷治療装置及び方法
一体化された電子機器を備えた陰
圧創傷治療装置及び方法
デュアルモード拡張現実手術シス
テム
マルチパラメータ代謝脆弱性指数
評価
生物学的組織を処理するための組
織処理装置
健康モニタリングデバイスのシス
テムおよび方法
センサ対応の創傷治療被覆材およ
びサイバーセキュリティを実施す
るシステム
スペクトル（マルチエネルギー）
イメージング視覚化
適応放射線治療システム

41 特開2020-185040

特願2019-089625

2019/5/10 2020/11/19

42 特開2020-185031

特願2019-089444

2019/5/10 2020/11/19

43 特表2020-533123

特願2020-515094

2018/9/12

2019/3/21

44 特表2020-533112

特願2020-514710

2018/9/10

2019/3/21

45 特表2020-533097

特願2020-514192

2018/9/14

2019/3/21

46 特表2020-533095

特願2020-514187

2018/9/13

2019/3/21

47 特表2020-533094

特願2020-514168

2018/9/13

2019/3/21

48 特表2020-533681

特願2020-513778

2018/9/6

2019/3/14

49 特表2020-533588

特願2020-514607

2018/9/7

2019/3/14

50 特表2020-533585

特願2020-514259

2018/7/12

2019/3/14

51 特表2020-533151

特願2020-536494

2018/9/6

2019/3/14

52 特表2020-533091

特願2020-514163

2018/9/7

2019/3/14

53 特表2020-533082

特願2020-513874

2018/8/31

2019/3/14

54 特表2020-533075

特願2020-513805

2018/9/5

2019/3/14

55 特表2020-533060

特願2020-513555

2018/9/6

2019/3/14 身体の聴診

56 特表2020-533058

特願2020-513523

2018/9/6

57 特表2020-533055

特願2020-513308

2018/8/27

58 特表2020-532980

特願2020-512827

2018/9/5

59 特表2020-533669

特願2020-511878

2018/8/28

60 特表2020-533403

特願2020-533333

2018/8/8

2019/3/7 漢方薬生産プロセス知識システム

61 特表2020-533041

特願2020-508991

2018/8/27

62 特表2020-532979

特願2020-512725

2018/8/28

63 特表2020-533663

特願2020-506878

2018/8/7

振戦の影響を制御するためのシス
テムおよび方法
微生物に関連する女性生殖器系関
2019/3/7 連状態の特徴解析のための方法及
びシステム
ＤＮＡ修復プロファイリング及び
2019/2/14
そのための方法
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トヨタ自動車株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
有限会社フロントエンドテクノロジー
富士通株式会社
エレクタ、インク．
ホロジック，

インコーポレイテッド

ノボ・ノルデイスク・エー／エス
スミス
シー
スミス
シー

アンド

ネフュー

ピーエル

アンド

ネフュー

ピーエル

サージカル

シアター

エルエルシー

リポサイエンス，インコーポレイテッド
サーモ

シャンドン

スマーダイー
スミス
シー

リミテッド

アンド

インコーポレイテッド
ネフュー

ピーエル

コーニンクレッカ フィリップス
ヴェ
エレクタ、インク．

エヌ

ボンジョビ アコースティックス リミ
テッド ライアビリティー カンパニー

測定された及びシミュレーション
コーニンクレッカ フィリップス エヌ
2019/3/14 された冠動脈内引き抜き曲線の重
ヴェ
ね合わせ及び比較
コーニンクレッカ フィリップス エヌ
2019/3/14 脈管内デバイスの自動正規化
ヴェ
2019/3/14

治療的組成物に対する細菌株の感 アダプティブ ファージ セラピュー
受性プロファイルを決定する方法 ティクス， インコーポレイテッド

延長タイムアウト期間に匿名のイ
2019/3/7 ンタラクティブ表示を生成するシ ハートフロー，
ステム及び方法

2019/3/7

2/2

インコーポレイテッド

ジアンスー カニョン
ティカル カンパニー
アドベンタス
ルシー
プソマーゲン，

ファーマシュー
リミテッド

ベンチャーズ，

エルエ

インコーポレイテッド

ナント ホールディングス
エルエルシー

アイピー

