デジタルヘルス出願リスト（20201204-20201210）

No.

文献番号

出願番号

出願日

1 特開2020-198493

特願2019-102390

2019/5/31

2 特開2020-198093

特願2020-082848

2020/5/8

3 特開2020-198067

特願2019-149286

2019/8/16

4 特開2020-198059

特願2019-114106

2019/6/3

5 特開2020-198026

特願2019-105192

2019/6/5

公知日

発明の名称

2020/12/12

出願人/権利者

12 特開2020-197888

特願2019-103447

2019/6/3

13 特開2020-197887

特願2019-103445

2019/6/3

14 特開2020-197855

特願2019-102978

2019/5/31

2020/12/10 画像形成装置、方法およびプログラム
情報処理システム、装置、方法、およ
2020/12/10
びプログラム
手指衛生監視制御システム及び使用方
2020/12/10
法
2020/12/10 検査データの表示方法
モニタリングシステム、情報取得装
2020/12/10
置、及び情報処理装置
2020/12/10 情報処理装置
特徴量選択支援装置、特徴量選択支援
2020/12/10
プログラム及び特徴量選択支援方法
保険提案システム、保険提案方法、お
2020/12/10
よび保険提案プログラム
情報担体、介護支援システムおよび介
2020/12/10
護支援方法
2020/12/10 伴侶動物の健康状態判定方法
飲食支援システム、飲食支援サーバ、
2020/12/10
プログラム及びユーザ端末
2020/12/10 飲食支援システム
情報処理装置、情報処理方法およびプ
2020/12/10
ログラム
2020/12/10 業績支援装置、方法及びプログラム

15 特開2020-197846

特願2019-102870

2019/5/31

2020/12/10 情報処理システムおよびプログラム

エコナビスタ株式会社

16 特開2020-197823

特願2019-102560

2019/5/31

エコナビスタ株式会社

17 特開2020-197810

特願2019-102420

2019/5/31

18 特開2020-197764

特願2019-101742

2019/5/30

19 特開2020-197759

特願2019-101661

2019/5/30

20 特開2020-197534

特願2020-127140

2020/7/28

2020/12/10 情報処理システムおよびプログラム
薬剤管理装置、薬剤管理方法及び薬剤
2020/12/10
管理プログラム
予約管理装置、予約管理方法、予約管
2020/12/10 理プログラム、および予約管理システ
ム
データ編集装置、データ編集方法、コ
2020/12/10 ンピュータプログラム、及び、電子カ
ルテシステム
血液検査システムの結果解釈インタ
2020/12/10
フェースおよび方法
2020/12/10 外出プラン提案システム
混注装置、混注方法、混注制御プログ
2020/12/10
ラム
けいれん重積型急性脳症の診断支援装
2020/12/10 置、診断支援プログラム及び診断支援
方法
血圧測定デバイス用の制御信号を供給
2020/12/10
するための装置及び方法
ステント内再狭窄予測のためのデバイ
2020/12/10
ス、システム、及び方法
医用画像処理方法、医用画像処理装置
2020/12/10
および医用画像処理システム
三次元医用データの対話型輪郭描出の
2020/12/10
ための画像処理システム及び方法
服薬装置、服薬方法、服薬処理のため
2020/12/10
のコンピュータプログラム
歯科技工物製造システムおよびネット
2020/12/10
ワーク装置
2020/12/10 放射線診断装置

6 特開2020-197968

特願2019-104427

2019/6/4

7 特開2020-197966

特願2019-104396

2019/6/4

8 特開2020-197948

特願2019-103974

2019/6/3

9 特開2020-197904

特願2019-103624

2019/6/3

10 特開2020-197894

特願2019-103490

2019/6/3

11 特開2020-197889

特願2019-103448

2019/6/3

21 特開2020-197458

特願2019-103887

2019/6/3

22 特開2020-195902

特願2020-154589

2020/9/15

23 特開2020-195822

特願2020-147916

2020/9/2

24 特開2020-195813

特願2020-145200

2020/8/31

25 特開2020-195788

特願2020-136570

2020/8/13

26 特開2020-195787

特願2020-136232

2020/8/12

27 特開2020-195779

特願2020-123219

2020/7/17

28 特開2020-195764

特願2020-040372

2020/3/9

29 特開2020-195704

特願2019-104945

2019/6/5

株式会社リコー
株式会社リコー
杭州小創科技有限公司
三栄メディシス株式会社
本田技研工業株式会社
株式会社先端バイオ医薬研究所
国立大学法人

筑波大学

株式会社ノーニューフォークスタジオ
凸版印刷株式会社
日本ペットフード株式会社
シルタス株式会社
シルタス株式会社
有限会社クレドシステム
オムロン株式会社

国立大学法人佐賀大学
メディカルフォーワン株式会社

ＰＨＣホールディングス株式会社
ツェー

アー

カズィゾ

ゲーエムベーハー

トヨタホーム株式会社
株式会社湯山製作所
国立大学法人鳥取大学
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

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
レイサーチ

ラボラトリーズ，エービー

株式会社トゥーワン
株式会社ヨシダ

30 特開2020-195585

特願2019-103838

2019/6/3

31 特開2020-195517

特願2019-102990

2019/5/31

2020/12/10 電気刺激装置

オージー技研株式会社

32 特開2020-195430

特願2019-101832

2019/5/30

2020/12/10 吸入支援装置及び方法

国立大学法人神戸大学

33 特開2020-195415

特願2019-101627

2019/5/30

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

34 特許6798747

特願2020-526166

2019/9/24

35 特許6796898

特願2020-125172

2020/7/22

36 特許6796892

特願2020-078608

2020/4/27

37 特表2020-536338

特願2020-541336

2018/8/30

38 特表2020-536330

特願2020-519379

2018/9/25

39 特表2020-535931

特願2020-539121

2018/10/2

40 特表2020-535923

特願2020-519413

2018/10/2

41 特表2020-535922

特願2020-519401

2018/10/2

42 特表2020-535908

特願2020-519142

2018/9/27

43 特表2020-535902

特願2020-519102

2018/10/5

44 特表2020-535847

特願2020-539143

2018/10/1

2020/12/10 Ｘ線診断装置
呼気圧負荷トレーニング管理装置およ
2020/12/9
びシステム
2020/12/9 遠隔診療予約システム
診療分析サーバ及び医療機関支援シス
2020/12/9
テム
薬剤デバイス監視に基づくプリエンプ
2019/4/11
ティブな喘息リスク通知
放射線医療ワークフローを改善するた
2019/4/11 めの注意リストを自動的に準備するシ
ステム及び方法
医用撮像中又は治療中に可動式テーブ
2019/4/11 ル上の患者に映像を表示するためのシ
ステム及び方法
超音波を付加信号と融合するシステム
2019/4/11
及び方法
2019/4/11 データ収集デバイス
歯科矯正中間デジタルセットアップ生
2019/4/11
成の自動化プロセス
血管灌流イメージングによる血流の評
2019/4/11 価のためのデバイス、システム、及び
方法
免疫細胞型及び免疫応答の機能状況の
2019/4/11
決定
ネットワーク接続された電子聴診器シ
2019/4/4
ステム

45 特表2020-535877

特願2020-518394

Copyright 2020 Pyxist Co.,Ltd

2018/9/28

1/1

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

株式会社呼吸サイエンス
メドケア株式会社
株式会社歯科専門集患アウトソーシング
リシプロカル・ラボズ・コーポレイション
（ディービーエー・プロペラ・ヘルス）
コーニンクレッカ

イノベア

メディカル

エコーノース
サノフイ
スリーエム
ンパニー

フィリップス

エヌ

ヴェ

インコーポレーテッド

インコーポレーテッド
イノベイティブ

プロパティズ

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

ヒロイック
カンパニー

フェイス メディカル
リミテッド

カ

サイエンス

