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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2020-205126 特願2020-168227 2020/10/5 2020/12/24 相談装置、相談プログラムおよび相談
方法

株式会社みるペット

2 特開2020-205100 特願2020-153508 2020/9/14 2020/12/24 情報処理装置、情報処理方法、および
コンピュータプログラム

日本電気株式会社

3 特開2020-205073 特願2020-142192 2020/8/26 2020/12/24 データセットの属性を予測するための
データセットの正規化

ピーアールエー　ヘルス　サイエンス　インコー
ポレイテッド

4 特開2020-205070 特願2020-141102 2020/8/24 2020/12/24
医用レポート作成装置およびその制御
方法、医用レポート作成システム、プ
ログラム

キヤノン株式会社

5 特開2020-205069 特願2020-140612 2020/8/24 2020/12/24
薬剤の保管のための非一時的機械可読
記憶媒体、方法、及び携帯型通信デバ
イス

マイラン　インコーポレイテッド

6 特開2020-205054 特願2020-116102 2020/7/6 2020/12/24 情報処理装置、情報処理方法、及びプ
ログラム

株式会社エクサウィザーズ

7 特開2020-205043 特願2020-093020 2020/5/28 2020/12/24 サイバーセキュリティ用インター
フェース・プロキシ・デバイス

エフ．ホフマン－ラ　ロシュ　アーゲー

8 特開2020-205013 特願2019-113730 2019/6/19 2020/12/24 画像抽出装置、画像抽出システム、画
像抽出方法及び画像抽出プログラム

国立大学法人　東京大学

9 特開2020-205006 特願2019-113594 2019/6/19 2020/12/24 業務管理システム ソーシャルアドバンス株式会社

10 特開2020-204970 特願2019-113084 2019/6/18 2020/12/24 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

11 特開2020-204965 特願2019-113039 2019/6/18 2020/12/24 医用情報処理装置及び医用情報処理シ
ステム

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

12 特開2020-204937 特願2019-112630 2019/6/18 2020/12/24 診断装置及び診断方法 ファナック株式会社

13 特開2020-204926 特願2019-112520 2019/6/18 2020/12/24 申請書類・作成支援システム 株式会社ユニバーサルスペース

14 特開2020-204924 特願2019-112501 2019/6/18 2020/12/24 救急医療支援システム 株式会社Ｓｍａｒｔ１１９

15 特開2020-204895 特願2019-112139 2019/6/17 2020/12/24 紙葉類発行システムおよび紙葉類発行
方法

ＰＨＣホールディングス株式会社

16 特開2020-204865 特願2019-111823 2019/6/17 2020/12/24
２つのシステムを連携するための方法
およびプログラム並びに情報処理シス
テム

コニカミノルタ株式会社

17 特開2020-204864 特願2019-111821 2019/6/17 2020/12/24 コミュニケーション支援システム 株式会社日本総合研究所

18 特開2020-204836 特願2019-111307 2019/6/14 2020/12/24 生活保護に関する情報処理方法及び装
置

国立研究開発法人産業技術総合研究所

19 特開2020-204816 特願2019-111023 2019/6/14 2020/12/24 文書管理装置および文書管理方法 株式会社マックスシステム

20 特開2020-204799 特願2019-110807 2019/6/14 2020/12/24 治療選択支援装置 キヤノンメディカルシステムズ株式会社

21 特開2020-203191 特願2020-164856 2020/9/30 2020/12/24 動態解析システム及びプログラム コニカミノルタ株式会社

22 特開2020-203123 特願2020-151156 2020/9/9 2020/12/24 診断画像システム 株式会社島津製作所

23 特開2020-203077 特願2020-085959 2020/5/15 2020/12/24 放射線治療システム、治療計画支援方
法及び治療計画方法

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

24 特開2020-203032 特願2019-113743 2019/6/19 2020/12/24 脳症判定プログラム、脳症判定方法お
よび情報処理装置

富士通株式会社

25 特開2020-203018 特願2019-113447 2019/6/19 2020/12/24 医用データ処理装置及び医用データ処
理方法

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

26 特開2020-203014 特願2019-113412 2019/6/19 2020/12/24 評価装置、評価方法、及び評価プログ
ラム

株式会社ＪＶＣケンウッド

27 特開2020-202988 特願2019-112993 2019/6/18 2020/12/24 画像処理装置、画像処理プログラム、
及び、磁気共鳴イメージング装置

株式会社日立製作所

28 特開2020-202977 特願2019-112561 2019/6/18 2020/12/24 情報処理装置及び情報処理プログラム 富士ゼロックス株式会社

29 特開2020-202912 特願2019-111167 2019/6/14 2020/12/24 薬剤管理装置、および、薬剤管理シス
テム

グローリー株式会社

30 特開2020-202889 特願2019-110825 2019/6/14 2020/12/24 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

31 特許6803999 特願2020-052113 2020/3/24 2020/12/23 効率改善提案装置、効率改善提案方法
及び効率改善提案プログラム

株式会社　日立産業制御ソリューションズ

32 特許6803430 特願2019-124777 2019/7/3 2020/12/23 見守りシステム、情報処理装置、情報
処理方法、及びプログラム

株式会社マネーフォワード

33 特許6803054 特願2020-073418 2020/4/16 2020/12/23
抜毛症改善診断装置、抜毛症改善診断
方法、および抜毛症改善診断プログラ
ム

一般社団法人　日本抜毛症改善協会

34 特開2020-201978 特願2020-139625 2020/8/20 2020/12/17 散薬調剤業務支援システム 株式会社湯山製作所

35 特開2020-201977 特願2020-139031 2020/8/20 2020/12/17 検査対象の複雑系の状態を推定するシ
ステム

アクシオンリサーチ株式会社

36 特開2020-201972 特願2020-135976 2020/8/11 2020/12/17

ペットフードレコメンド装置および、
ペットフードレコメンド方法、サプリ
メントレコメンド装置、サプリメント
レコメンド方法ならびに腸年齢算出式
決定方法および腸年齢算出方法

株式会社サイキンソー

37 特開2020-201900 特願2019-110629 2019/6/13 2020/12/17 医療材料セット管理システム、医療材
料セット管理方法

トッパン・フォームズ株式会社

38 特開2020-201847 特願2019-109930 2019/6/12 2020/12/17 見守りシステム ケン・インターナショナル株式会社

39 特開2020-201810 特願2019-109510 2019/6/12 2020/12/17 推定装置、推定システム、推定方法、
および推定用プログラム

株式会社モリタ製作所

40 特開2020-201801 特願2019-109375 2019/6/12 2020/12/17 読影支援装置、読影支援方法、読影支
援プログラム

フジキンソフト株式会社

41 特開2020-201793 特願2019-109240 2019/6/12 2020/12/17 支援装置、支援方法およびプログラム オムロン株式会社

42 特開2020-201788 特願2019-109180 2019/6/12 2020/12/17 野菜摂取啓発方法及び野菜摂取啓発シ
ステム

カゴメ株式会社

43 特開2020-201697 特願2019-107869 2019/6/10 2020/12/17 診断支援システム ＴＸＰ　Ｍｅｄｉｃａｌ株式会社

44 特開2020-201681 特願2019-107532 2019/6/9 2020/12/17 自分史バーチャルリアリティー 医療法人ライフサポート

45 特開2020-201642 特願2019-107017 2019/6/7 2020/12/17 スケジュール提案システム 株式会社エムール

46 特開2020-201608 特願2019-106588 2019/6/6 2020/12/17 データ収集・提供システム及び方法 株式会社日立製作所

47 特開2020-201606 特願2019-106573 2019/6/6 2020/12/17 情報処理装置、方法、及びプログラム キヤノン株式会社

48 特開2020-201579 特願2019-106272 2019/6/6 2020/12/17 健康改善支援システム 株式会社エッグ

49 特開2020-201536 特願2019-105784 2019/6/6 2020/12/17 情報処理装置、情報処理システム及び
情報処理プログラム

富士ゼロックス株式会社
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50 特開2020-201531 特願2019-105734 2019/6/5 2020/12/17 医療支援システム及び眼科検査装置 株式会社トプコン

51 特開2020-201528 特願2019-105709 2019/6/5 2020/12/17 美容判定方法、官能評価方法、及びシ
ステム

株式会社アイピーコーポレーション

52 特開2020-201271 特願2020-134749 2020/8/7 2020/12/17
腫瘍組織を含むサンプルから細胞間の
空間的近接を表すスコアを決定する方
法

ノバルティス・エイジー

53 特開2020-199328 特願2020-156954 2020/9/18 2020/12/17
医用画像処理方法、医用画像処理装
置、医用画像処理システム及び医用画
像処理プログラム

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

54 特開2020-199308 特願2020-152376 2020/9/10 2020/12/17 電子機器、推定システム、推定方法及
び推定プログラム

京セラ株式会社

55 特開2020-199304 特願2020-150547 2020/9/8 2020/12/17 ロボット医療処置のガイダンスを提供
するためのシステムおよび方法

マコ　サージカル　コーポレーション

56 特開2020-199293 特願2020-147333 2020/9/2 2020/12/17 シャント音解析装置 パイオニア株式会社

57 特開2020-199277 特願2020-138322 2020/8/19 2020/12/17 光学文字認識を使用する薬物注射デバ
イスからの用量データの記録

サノフィ－アベンティス・ドイチュラント・ゲゼ
ルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツ
ング

58 特開2020-199274 特願2020-136801 2020/8/13 2020/12/17 鼓膜標準画像を取得するために使用者
を案内する方法

シンクビジョン・テクノロジー・コーポレイショ
ン

59 特開2020-199273 特願2020-135914 2020/8/11 2020/12/17 負圧傷治療の準拠使用を監視するため
のシステム

ケーシーアイ　ライセンシング　インコーポレイ
テッド

60 特開2020-199255 特願2020-098084 2020/6/5 2020/12/17 抗ウイルス及び他の効果を有するウエ
アラブル光線治療器

ソールエトルーナ　ホールディングス，インコー
ポレーテッド

61 特開2020-199244 特願2020-040385 2020/3/9 2020/12/17 介護装置 株式会社ウエルケアベッド

62 特開2020-199216 特願2019-110469 2019/6/13 2020/12/17 治療計画装置及び放射線治療システム キヤノンメディカルシステムズ株式会社

63 特開2020-199178 特願2019-110026 2019/6/13 2020/12/17 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

64 特開2020-199167 特願2019-109844 2019/6/12 2020/12/17 医用画像処理装置、医用画像処理方
法、及び医用画像処理プログラム

ザイオソフト株式会社

65 特開2020-199155 特願2019-109431 2019/6/12 2020/12/17 通知システムおよび通知方法 日本電信電話株式会社

66 特開2020-199072 特願2019-107952 2019/6/10 2020/12/17 脳卒中判定装置、方法およびプログラ
ム

国立大学法人滋賀医科大学

67 特開2020-199012 特願2019-107117 2019/6/7 2020/12/17
超音波診断装置、超音波診断装置の制
御方法、及び、超音波診断装置の制御
プログラム

コニカミノルタ株式会社

68 特開2020-198998 特願2019-106946 2019/6/7 2020/12/17 歩行訓練システム、表示方法、および
表示プログラム

トヨタ自動車株式会社

69 特開2020-198996 特願2019-106944 2019/6/7 2020/12/17 歩行訓練システム、表示方法、および
表示プログラム

トヨタ自動車株式会社

70 特開2020-198956 特願2019-106393 2019/6/6 2020/12/17 錠剤寸法測定プログラムおよび錠剤寸
法測定システム

株式会社トーショー

71 特許6801902 特願2019-194829 2019/10/26 2020/12/16 子供虐待兆候判別プログラム及びシス
テム

ＡＳＳＥＳＴ株式会社

72 特許6800502 特願2020-083742 2020/5/12 2020/12/16
医薬品販売支援システム、医薬品販売
支援方法、サーバ装置、及びプログラ
ム

ヒューマンメディカルリサーチ株式会社

73 特許6800303 特願2019-218304 2019/12/2 2020/12/16 心不全診断装置 国立大学法人大阪大学

74 特許6799298 特願2019-205183 2019/11/13 2020/12/16 治療機器管理システム 株式会社アルム

75 特表2020-537779 特願2020-518783 2018/10/17 2019/4/25 外科用ビデオをセグメント化する
ためのシステムおよび方法

ヴェリリー　ライフ　サイエンシズ　エル
エルシー

76 特表2020-537579 特願2020-522316 2018/10/17 2019/4/25 神経障害を識別及び監視するため
の機械学習ベースのシステム

ラオ、サティシュ

77 特表2020-537559 特願2020-518794 2018/10/17 2019/4/25 センサ対応の創傷療法被覆材およ
びシステムのための流体管理

スミス　アンド　ネフュー　ピーエルシー

78 特表2020-537527 特願2020-521572 2018/10/17 2019/4/25 体細胞構造変異の検出のための方
法、及び、システム

ザ・ブロード・インスティテュート・イン
コーポレイテッド

79 特表2020-536691 特願2020-521375 2018/10/12 2019/4/25 カメラを用いた対象者プロファイ
ルの決定

コーニンクレッカ　フィリップス　エヌ
ヴェ

80 特表2020-537782 特願2020-519802 2018/10/9 2019/4/18 医療照会回答装置 サノフイ

81 特表2020-537462 特願2020-540703 2018/10/10 2019/4/18

デジタル療法を用いた疾患及び障
害の治療においてデータセキュリ
ティを確保するためのシステム及
び方法

ペア　セラピューティクス　インコーポレ
イテッド

82 特表2020-537264 特願2020-520750 2018/10/15 2019/4/18 患者ケアシステム
アレス　トレーディング　ソシエテ　アノ
ニム

83 特表2020-537263 特願2020-520656 2018/10/12 2019/4/18 養護施設及び他の医療施設を運営
するための支援技術

ジェー．　ブラッシュ　シーオー．，　エ
ルエルシー

84 特表2020-537238 特願2020-519798 2018/10/9 2019/4/18 携帯型医療データハブ サノフイ

85 特表2020-537232 特願2020-519260 2018/10/5 2019/4/18

全母集団から任意に選択された部
分母集団内の被験者における非健
康状態のリスク、発生又は進行を
予測する医療装置及びコンピュー
タ実装方法

フレゼニウス　メディカル　ケア　ドイッ
チェランド　ゲゼルシャフト　ミット　ベ
シュレンクテル　ハフツング

86 特表2020-537183 特願2020-520630 2018/9/12 2019/4/18
車内で電子データ眼鏡を使用する
ときのシミュレータ病関連の障害
を減らすための携帯デバイス

アウディ　アクチェンゲゼルシャフト

87 特表2020-536712 特願2020-540698 2018/10/9 2019/4/18 局所平面を用いた医用誘導システ
ム及び方法

キヤノン　ユーエスエイ，インコーポレイ
テッド

88 特表2020-536641 特願2020-520097 2018/10/9 2019/4/18 患者モニタリングシステム及び患
者モニタリング方法

ストライカー・グローバル・テクノロ
ジー・センター・プライヴェート・リミ
テッド
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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

89 特表2020-536638 特願2020-520027 2018/10/9 2019/4/18 深層学習を用いた医用イメージン
グの造影剤用量削減

ザ　ボード　オブ　トラスティーズ　オブ
ザ　レランド　スタンフォード　ジュニア
ユニバーシティー

90 特表2020-537798 特願2020-539685 2018/10/2 2019/4/11
対象における神経行動学的表現型
を検知、診断、予測、予知、また
は処置するための方法及びツール

イエール　ユニバーシティ

91 特表2020-537272 特願2020-539686 2018/10/2 2019/4/11

神経画像処理及び遺伝子発現マッ
ピングデータのコンピュータ生成
型予測応用のための方法及びシス
テム

イエール　ユニバーシティ

92 特表2020-536623 特願2020-519383 2018/10/5 2019/4/11 モバイルデバイスを用いたユーザ
の健康の連続的監視

アライヴコア・インコーポレーテッド

93 特表2020-536620 特願2020-519335 2018/10/8 2019/4/11
１つ以上の動脈セグメントの血行
動態情報を決定するための方法お
よびシステム

エモリー　ユニバーシティー

94 特表2020-537635 特願2020-514925 2018/9/17 2019/3/21

継続管理及び継続識別による生体
サンプル追跡を用いた患者固有の
免疫療法手順を実施する方法及び
システム

カイト　ファーマ　インコーポレイテッド

95 特表2020-537117 特願2020-515760 2018/9/13 2019/3/21
プロアドレノメジュリンに基づく
輸液療法のガイダンスのための方
法

ベー．エル．アー．ハー．エム．エス　ゲ
ゼルシャフト　ミット　ベシュレンクテル
ハフツング

96 特表2020-537205 特願2020-510594 2018/8/23 2019/2/28 意思決定理論モデルを用いた手術
の意思決定支援

ザ　ジェネラル　ホスピタル　コーポレー
ションドゥーイング　ビジネス　アズ　マ
サチューセッツ　ジェネラル　ホスピタル

97 特表2020-537487 特願2020-501564 2018/7/11 2019/1/17 メチローム解析を用いる癌の検出
及び分類

シナイ　ヘルス　システム
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