デジタルヘルス出願リスト（20201120-20201126）

No.

文献番号

出願番号

出願日

1 特開2020-191132

特願2020-137085

2020/8/14

2 特開2020-191130

特願2020-136924

2020/8/14

公知日

発明の名称

2020/11/26 放射性薬剤の受発注管理システム
自動医療画像注釈の検証及び修正のた
2020/11/26
めのシステム及び方法

3 特開2020-191105

特願2020-122334

2020/7/16

2020/11/26 問診装置、問診方法及びプログラム

4 特開2020-191087

特願2020-087019

2020/5/18

5 特開2020-191085

特願2020-086111

2020/5/15

6 特開2020-191084

特願2020-085515

2020/5/14

7 特開2020-191063

特願2019-229213

2019/12/19

8 特開2020-191058

特願2019-133243

2019/7/19

9 特開2020-191054

特願2019-106614

2019/6/7

10 特開2020-191053

特願2019-106612

2019/6/7

11 特開2020-191039

特願2019-097402

2019/5/24

12 特開2020-191038

特願2019-097390

2019/5/24

13 特開2020-190992

特願2019-096824

2019/5/23

14 特開2020-190962

特願2019-096388

2019/5/22

15 特開2020-190961

特願2019-096350

2019/5/22

16 特開2020-190952

特願2019-096213

2019/5/22

17 特開2020-190946

特願2019-096141

2019/5/22

2020/11/26 地域包括ケア事業システム
熱ストレスの影響推定装置、熱ストレ
2020/11/26 スの影響推定方法、及び、コンピュー
タプログラム
2020/11/26 動物用調剤情報管理システム
医療映像のメタデータ予測装置および
2020/11/26
方法
2020/11/26 健診機器
診療情報処理方法及び診療情報処理シ
2020/11/26
ステム
電子カルテ検索装置、電子カルテ検索
2020/11/26
方法及び電子カルテシステム
2020/11/26 医療介護支援システム
花粉症対策システムおよび花粉症対策
2020/11/26
方法
介護サービス支援方法、介護サービス
2020/11/26 支援システム及び介護サービス支援
サーバ
食事リスク判定方法、食事リスク判定
2020/11/26
プログラムおよび情報処理装置
診療明細書データ収集システムの製造
2020/11/26
方法
制御装置、ネットワークシステム、
2020/11/26 ネットワークシステムの制御方法及び
制御プログラム
2020/11/26 情報処理システムおよびプログラム

18 特開2020-190939

特願2019-096040

2019/5/22

19 特開2020-190935

特願2019-096003

2019/5/22

20 特開2020-190921

特願2019-095800

21 特開2020-190913

特願2019-095710

22 特開2020-190889
23 特開2020-190872

2020/11/27

出願人/権利者
富士フイルム富山化学株式会社
ハートフロー，

インコーポレイテッド

アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会
社
株式会社東芝
ダイキン工業株式会社
株式会社ブーリアン
ルニット

インコーポレイテッド

長瀬産業株式会社
株式会社イーエムシステムズ
株式会社イーエムシステムズ
パラマウントベッド株式会社
中国電力株式会社
パナソニックＩＰマネジメント株式会社
富士通株式会社
株式会社アニポス
オムロン株式会社
エコナビスタ株式会社

富士通株式会社

2019/5/22

2020/11/26 情報処理システムおよびプログラム
機械学習プログラム、機械学習方法お
2020/11/26
よび機械学習装置
2020/11/26 食材配送装置

2019/5/22

2020/11/26 読影支援装置および読影支援方法

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

特願2019-095427

2019/5/21

特願2019-095258

2019/5/21

24 特開2020-190871

特願2019-095254

2019/5/21

25 特開2020-190849

特願2019-094781

2019/5/20

2020/11/26 要介護者見守りシステム
評価装置、システム、評価装置の制御
2020/11/26
プログラム、および評価方法
判定装置、判定装置の制御プログラ
2020/11/26
ム、および判定方法
2020/11/26 データ連携システム

26 特開2020-190789

特願2019-094213

2019/5/20

27 特開2020-190785

特願2019-094138

2019/5/17

28 特開2020-190773

特願2019-094099

2019/5/17

29 特開2020-190772

特願2019-094098

2019/5/17

30 特開2020-190766

特願2019-094039

2019/5/17

31 特開2020-190763

特願2019-093974

2019/5/17

32 特開2020-189216

特願2020-144084

2020/8/28

2020/11/26 受診予約支援装置
レセプト情報データベースにおける患
2020/11/26
者の死亡判定方法及び装置
情報表示プログラム、情報表示装置及
2020/11/26
び情報表示方法
提供装置、提供方法、提供プログラム
2020/11/26
及び提供システム
情報処理装置、情報処理方法及びプロ
2020/11/26
グラム
介護関連製品の開発支援方法、開発支
2020/11/26
援プログラム、および開発支援装置
鑑査支援装置、鑑査支援方法、鑑査支
2020/11/26
援システム

33 特開2020-189095

特願2020-089407

2020/5/22

2020/11/26 電極接触の表示

34 特開2020-189073

特願2019-144231

2019/8/6

2020/11/26

35 特開2020-188991

特願2019-097046

2019/5/23

2020/11/26

36 特開2020-188976

特願2019-096564

2019/5/23

2020/11/26

37 特開2020-188953

特願2019-096016

2019/5/22

2020/11/26

38 特開2020-188947

特願2019-095947

2019/5/22

2020/11/26

39 特開2020-188872

特願2019-094757

2019/5/20

2020/11/26

40 特開2020-188859

特願2019-094504

2019/5/20

2020/11/26

41 特開2020-188854

特願2019-094445

2019/5/20

2020/11/26

42 特許6792223

特願2019-159830

2019/9/2

2020/11/25

43 特許6790207

特願2019-173968

2019/9/25

2020/11/25

44 特表2020-534037

特願2019-563288

2018/10/11

2020/2/27

45 特表2020-534622

特願2020-516730

2018/9/18

2019/3/28

46 特表2020-534614

特願2020-516541

2018/9/10

2019/3/28

47 特表2020-534613

特願2020-516539

2018/9/20

2019/3/28 臨床研究製品分配装置

48 特表2020-534132

特願2020-537457

2018/9/19

2019/3/28

49 特表2020-534105

特願2020-516745

2018/8/30
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運動器機能向上支援システム及び運動
器機能向上の支援方法
医用画像処理装置、医用画像処理プロ
グラム、Ｘ線診断装置及びＸ線診断シ
ステム
超音波診断装置、スキャン制御方法及
びスキャン制御プログラム
医用画像診断システムおよび医用画像
診断装置
状態判定装置、状態判定方法及びコン
ピュータプログラム
判別装置、学習装置、方法、プログラ
ム、学習済みモデルおよび記憶媒体
医用画像処理装置、Ｘ線診断装置及び
プログラム
医用画像位置合わせ方法
管理システム、情報処理装置及び情報
処理方法
検査値予測装置、検査値予測システ
ム、検査値予測方法、およびプログラ
ム
矯正診断のための歯科画像分析方法及
びこれを用いた装置
対象者クラスタリング方法及び装置
深層学習アルゴリズムを使用した入力
データの評価

微小血管閉塞（ＭＶＯ）及び心筋梗塞
の冠動脈内解析
2019/3/28 自動腫瘍分割

1/2

エコナビスタ株式会社

宝田

繁

新生電子株式会社
コニカミノルタ株式会社
コニカミノルタ株式会社
株式会社ＤＳｉ
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
公立大学法人奈良県立医科大学
ユニ・チャーム株式会社
ユニ・チャーム株式会社
田辺三菱製薬株式会社
コニカミノルタ株式会社
株式会社湯山製作所
バイオセンス・ウエブスター・（イスラエル）・
リミテッド
ネットパイロティング株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
国立大学法人九州大学
国立研究開発法人理化学研究所
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
上銀科技股▲分▼有限公司
株式会社エクサウィザーズ
株式会社東芝
ディーディーエイチ

インコーポレーテッド

コーニンクレッカ

フィリップス

エヌ

ヴェ

コーニンクレッカ

フィリップス

エヌ

ヴェ

アール・エイ・アイ・ストラテジック・ホール
ディングス・インコーポレイテッド
コルフロー

セラピューティクス

コーニンクレッカ

フィリップス

アーゲー
エヌ

ヴェ

デジタルヘルス出願リスト（20201120-20201126）

No.

文献番号

出願番号

出願日

公知日

50 特表2020-534097

特願2020-516691

2018/9/21

2019/3/28

51 特表2020-534094

特願2020-516656

2018/9/18

2019/3/28

52 特表2020-534092

特願2020-516626

2018/8/30

2019/3/28

53 特表2020-534089

特願2020-516592

2018/9/7

2019/3/28

54 特表2020-534087

特願2020-516578

2018/9/21

2019/3/28

55 特表2020-534601

特願2020-515075

2018/8/24

2019/3/21

56 特表2020-534125

特願2020-537119

2017/10/26

2019/3/21

57 特表2020-534073

特願2020-515913

2018/9/13

2019/3/21

58 特表2020-534042

特願2020-508027

2018/9/13

2019/3/21

59 特表2020-533984

特願2020-515250

2018/7/27

2019/3/21

Copyright 2020 Pyxist Co.,Ltd

発明の名称
植え込み型医療機器のための遠隔測定
通信システム
外科用器具装着型ディスプレイシステ
ム
薬剤の投与を支援するためのシステム
歯科環境において使用するための情報
及びデータロギングシステム
シャトルモード放射線送達のためのシ
ステムおよび方法
患者に在宅ケアを提供するシステム及
び方法
ウェアラブル装置を利用した甲状腺機
能亢進症の予測システム及び予測コン
ピュータプログラム
ケーブル及び関連する導通監視システ
ム及び方法
フォトバイオモジュレーションを用い
た自動個別化脳調整のシステムおよび
方法
電子読み出しを用いる多重化バイオ
アッセイデバイス

2/2

2020/11/27

出願人/権利者
ユロマン
デピュイ・シンセス・プロダクツ・インコーポレ
イテッド
ノボ・ノルデイスク・エー／エス
エックスオー・ケア・エーエス
リフレクション
テッド
フレゼニウス
ソウル
タル

メディカル，
ヴィアル

ナショナル

インコーポレイ

エスアーエス

ユニヴァーシティ

ホスピ

バイオセンス・ウエブスター・（イスラエル）・
リミテッド
リム

ルー

ルシラ

ヘルス

インコーポレイテッド

