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No. 文献番号 出願番号 出願日 公知日 発明の名称 出願人/権利者

1 特開2020-184380 特願2020-129661 2020/7/30 2020/11/12 動的処理による医療調合の管理
バクスター・コーポレーション・イングルウッ
ド

2 特開2020-184379 特願2020-129578 2020/7/30 2020/11/12
健康関連の問題の管理のためのスマー
トロギング

アセンシア・ダイアベティス・ケア・ホール
ディングス・アーゲー

3 特開2020-184371 特願2020-122812 2020/7/17 2020/11/12
配列に基づいた遺伝子検査の解釈およ
び報告のための方法およびシステム

キアゲン　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレ
ンクテル　ハフツング

4 特開2020-184349 特願2020-108881 2020/6/24 2020/11/12 ヘルストラッキングデバイス
ヴァイアヴィ・ソリューションズ・インコーポ
レイテッド

5 特開2020-184346 特願2020-104684 2020/6/17 2020/11/12 薬剤投与訓練 テバ　ユーケイ　リミテッド
6 特開2020-184304 特願2020-003655 2020/1/14 2020/11/12 疲労度判別プログラム ＡＳＳＥＳＴ株式会社
7 特開2020-184262 特願2019-089051 2019/5/9 2020/11/12 医用情報処理システム キヤノンメディカルシステムズ株式会社

8 特開2020-184237 特願2019-088682 2019/5/8 2020/11/12
医薬品品質管理システムおよび、医薬
品の品質管理方法

株式会社スズケン

9 特開2020-184236 特願2019-088681 2019/5/8 2020/11/12
医薬品管理システムおよび医薬品管理
方法

株式会社スズケン

10 特開2020-184219 特願2019-088506 2019/5/8 2020/11/12
医用情報表示装置、及び医用情報表示
システム

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

11 特開2020-184201 特願2019-088333 2019/5/8 2020/11/12

情報を通知するためのプログラム、情
報処理装置、および、情報を通知する
ためにコンピューターで実行される方
法

コニカミノルタ株式会社

12 特開2020-184193 特願2019-088268 2019/5/8 2020/11/12
患者経過コード生成システム及びプロ
グラム

ヴイアールアイ株式会社

13 特開2020-184188 特願2019-088168 2019/5/8 2020/11/12
献立提案装置、献立提案プログラムお
よび献立提案システム

フリーズ食品開発株式会社

14 特開2020-184181 特願2019-088099 2019/5/8 2020/11/12
医用情報処理装置及び医用情報処理方
法

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

15 特開2020-184168 特願2019-087855 2019/5/7 2020/11/12 生活パターン判定装置 花王株式会社

16 特開2020-184121 特願2019-086845 2019/4/26 2020/11/12
情報処理システム、情報処理方法、情
報処理装置、および、情報処理プログ
ラム

ユニ・チャーム株式会社

17 特開2020-182848 特願2020-081802 2020/5/7 2020/11/12
心臓アブレーション処置を改善するた
めのシステム及び方法

バイオセンス・ウエブスター・（イスラエ
ル）・リミテッド

18 特開2020-182680 特願2019-088524 2019/5/8 2020/11/12
視覚シミュレーション方法、および、
視覚シミュレーションプログラム

株式会社ニデック

19 特開2020-182640 特願2019-087616 2019/5/7 2020/11/12 Ｘ線診断装置及び医用情報処理装置 キヤノンメディカルシステムズ株式会社

20 特開2020-182637 特願2019-087501 2019/5/7 2020/11/12
医用画像表示装置、超音波画像診断装
置、表示制御方法、および表示制御プ
ログラム

コニカミノルタ株式会社

21 特開2020-182613 特願2019-087264 2019/5/7 2020/11/12
移動式歯科診療装置および診療エネル
ギ管理システム

株式会社吉田製作所

22 特開2020-182534 特願2019-086597 2019/4/26 2020/11/12
制御装置、放射線画像撮影システム、
医用撮影システム、制御方法、及び制
御プログラム

富士フイルム株式会社

23 特開2020-182525 特願2019-086515 2019/4/26 2020/11/12
薬剤撮影補助装置、薬剤撮影装置、薬
剤鑑別方法及び薬剤鑑別システム

株式会社湯山製作所

24 特開2020-182489 特願2020-126239 2020/7/27 2020/11/12 肺がん状態の評価方法 ベラサイト　インコーポレイテッド

25 特開2020-182411 特願2019-088008 2019/5/8 2020/11/12

細胞計数装置、細胞培養システム、細
胞計数方法および細胞培養方法、並び
に、細胞計数方法および細胞培養方法
のプログラム及びそれらのプログラム
を記録した記録媒体

ＳＴＥＭＣＥＬＬ株式会社

26 特許6784429 特願2020-046401 2020/3/17 2020/11/11
情報処理装置、情報処理方法及び情報
処理プログラム

ＭＩＧ株式会社

27 特許6783448 特願2020-121646 2020/7/15 2020/11/11
放送配信システム、および放送配信方
法

ベターライフジャパン株式会社

28 特許6783405 特願2020-028619 2020/2/21 2020/11/11
情報処理システム、通信端末および情
報処理方法

株式会社レイズ

29 特許6782869 特願2020-057737 2020/3/27 2020/11/11
医療物品ベンチマークシステム、医療
物品ベンチマーク方法、および医療物
品ベンチマークプログラム

株式会社エム・アール・ピー

30 特許6782472 特願2019-186296 2019/10/9 2020/11/11 指示文書作成システム 株式会社医療情報技術研究所

31 特表2020-532383 特願2020-513313 2018/9/4 2019/3/14
手術ロボットシステムのためのカメラ
制御

コヴィディエン　リミテッド　パートナーシッ
プ

32 特表2020-532323 特願2020-534819 2018/9/5 2019/3/14 Ｔ細胞療法用の新生抗原の特定法
グリットストーン　オンコロジー　インコーポ
レイテッド

33 特表2020-532732 特願2020-512809 2018/8/31 2019/3/7
診断および治療モニタリングのための
バイオマーカーとしての糖ペプチドの
同定および使用

ヴェン　バイオサイエンシズ　コーポレーショ
ン
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https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-129661/57CC5CB9704B3AD6B865507AB0FD6F1671B528702AD2401DB803DC6D812FCA3B/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-129578/E5F1F3752488378C04835C801C04811F7725B83F7F018766E21C704FC0326BD6/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-122812/A674A07C4D2D17C12E5E98AF4968DA6FA6526DB93833397739A83C68B6C0C2B1/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-108881/79337B67B45D12290914C02F9DF462F2DB723D8E170509C9017BDA9ECC80F2EF/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-104684/9705364D245E466049FE9CC76D24E3BB46163D0756CAA037BB9BFD115BD93BDF/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-003655/61BD426D98D191F82096715D60AA577EBCDEC9EDDADB531A1CF5AAF5539C602B/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-089051/B59C878E2E3EBAD3B98B54170502B2369C3C36AE9A9EC2F40E8A738D5B633332/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-088682/02D179EEA242BFDB25F6E3349EC2671354E2E9D8028FBA328A03CE889E01C20B/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-088681/4F93C7B43F1FC0C50A862F77E917782AB34F154EAAD4991214CFB19D9BB2C089/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-088506/D1DF325C5555AF90E7FB35BC2AAA7694AAF52841E37007ED4936E0D65F3B5895/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-088333/BFDDB5BEF9834DC0DE35BC0A57FB993F46BAF97462FEF3B735CC8746CCBFFC67/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-088268/11B2779F21F5D5007043C0B99AB597731221AA25344A55EBC492789B1525528E/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-088168/6CFDAA068EF129A126B876ABF15440CB0718F5BF18120DDE60C8A2476E8F614A/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-088099/215154EE1B3C311A77AEFB781C8F9CCA24C9AD9837B57F094362F311998786CA/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-087855/103E8448CA2BB0DBFB1922535CBFF6022252C77F19238D0A4C110BC179AA80FA/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-086845/3D3A039BC200DBD0B50F4F5B23BAC3A6FF25D2F72CCC8C959BFDD9E519E48A39/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-081802/633E4B8C2A3068B457A41A5AEB71A06AA0926FFC956FC0C36E2DC6B413808121/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-088524/DF506D24ED3C1AF712D93FE2D47E775CAB34FB07719AB1EF765B82C52ED07474/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-087616/4095728AEA6ABCCB5E008193D546997AE0436C005ED003F871C3F6B8E88B13B9/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-087501/68AC6E04442B42EE371E00AF7A29C52B273F962454316AF0A930CB7E7ADB96A7/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-087264/4BF24BD8BE954FE7AA2C989F10B477A4CBF87EE579196E6EC91CDAB87DE55E01/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-086597/7BC011A8D92E08DFF0A4D5F27855F9AB201E92C4D67B45F74B820D32E14F8144/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-086515/A7FA63700BA2C24C01A433B07789F98FB9E70D4BD26026CEFE227DBD6E98F676/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-126239/96B4A868997B0CD7702CE138496BB804F32D31C835298B88DF8D2194A8A15991/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-088008/952EA9FEBB83558FB99A850EB6C0D1DBA1AA92EECD450F2644278193DD64A90D/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-046401/A7D0929925D2056C9B55A048B7A10A403D8B5348E00DE046FD94CCDD070CB282/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-121646/CAE9D510BB77B3D749E72E34482F6915E5125E2CFD4C344CC3D8ED4D4510B25B/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-028619/D687B2ABE77198A89D610A4742073399411791D727B5133314F5854557FD288B/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-057737/B103AEF17AD21231ACD616B9993E7E024A2C2824AE643F1B5707CE0E29D9AFAB/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-186296/52DEC7FC60A54C7D6DB1815E91B509FEC6FE8A6F712955F4A2AAFB5948BEA23E/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-513313/B88F7A5EC85BC14D89735643228FD0AFE9712EEC71265F1C7CDD0481C04B9126/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-534819/624C1CF8A94DFC1ABD5A87A856C3116FD34CB00E7471EC4D22CFE0C2C2EC8F00/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-512809/7294E4937A6C213F03E18F61D33C3582F69BB0891B01DE8F038C0F4E408FCC62/10/ja
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34 特表2020-532364 特願2020-512368 2018/8/31 2019/3/7
心不整脈およびその他の疾患の治療の
ための炭素粒子療法のシステムおよび
方法

メイヨ　フオンデーシヨン　フオー　メデイカ
ル　エジユケーシヨン　アンド　リサーチ

35 特表2020-532358 特願2020-511905 2018/8/29 2019/3/7
注射の間に加えられる力を検出するた
めのシステムおよび方法

ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー

36 特表2020-532345 特願2020-506314 2018/8/7 2019/2/14
患者モニタリングシステムによって生
成されたモデルの精度を測定する方法
及び装置

ビジョン　アールティ　リミテッド
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https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-512368/455DC2267E8401838C2333772C322264ED95722F804B9BD7F8479FCD58EA1831/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-511905/70D4F50FA73C40760163AEFA26F1FE220B8C55881B03D0761C511E448003EDEE/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-506314/74C34BFC8462765E8771FAA61ED8CD342E7EBE806543412D6FCA6AEEA1CDA943/10/ja
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