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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2020-194607 特願2020-149740 2020/9/7 2020/12/3
情報処理装置、情報処理システ
ム、表示制御方法、及びプログラ
ム

株式会社リコー

2 特開2020-194580 特願2020-139835 2020/8/21 2020/12/3 モニタリング装置及びこれを用い
た見守りシステム

公立大学法人秋田県立大学

3 特開2020-194540 特願2020-091018 2020/5/26 2020/12/3 データパッケージを分析デバイス
に提供する技術

エフ．ホフマン－ラ　ロシュ　アーゲー

4 特開2020-194507 特願2019-101499 2019/5/30 2020/12/3 読取システム及び読取プログラム 株式会社フロンティア・フィールド

5 特開2020-194483 特願2019-101132 2019/5/30 2020/12/3 医用画像管理装置及びプログラム コニカミノルタ株式会社

6 特開2020-194452 特願2019-100711 2019/5/29 2020/12/3 監査証跡の管理システム 岩井ファルマテック株式会社

7 特開2020-194439 特願2019-100594 2019/5/29 2020/12/3
スマートＭＲシステム、スマート
ＭＲサーバ、スマートＭＲ方法、
および、スマートＭＲプログラム

加藤　益弘 他

8 特開2020-194431 特願2019-100518 2019/5/29 2020/12/3 服薬管理システム ニプロ株式会社

9 特開2020-194392 特願2019-100052 2019/5/29 2020/12/3

情報を通知するためのプログラ
ム、情報通知装置、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

10 特開2020-194374 特願2019-099838 2019/5/28 2020/12/3
問診支援システム、問診支援方
法、問診票作成装置、処方箋、問
診票コード及びプログラム

岡本　亮爾

11 特開2020-194348 特願2019-099546 2019/5/28 2020/12/3 判定システム、判定方法、及びプ
ログラム

パナソニックＩＰマネジメント株式会社

12 特開2020-194346 特願2019-099523 2019/5/28 2020/12/3 医療機関選定支援装置 キヤノンメディカルシステムズ株式会社

13 特開2020-194316 特願2019-098922 2019/5/27 2020/12/3 ゲームプログラム、方法、情報処
理装置

株式会社ポケモン

14 特開2020-194315 特願2019-098921 2019/5/27 2020/12/3 ゲームプログラム、方法、情報処
理装置

株式会社ポケモン

15 特開2020-194314 特願2019-098920 2019/5/27 2020/12/3 ゲームプログラム、方法、情報処
理装置

株式会社ポケモン

16 特開2020-194313 特願2019-098919 2019/5/27 2020/12/3 ゲームプログラム、方法、情報処
理装置

株式会社ポケモン

17 特開2020-194268 特願2019-098529 2019/5/27 2020/12/3
医療介護従事者用スケジュール
データの生成に関するサーバ、シ
ステム、方法およびプログラム

日本光電工業株式会社

18 特開2020-194266 特願2019-098509 2019/5/27 2020/12/3 手術器具セット管理システム ＤＧＳＨＡＰＥ株式会社

19 特開2020-194252 特願2019-098244 2019/5/27 2020/12/3 健康管理システム及びプログラム 岡元　行人

20 特開2020-194212 特願2019-097760 2019/5/24 2020/12/3 システム パラマウントベッド株式会社

21 特開2020-194202 特願2019-097566 2019/5/24 2020/12/3 問診情報入力装置、方法、および
プログラム

東芝ソリューション販売株式会社

22 特開2020-194198 特願2019-097547 2019/5/24 2020/12/3 情報提供システム及び情報提供プ
ログラム

株式会社タニタ

23 特開2020-193901 特願2019-100412 2019/5/29 2020/12/3
マーカ物質の探索支援方法、探索
支援プログラムおよび探索支援装
置

株式会社島津製作所

24 特開2020-192354 特願2020-136110 2020/8/12 2020/12/3
信号処理装置及び方法、並びにコ
ンピュータプログラム及び記録媒
体

パイオニア株式会社

25 特開2020-192335 特願2020-123967 2020/7/20 2020/12/3 薬剤認識装置およびそれを備える
薬剤仕分装置

株式会社湯山製作所

26 特開2020-192324 特願2020-090948 2020/5/25 2020/12/3 顕微鏡システムおよび手術用顕微
鏡を制御するための方法

ライカ　インストゥルメンツ　（シンガ
ポール）　プライヴェット　リミテッド

27 特開2020-192323 特願2020-089574 2020/5/22 2020/12/3
リードレスペースメーカを使用し
て心臓再同期療法（ＣＲＴ）を実
施するシステム及び方法

ペースセツター、インコーポレイテツド

28 特開2020-192319 特願2020-070168 2020/4/9 2020/12/3 医用画像診断装置 キヤノンメディカルシステムズ株式会社

29 特開2020-192274 特願2019-101556 2019/5/30 2020/12/3 医用処理装置及び放射線治療装置 キヤノンメディカルシステムズ株式会社

30 特開2020-192181 特願2019-100679 2019/5/29 2020/12/3
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

31 特開2020-192169 特願2019-100517 2019/5/29 2020/12/3 服薬管理装置 ニプロ株式会社

32 特開2020-192085 特願2019-099451 2019/5/28 2020/12/3 粒子線治療システムおよび粒子線
治療システムの操作画面更新方法

株式会社日立製作所

33 特開2020-192076 特願2019-099313 2019/5/28 2020/12/3

健康状態評価システムおよびこれ
に用いられる健康情報取得装置、
健康情報取得方法並びに曲げ認識
センサ

国立大学法人　東京大学 他

34 特開2020-192068 特願2019-099173 2019/5/28 2020/12/3
画像診断支援装置、画像診断支援
プログラム、および、医用画像取
得装置

株式会社日立製作所

Copyright 2020  Pyxist Co.,Ltd 1/2

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-149740/A17AFBDA8E7700B7701FE1D740F994F33051E7300CEE4E167A7AD626481CC015/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-139835/548F644EB334E420EF08149F378CAAB59C7B61702027F2818F961EB5318FC3B3/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-101499/CB98B4BB80B3291667EE2B85546F55064C546AAC85820D6BB2FFCD5EA8DB94E6/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-101132/C79564062F55493698C997C2E440F1EB34B816DFF7660ADA05005BC07CFE716B/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-100711/4987B8DFD3698FE3841B0B0C1DB8CA946A13D34B3438A2C51D2DEC5ECEF8A9BB/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-100594/4AF32D3FEA7E772883394EB62A99EA9403102CD7AF701A41F54FF8631DA78EBF/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-100518/AB0F62345146755C0273428E57FFE61E64F999D4D7C78C5AC9134FC5D96850F7/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-100052/20DBF438174A3B12043DD029ABD895EE1196FFB7A4F1773964FF5AAA554FDDB1/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-099838/AB77937AE1CC2F459203F4153FBDD87D5750724777531C82367BD98A24D7019B/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-099546/86A6BD2A0351B1EDC0779EDB708243DCBA66996F46DB6528CD08AF5CB593CC0E/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-099523/F833ADD2CA3D10DC525B7347DF66C248401FBD7497DDD5FD4F4934679A55C8FC/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-098922/08FA6DDB6F3ED4F2D50217061AAA1E957ED1EF121DDA90ACEE571B377DA4FF78/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-098921/B480CFDB78876DD688D6510685C6C70B46C1AFBF636CBC520160CE2CDD386645/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-098920/457A9D09B134A4E69FD8CE67F15C7324738D350AEFF58B3FE3A574018B640E2E/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-098919/BC46C396A98C1E9F92E462390AC21DF2CC954D9FBED59963E05281E59960DA11/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-098529/671456B6A6C5335C1FDCD56E9AE7FEE3F2B4C3711BF0849CED68D59C55A4172F/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-098509/168CA2A63713C35E11ABC9A51FBF907D210198C04EB2F9DDDF75772801F3B105/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-098244/E9902D34EFA166DF54220CFC228E436EB0B3E842EDE4E530E34101FEEA902A15/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-097760/701D775B5062639E05BCA83D0CFD0265A011DBD5C03F90AF6DCA0E7718CED3FD/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-097566/B6D789D0F37D3F8D4AEEAFFF414D0FCC83F55E58149F01874ECA0690087DE212/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-097547/547BADBAC033C1AB8AB5BDD0240E426BF96ADD9184FC9C8AE0D573363C142BB9/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-100412/D0E677F8E2BBCAB78378436D20E9EAA4BA86E2661AFC7C8FC3D8EF81BE9F61CD/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-136110/8CB2A5F1D75B958DB8FE75860EFDA9A849895F3091ECFC27FDF52B10F127963E/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-123967/2B0E339E96598D9B9896EACECEE6F426AF3FD81E469E44A7320D01E038E4C2D1/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-090948/0139559BCF978560E8B18D13616063A42BE27EC8192E750AD223FC535C1D0E9E/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-089574/250807F5812C214759402E19D7CD6C1E2A00972D764B0BC6511B5280E7DD15C3/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-070168/EBF9FEF5288AA7925B74C148BB5E506FDBAC9DF1E4840DB81DC74BD4CB6FB408/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-101556/64510F471FA9122A53F5B836596791A542B4F56E9A7C10D382C268E23A125137/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-100679/7379C21821A8458BE7A0DC63C19F7B2AC089A7C13646C734C2718FA5F3618D02/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-100517/C97FC2A0AE42DBE074A1217891EB914FB7E7BD5905CB1CFF3EB93CD565DBAF85/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-099451/755543C23DCB7DBB27EE40F7A78DAEC1756878F3C55E9383AE4E56A1B7531FF1/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-099313/48250E8EAE8B9EE38D14171E686C5688981EB26EDB545D1A2A692B32DF40050F/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-099173/21C731F8A901F0714807CBC82BCB3E8F7A564D6E15620BE80A00E15061B56B64/10/ja


デジタルヘルス出願リスト（20201127-20201203） 2020/12/4

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

35 特開2020-192006 特願2019-098403 2019/5/27 2020/12/3 診断支援装置、及び、Ｘ線ＣＴ装
置

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

36 特許6793978 特願2019-157104 2019/8/29 2020/12/2 介護システム 趙　世昌 他

37 特許6793382 特願2020-115865 2020/7/3 2020/12/2 撮影装置、情報処理装置、方法お
よびプログラム

株式会社エクサウィザーズ

38 特許6793301 特願2019-151770 2019/8/22 2020/12/2 健康関連対策情報システム 株式会社日曜発明ギャラリー

39 特許6793267 特願2020-006030 2020/1/17 2020/12/2
健康状態予測システム、健康状態
予測方法、及び、健康状態予測シ
ステム用のプログラム

市村　安博

40 特表2020-534972 特願2020-519106 2019/9/5 2020/3/19 パーキンソン病診断装置及び方法 ヒューロン　カンパニー，リミテッド

41 特表2020-535491 特願2019-502245 2018/8/30 2020/3/5
比色表を用いる尿検査を提供する
コンピュータープログラム及び端
末

フィットペット　カンパニー　リミテッド

42 特表2020-535526 特願2020-517303 2018/9/26 2019/4/4 リハビリ状態のための評価及び管
理システム並びに関係する方法

リハビリテーション　インスティテュート
オブ　シカゴ

43 特表2020-535525 特願2020-517213 2018/9/25 2019/4/4
リアルタイムワークフロー分析に
基づく自動化されたスタッフ支援
及び品質保証

コーニンクレッカ　フィリップス　エヌ
ヴェ

44 特表2020-535514 特願2020-516799 2018/9/26 2019/4/4 臨床試験の需給予測のためのシス
テムおよび方法

フォージー　クリニカル　エルエルシー

45 特表2020-535505 特願2020-515226 2018/9/5 2019/4/4 ヘルスケア環境において健康デー
タを通信するシステム及び方法

フレゼニウス　ヴィアル　エスアーエス

46 特表2020-534918 特願2020-517164 2018/9/20 2019/4/4 圧力支援治療中に患者の脳卒中を
検出するシステム及び方法

コーニンクレッカ　フィリップス　エヌ
ヴェ

47 特表2020-534910 特願2020-517108 2018/9/21 2019/4/4 モバイルＸ線撮像システム
コーニンクレッカ　フィリップス　エヌ
ヴェ

48 特表2020-534896 特願2020-515734 2018/9/24 2019/4/4 創傷療法システムでのデバイス動
作モニタリングおよび制御

ティージェイ　スミス　アンド　ネフュー
リミテッド

49 特表2020-534893 特願2020-514944 2018/9/25 2019/4/4 自然な瞳孔拡張を用いた検眼鏡装
置、方法、及びプログラム

インターナショナル・ビジネス・マシーン
ズ・コーポレーション

50 特表2020-534887 特願2020-513879 2018/9/25 2019/4/4 可動性医療撮像システムを配置す
るシステム及び方法

コーニンクレッカ　フィリップス　エヌ
ヴェ

51 特表2020-535502 特願2020-514984 2018/9/21 2019/3/28 組織画像からのアーチファクト除
去

エフ．ホフマン－ラ　ロシュ　アーゲー

52 特表2020-534892 特願2020-514726 2018/9/10 2019/3/21 超音波画像処理
コーニンクレッカ　フィリップス　エヌ
ヴェ

53 特表2020-534891 特願2020-514719 2018/9/10 2019/3/21 超音波画像処理
コーニンクレッカ　フィリップス　エヌ
ヴェ

54 特表2020-535492 特願2019-555138 2018/4/6 ########
プラットフォーム間でデータを安
全に収集、分析、及び共有するた
めの分散ネットワーク

アキリ　インタラクティブ　ラブズ、イン
コーポレイテッド
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