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本書のねらい 

 

本書は特許情報に基づいて、産業として注目される市場に対して、どのような企業が特

許出願というルートを経由して参画しており、それぞれの企業が具体的にどのような技術

でかかわりをもっているのか、業種別に紐といています。 
 
特許情報を集合データとしてマクロな視点でみる、あるいは、個々に紹介される一件一

件の発明情報に迫ってミクロに内容を掘り下げてみる、さらには、業種別にどのような企

業がメジャーな企業として既に参画しており、まだ出願件数こそ少ないものの、固有技術

が明確な企業や異業種からも新たなチャンスを伺っている模様など、ビジネスチャンス探

索の道しるべとしてご利用ください。 
 
企業シェアや出願件数などのマクロ情報は、市場の全体状況を把握する目安となりえま

す。また、中核的産業だけでなく中核を取り巻くすそ野産業を俯瞰できることが、特許情

報を情報源とする大きなメリットといえるでしょう。 
 
特許情報をミクロに掘り下げてみると、個々の出願内容から企業の技術力を知ることが

できます。特許情報に現れるのは、数年先から 20 年後を見すえた将来有望な技術です。先

行する技術を知り、自社技術の方向性を見定める機会にもなります。また、特許情報は注

目市場が求める技術の具体例としてとらえることができ、川上企業の潜在能力や、川下企

業の技術的課題が浮き彫りになります。 
 
本書ではさらに注目市場をいわゆる業種別に分けて企業と技術の両面からデータを紐と

きました。その業種における代表的な先行企業と取り組む技術がわかります。自社の属す

る業種をみれば、ライバル企業の動きが把握できます。また、異業種企業や大学、研究機

関の状況を知り、提携の可能性を探ってみてはいかがでしょう。 

 

注目市場のビジネスチャンスを開拓する機会として、通常のマーケットレポートでは得

られない特許情報を用いた本シリーズをぜひお役立ていただければ幸いです。  
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ビジネスチャンス 

 
近年続く不況の中、大企業から中小企業、個人事業主まで多くのビジネスパーソンが、

新市場への参入や新事業創出、異業種との連携、取引相手の発掘など新たなビジネスを生

み出だすための模索を続けています。時代と共に、ターゲットとなる市場は様々に変化し

ています。エネルギーや情報通信、医療など、技術革新が進む分野があれば、農業などの

ように構造に変化が見られる産業もあります。また、環境問題や高齢化という社会的課題

も新たな需要を生み出すでしょう。いずれもビジネスチャンスの可能性がある将来の注目

市場と言えます。 
 
ビジネスチャンス発見の手がかりは情報です。その第一歩は、注目市場の現状を俯瞰す

ることです。俯瞰することによって大きな現われをつかみ、ビジネスチャンスを手にする

ことができます。さらに、個別の細かい情報にもビジネスチャンスの可能性は秘められて

います。注目市場において、今、どんな業種が関わっているか、どんな企業が参入してい

るか、どんな技術があるか、大きな取り組みだけでなく小さな取り組みまでも見渡してみ

ることが、ビジネスチャンス発見の近道となるはずです。 
 
 

 
  

ビジネス
チャンス 

新市場 
参入 

新事業 
創出 

異業種 
連携 

起業 

新規 
取引相手 
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本書の使い方 

本書は医療エレクトロニクスに取り組む全企業（業種ページ）、業種別全企業特許情報、全

企業索引で構成されています。それらを基に、本書の使い方をご紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

業種の動きをみたい 

同業他社の動きをみたい 

新しい取引先を 
見つけたい 

自社技術を売り込みたい 

共同研究の相手を 
知りたい 

（産学官連携） 

①巻末の全企業索引で自社技術を売

り込みたい企業の掲載ページを調

べます。 

②業種別全企業特許情報ページを開

き出願特許のタイトルと要約から

企業の取り組みや課題を探ります。 

③自社技術との関連性を比較し、連

携・売り込みの機会を見出します。 

①企業名索引で注目する同業他社の

全企業特許情報のページを調べま

す。 

②同業他社の取り組み（出願）が 

わかります。 

①全企業索引で、注目企業の特許抄録のペ

ージを調べます。 

②全企業特許情報のページで、注目企業の

出願内容や共同出願人などをみます。 

③連携の可能性を探ります。 

①業種ページや、または全企業索引で

注目企業を探します。 

②全企業特許情報でその企業が関心を

持っている技術をみます。 

③自社技術との接点から連携の可能性

が見えてきます。 

①業種ページで業種の企業をみてみます。 

②業種別全企業特許情報で企業が取り組ん

でいる技術をみます。 

③注目業種の動きがわかります。 

①業種ページで異業種の企業を選びます。 

②その企業の取り組みを、全企業特許情報で

調べます。 

③連携の可能性を探ります。 

開発テーマを探したい 

①業種ページや全企業索引で注目企業を探

します。 

②それらの企業の取り組みを全企業特許情

報でみて、自社技術と対比し自社が開発す

べきテーマを探ります。 

 

異業種と組みたい 

医療エレクトロニクス

に取り組む全企業 

（業種ページ） 

 

全企業索引 

業種別 
全企業特許情報 
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Ⅰ 特許データからみる医療エレクトロニクス 
特許データからみた医療エレクトロニクスの流れ 

 2000 年以降に日本国内で出願公開された特許情報の全体件数と、医療エレクトロニクス

に関する公開特許件数について、下図に年次推移を示しました。 
わが国の全体的な経済は 2000 年ごろから下降線をたどっています。このため、特許出願

件数も年々、減少傾向にあります。特に、2005 年頃から経済停滞と出願の質重視の傾向に

より顕著に出願件数が減少しています。医療エレクトロニクス関連はこのような全体の動

きと同様に減少傾向にありましたが、2010 年より減少がストップし 2013 年までは横ばい

傾向、2014 年には再び増加に転じており、研究開発が安定しつつも活発になってきている

ことが伺えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※特許公開制度では特許出願から公開までに約 1 年半を要します。このため 2015 年以降の特許情報については未発行

のものが多く出願件数が不正確なため表示しておりません。
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医療エレクトロニクスに取り組む業種（2015.12～2016.11発行国内公開特許情報より） 

 
特許情報から注目市場を調べると、代表的企業のみならずその市場に関わる全企業の技

術情報を知ることができます。さらに、事業内容を表す業種に全企業を分類することによ

り、同業他社情報や異業種情報への距離がぐんと縮まり、産業のすそ野の拡がりもあぶり

出されます。 
なお、本書で使用する業種は、証券資料や官庁の業種・分類などを参考にしています。 

 
【上位 10 業種】 

 

 
【上図以外の業種】 
建設業 食料品 非鉄金属 ガラス・土石製品 小売業 

繊維製品 ゴム製品 金属製造業 倉庫。運輸関連業 鉱業 

不動産業 その他金融業 パルプ・紙 電力・ガス 鉄鋼 

石油・石炭製品 大学・研究機関・官公庁 その他業種 海外  

 
医療エレクトロニクスの特許データを抽出するにあたっては、国際特許分類（IPC）*1

を用いました。IPC からは医学・衛生学を表す A61、物理学を表す G、電気を表す H を組

合せ、医療エレクトロニクスに取り組む全企業のデータとしました。 
*1 国際特許分類（ＩＰＣ）は世界各国が共通して利用できる国際的に統一された特許分類です。 

 
  

電気機
器 

精密機
器 

情報・
通信業 

化学 

その他
製造業 

サービ
ス業 

医薬品 

機械 

商業 

輸送用
機器 

医療 

エレクトロ 

ニクス 
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医療エレクトロニクスに関わる全企業一覧 

医療エレクトロニクスに関わる特許出願（日本国内向け）を行なっている全企業は 1611 社

です。 
 
・国内企業（596 社） 

業種別、出願件数の多い順に掲載しています。 
業種 企業名 

電気機器（94社） 

(株)東芝，セイコーエプソン(株)，東芝メディカルシステムズ(株)，(株)日立製作所，シャープ
(株)，ソニー(株)，コニカミノルタ(株)，パナソニックＩＰマネジメント(株)，富士通(株)，(株)
日立メディコ，京セラ(株)，オムロン(株)，カシオ計算機(株)，(株)ケアコム，三菱電機(株)，
パイオニア(株)，アイホン(株)，埼玉日本電気(株)，アルプス電気(株)，浜松ホトニクス(株)，
フクダ電子(株)，パナソニック(株)，日本光電工業(株)，ローム(株)，船井電機(株)，(株)村田
製作所，オムロンヘルスケア(株)，(株)ＪＶＣケンウッド，(株)アドバンテスト，パナソニック
ヘルスケアホールディングス(株)，スター精密(株)，岩崎電気(株)，九州日立マクセル(株)，イ
ビデン(株)，並木精密宝石(株)，ＡＳＴＩ(株)，(株)光波，ルネサスエレクトロニクス(株)，リ
オン(株)，(株)ナカヨ，ホーチキ(株)，(株)ユメックス，(株)ホクシンエレクトロニクス，ホク
ユーメディックス(株)，ＴＤＫ(株)，岩崎通信機(株)，沖電気工業(株)，(株)半導体エネルギー
研究所，東芝テック(株)，旭化成エレクトロニクス(株)，アルパイン(株)，(株)オーク製作所，
(株)カレアコーポレーション，(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント，(株)コンテ
ック，クラリオン(株)，(株)エスキュー，日本メクトロン(株)，東京エレクトロンデバイス(株)，
(株)ミツバ，東芝ライテック(株)，東芝電波プロダクツ(株)，(株)アコーズ，オリジン電気(株)，
東京エレクトロニツクシステムズ(株)，サクサ(株)，富士電機(株)，ウシオ電機(株)，エコー電
気(株)，ブラザー工業(株)，ホシデン(株)，フォスター電機(株)，オキノ工業(株)，新日本無線
(株)，オリオン電機(株)，スカラ(株)，ジオマテック(株)，レルテック医療器(株)，新光電気工
業(株)，(株)電制，(株)明電舎，システム・インスツルメンツ(株)，横河ソリューションサービ
ス(株)，日本テキサス・インスツルメンツ(株)，横河電機(株)，(株)三社電機製作所，(株)堀場
製作所，(株)沖データ，(株)日本ジー・アイ・ティー，ＥＩＺＯ(株)，古野電気(株)，ミツミ電
機(株)，(株)上島電興社，シナノケンシ(株) 

情報・通信業（60社） 

日本電信電話(株)，セイコーソリューションズ(株)，(株)ＮＴＴドコモ，ＮＥＣプラットフォー
ムズ(株)，(株)ジェイマックシステム，ＫＤＤＩ(株)，西日本電信電話(株)，東日本電信電話(株)，
(株)ゼオシステム，(株)野村総合研究所，ＮＥＣソリューションイノベータ(株)，(株)国際電気
通信基礎技術研究所，エコナビスタ(株)，日本電気通信システム(株)，(株)コロプラ，エヌ・テ
ィ・ティ・コミュニケーションズ(株)，(株)エヌ・ティ・ティ・データ，(株)システムディ，(株)
デジタル・スタンダード，(株)ベイビッグ，(株)ファソテック，日立オムロンターミナルソリュ
ーションズ(株)，(株)クレッセント，(株)エンファシス，(株)空，ペンギンシステム(株)，(株)
ミックウェア，(株)ＡＺＥ，サイバネットシステム(株)，サンリツオートメイション(株)，キュ
ーオーエル(株)，アルカディア・システムズ(株)，(株)スタットラボ，ＮＥＣビッグローブ(株)，
ジーン・ステム(株)，(株)日立産業制御ソリューションズ，(株)スタージェン，ＮＥＣエンジニ
アリング(株)，(株)セラシステム，中央情報開発(株)，(株)コトブキソリューション，レイシス
ソフトウェアーサービス(株)，三菱電機インフォメーションシステムズ(株)，(株)ＣＱーＳネッ
ト，(株)緑野リサーチ，(株)ＹＵＷＡ，沖縄コンピュータ販売(株)，(株)医療情報技術研究所，
(株)日立ソリューションズ，(株)日立システムズ，(株)ｓｉｚｅｂｏｏｋ，(株)ＢＳＲ，ザイオ
ソフト(株)，ＨＡＹＡＢＵＳＡ(株)，(株)エーアイエス，(株)テクノプロジェクト，(株)ソシオ
ネクスト，(株)ゼンリンデータコム，(株)エムティーアイ，テクマトリックス(株) 

精密機器（55社） 

オリンパス(株)，キヤノン(株)，ＨＯＹＡ(株)，テルモ(株)，(株)島津製作所，プレキシオン(株)，
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ(株)，(株)トプコン，(株)ニデック，(株)吉田
製作所，富士ゼロックス(株)，(株)リコー，(株)湯山製作所，(株)ニコン，ニプロ(株)，(株)タ
ムロン，愛知時計電機(株)，東芝電子管デバイス(株)，日機装(株)，日本電産コパル電子(株)，
(株)ジーシー，シチズンホールディングス(株)，(株)トーメーコーポレーション，(株)ナカニシ，
(株)松風，ＳＩＭＰＬＥＸＱＵＡＮＴＵＭ(株)，バイオニクス(株)，東レ・メディカル(株)，(株)
三紅メディカル，(株)東京精密，トーレック(株)，パナソニックメディカルソリューションズ
(株)，イオム(株)，アレイ(株)，サンテック(株)，(株)アイビット，(株)アスカメディカル，(有)
プロセスクリエイション，(有)ファイトロニクス，(株)コージン，(株)コーナン・メディカル，
(株)スリーディー，大正医科器械(株)，日本エレクトロセンサリデバイス(株)，スパークリング
フォトン(株)，(株)アイアールメディカル工房，(株)日立エルジーデータストレージ，ヴァーヴ
ビジュアルソリューション(株)，(株)リガク，(株)ＳＵＷＡオプトロニクス，(有)新興光器製作
所，リコーインダストリアルソリューションズ(株)，ヤグチ電子工業(株)，日本電産コパル(株)，
ファイバーテック(株) 

化学（49社） 

富士フイルム(株)，ユニ・チャーム(株)，ポーラ化成工業(株)，(株)資生堂，積水化学工業(株)，
(株)カネカ，住友ベークライト(株)，(株)ニッシン，東洋紡(株)，ＤＩＣ(株)，ライオン(株)，
(株)三菱ケミカルホールディングス，信越化学工業(株)，三菱化学(株)，日本メナード化粧品
(株)，御木本製薬(株)，小川香料(株)，太成二葉産業(株)，大陽日酸(株)，(株)ダイセル，(株)
ニックス，(株)トクヤマ，旭有機材工業(株)，昭和電工(株)，東洋インキＳＣホールディングス
(株)，日立化成(株)，日産化学工業(株)，日油(株)，日本ゼオン(株)，(株)クレハ，日本バルカ
ー工業(株)，ＪＳＲライフサイエンス(株)，三井化学(株)，住友精化(株)，信越ポリマー(株)，
(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン，一丸ファルコス(株)，(株)金子製作所，

7 NeoTechnology

sa
m
pl
e



業種 企業名 

庁（115社） 葉大学，東北大学，国立研究開発法人理化学研究所，慶應義塾，北里研究所，静岡大学，筑波大
学，名古屋工業大学，日本大学，山口大学，国立研究開発法人放射線医学総合研究所，九州大学，
広島大学，北海道大学，杏林学園，埼玉医科大学，聖マリアンナ医科大学，早稲田大学，広島市
立大学，首都大学東京，国立研究開発法人国立がん研究センター，九州工業大学，香川大学，東
京医科歯科大学，東京工業大学，北海道札幌医科大学，関西学院，関西大学，岩手医科大学，久
留米大学，産業医科大学，自治医科大学，上智学院，中央大学，麻布獣医学園，岐阜市，公益財
団法人ヒューマンサイエンス振興財団，横浜市立大学，大阪府立大学，兵庫県立大学，国立研究
開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所，国立研究開発法人科学技術振興機構，国立研究開発法人
国立循環器病研究センター，国立研究開発法人情報通信研究機構，旭川医科大学，岡山大学，宮
崎大学，熊本大学，群馬大学，秋田大学，神戸大学，鳥取大学，浜松医科大学，独立行政法人国
立高等専門学校機構，さいたま商工会議所，愛知県，一般財団法人バイオダイナミックス研究所，
一般財団法人化学及血清療法研究所，一般財団法人糧食研究会，一般社団法人メディカル・イメ
ージング・コンソーシアム，一般社団法人日本検査機器工業会，杏林学園，沖縄科学技術大学院
大学学園，関西医科大学，近畿大学，昭和大学，神野学園，創価大学，中部大学，塚本学院大阪
芸術大学，帝京大学，東海大学，東京理科大学，東洋大学，藤田学園，兵庫医科大学，名城大学，
立命館，(株)バイオエルティ，京都府，群馬県，公益財団法人がん研究会，公益財団法人東京都
医学総合研究所，公益財団法人微生物化学研究会，岩手県立大学，大阪市立大学，奈良県立医科
大学，広島県，国立研究開発法人国立国際医療研究センター，国立研究開発法人国立長寿医療研
究センター，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構，国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構，愛媛大学，横浜国立大学，金沢大学，高知大学，鹿児島大学，大分大学，電気通
信大学，島根大学，奈良先端科学技術大学院大学，豊橋技術科学大学，北陸先端科学技術大学院
大学，琉球大学，大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構，地方独立行政法人神奈川
県立病院機構，地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター，長野県，特定非営利活動法人国
際レスキューシステム研究機構，独立行政法人水産総合研究センター 

その他業種（28社） 

(株)アロマジョイン，(株)トップ，サルーステック(株)，(株)アクトメディカルサービス，(株)
クリュートメディカルシステムズ，デジタルワン(株)，クインテセンシア合同会社，ファイブナ
インズ(株)，エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント(株)，(株)アステム，(有)イム
ノ，(株)デンソーアイティーラボラトリ，(株)ブリリアントサービス，(株)分光科学研究所，レ
モネードラブインク，ＴＡＯヘルスライフファーマ(株)，ＪＢーＣｒｅａｔｅ(株)，タイホー
(株)，(株)槌屋，(株)医器研，プレキシィ合同会社，(株)レーベン販売，(株)ＵＢＩＣ，(株)融
合技術開発センター，(有)ＭＩＺＵＴＥＣ，日本エー・シー・ピー(株)，(株)モナコ社，タイオ
ー(株) 

 
・海外企業（1015 社） 

地域別、国別、企業名順に掲載しています。なお企業名は日本語表記、アルファベット

表記ともに特許情報上の表記に基づいています。 
国 企業名（アルファベット表記） （日本語表記） 

アメリカ（493社） 

JOHNSON & JOHNSON VISION CARE...........ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・イ
ンコーポレイテッド 

GENENTECH...............................ジェネンテック，インコーポレイテッド 
ATTIRE FAMA INC.........................エータイアーファーマ，インコーポレイテッド 
VOLCANO.................................ヴォルカノコーポレイション 

OLIVE MEDICAL...........................オリーブ・メディカル・コーポレイション 
GENERAL HOSPITAL........................ザジェネラルホスピタルコーポレイション 
GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHNOLOGY CO LLCジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テ

クノロジー・カンパニー・エルエルシー 
ENDOCHOICE..............................エンドチョイスインコーポレイテッド 
BECTON DICKINSON........................ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 

GYRUS ACMI INC. D.B.A. OLYMPUS SURGICAL TECHNOLOGIESジャイラス・エーシーエムアイ・インコー
ポレーテッド 
DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP.......デカ・プロダクツ・リミテッド・パートナーシップ 

ABBVIE INC..............................アッヴィ・インコーポレイテッド 
LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY.......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 

GENERAL ELECTRIC CO <GE>................ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 
CAREFUSION..............................ケアフュージョン３０３、インコーポレイテッド 
MEDTRONIC MINIMED, INC..................メドトロニック・ミニメッド・インコーポレーテッド 

MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER..メモリアルスローンーケタリングキャンサーセンター 
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIAザリージェンツオブザユニバーシティオブカリフォル
ニア 

LIGHTLAB IMAGING........................ライトラボ・イメージング・インコーポレーテッド 
DANA FARBER CANCER INSTITUTE............デイナファーバーキャンサーインスティチュート，イン
コーポレイテッド 
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医療エレクトロニクスに取り組む発明者 出願件数トップ 100 

医療エレクトロニクスに関わる特許出願を行なっている日本国内の発明者について、出願

件数ランキングトップ 100 を掲載しています。なお、発明者氏名と所属先は公開時点の特

許情報の記載に基づいており、氏名の表記ゆれや出願後の所属先変更などは考慮していま

せん。また、所属先と出願人企業が異なる場合は※の後に出願人企業名を併記いたしまし

た。 
 

順 氏名 所属先 業種 件数 

1 伊藤 毅 オリンパス(株) 精密機器 17 

2 竹中 克郎 キヤノン(株) 精密機器 13 

  岩下 貴司 キヤノン(株) 精密機器 13 

4 和山 弘 キヤノン(株) 精密機器 12 

  藤吉 健太郎 キヤノン(株) 精密機器 12 

  大藤 将人 キヤノン(株) 精密機器 12 

  横山 啓吾 キヤノン(株) 精密機器 12 

  渡辺 実 キヤノン(株) 精密機器 12 

  川鍋 潤 キヤノン(株) 精密機器 12 

  本田 一樹 オリンパス(株) 精密機器 12 

  佐藤 恵梨子 キヤノン(株) 精密機器 12 

  八木 朋之 キヤノン(株) 精密機器 12 

  亀島 登志男 キヤノン(株) 精密機器 12 

14 藤田 浩正 オリンパス(株) 精密機器 11 

  照井 晃介 キヤノン(株) 精密機器 11 

  笠 拓哉 キヤノン(株) 精密機器 11 

  香取 篤史 キヤノン(株) 精密機器 11 

  岡田 英之 キヤノン(株) 精密機器 11 

19 北野 亮 富士フイルム(株) 化学 10 

  鈴村 啓 ダイキン工業(株) 機械 10 

21 蔵本 昌之 富士フイルム(株) 化学 9 

  中嶋 光康 カシオ計算機(株) 電気機器 9 

  大澤 敦 富士フイルム(株) 化学 9 

  西尾 真博 オリンパス(株) 精密機器 9 

  水野 恭輔 オリンパス(株) 精密機器 9 

  古田 展康 セコム(株) サービス業 9 

27 大田 恭義 富士フイルム(株) 化学 8 

  鈴木 健夫 オリンパス(株) 精密機器 8 

  岩崎 智樹 オリンパス(株) 精密機器 8 

  中嶋 宏 オムロン(株) 電気機器 8 

  浅尾 恭史 キヤノン(株) 精密機器 8 

  橋本 進 オリンパス(株) 精密機器 8 

  室岡 孝 富士フイルム(株) 化学 8 

  長坂 公夫 セイコーエプソン(株) 電気機器 8 

  濱田 敏裕 オリンパス(株) 精密機器 8 

  胡 軼 富士フイルム(株) 化学 8 

  中井 義博 富士フイルム(株) 化学 8 

  森本 美範 富士フイルム(株) 化学 8 

  楠 浩和 アイホン(株) 電気機器 8 

40 阿部 充志 (株)日立製作所 電気機器 7 

  高橋 進 オリンパス(株) 精密機器 7 

  小林 健介 キヤノン(株) 精密機器 7 

  久津間 祐二 オリンパス(株) 精密機器 7 

  羽根渕 昌明 (株)ニデック 精密機器 7 

  鈴木 達彦 オリンパス(株) 精密機器 7 

  高橋 智也 オリンパス(株) 精密機器 7 

  鈴木 一誠 富士フイルム(株) 化学 7 

  池本 洋祐 ＨＯＹＡ(株) 精密機器 7 

  小鹿 聡一郎 オリンパス(株) 精密機器 7 

順 氏名 所属先 業種 件数 

  石井 孝昌 キヤノン(株) 精密機器 7 

  倉 康人 オリンパス(株) 精密機器 7 

  

小笠原 弘太

郎 オリンパス(株) 精密機器 7 

  橘 俊雄 ＨＯＹＡ(株) 精密機器 7 

  大原 聡 オリンパス(株) 精密機器 7 

  山本 英二 オリンパス(株) 精密機器 7 

  西脇 学 セイコーエプソン(株) 電気機器 7 

57 田端 基希 オリンパス(株) 精密機器 6 

  片野 明夫 (株) 片野工業   6 

  五十嵐 考俊 オリンパス(株) 精密機器 6 

  杉▲崎▼ 誠 富士フイルム(株) 化学 6 

  堀 勝 名古屋大学 

大学・研究機

関・官公庁 6 

  榎田 達海 ダイキン工業(株) 機械 6 

  春見 誠 オリンパス(株) 精密機器 6 

  大道寺 麦穂 オリンパス(株) 精密機器 6 

  繁田 裕介 プレキシオン(株) 精密機器 6 

  土屋 仁 セイコーエプソン(株) 電気機器 6 

  森 重恭 シャープ(株) 電気機器 6 

  田中 哲史 オリンパス(株) 精密機器 6 

  中村 征幸 

セイコーソリューシ

ョンズ(株) 情報・通信業 6 

  太田 紀子 ＨＯＹＡ(株) 精密機器 6 

  佐藤 憲 オリンパス(株) 精密機器 6 

  中津川 晴康 富士フイルム(株) 化学 6 

  久保 雅裕 富士フイルム(株) 化学 6 

  亀江 宏幸 オリンパス(株) 精密機器 6 

  水口 直志 ＨＯＹＡ(株) 精密機器 6 

  小師 敦 ＨＯＹＡ(株) 精密機器 6 

  藤井 永一 セイコーエプソン(株) 電気機器 6 

  妻鳥 紘之 (株)島津製作所 精密機器 6 

  岡庭 傑 オリンパス(株) 精密機器 6 

  冨安 一秀 シャープ(株) 電気機器 6 

  小澤 聡 富士フイルム(株) 化学 6 

  宮武 孝文 (株)日立製作所 電気機器 6 

83 平塚 洋二郎 キヤノン(株) 精密機器 5 

  石黒 英人 セイコーエプソン(株) 電気機器 5 

  虎島 和敏 キヤノン(株) 精密機器 5 

  三浦 直人 (株)日立製作所 電気機器 5 

  古本 和哉 キヤノン(株) 精密機器 5 

  山田 裕之 ＮＴＮ(株) 機械 5 

  長坂 晃朗 (株)日立製作所 電気機器 5 

  松山 英司 スター精密(株) 電気機器 5 

  山下 隆司 オリンパス(株) 精密機器 5 

  小野田 文幸 オリンパス(株) 精密機器 5 

  小嶋 宏幸 セコム(株) サービス業 5 

  坂野 大翔 (株)デンソー 輸送用機器 5 

  岸 孝浩 オリンパス(株) 精密機器 5 
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医療エレクトロニクスに取り組む全企業 出願件数ランキング 

医療エレクトロニクスに関わる特許出願を行なっている日本国内の企業について、出願件

数ランキング順に掲載しています。 
 
順 企業名 業種 件数 

1 オリンパス株式会社 精密機器 512 

2 キヤノン株式会社 精密機器 195 

3 富士フイルム株式会社 化学 170 

4 株式会社東芝 電気機器 100 

5 セイコーエプソン株式会社 電気機器 98 

6 東芝メディカルシステムズ株式会社 電気機器 92 

7 株式会社日立製作所 電気機器 62 

8 ＨＯＹＡ株式会社 精密機器 59 

 シャープ株式会社 電気機器 59 

10 ソニー株式会社 電気機器 56 

11 コニカミノルタ株式会社 電気機器 50 

12 パナソニックＩＰマネジメント株式

会社 

電気機器 41 

13 富士通株式会社 電気機器 35 

14 株式会社日立メディコ 電気機器 27 

15 テルモ株式会社 精密機器 24 

16 日本電信電話株式会社 情報・通信業 23 

 株式会社島津製作所 精密機器 23 

18 プレキシオン株式会社 精密機器 20 

 オムロン株式会社 電気機器 20 

 京セラ株式会社 電気機器 20 

21 株式会社東京大学ＴＬＯ 大学・研究機

関・官公庁 

19 

22 ソニー・オリンパスメディカルソリ

ューションズ株式会社 

精密機器 18 

 国立大学法人名古屋大学 大学・研究機

関・官公庁 

18 

24 カシオ計算機株式会社 電気機器 16 

25 株式会社デンソー 輸送用機器 15 

 ダイキン工業株式会社 機械 15 

27 国立大学法人大阪大学 大学・研究機

関・官公庁 

14 

28 株式会社ケアコム 電気機器 13 

 三菱電機株式会社 電気機器 13 

 株式会社トプコン 精密機器 13 

31 パイオニア株式会社 電気機器 12 

 株式会社ニデック 精密機器 12 

33 アイホン株式会社 電気機器 11 

 独立行政法人産業技術総合研究所 大学・研究機

関・官公庁 

11 

35 セコム株式会社 サービス業 10 

 株式会社吉田製作所 精密機器 10 

 埼玉日本電気株式会社 電気機器 10 

 アルプス電気株式会社 電気機器 10 

 国立大学法人京都大学 大学・研究機

関・官公庁 

10 

 国立大学法人千葉大学 大学・研究機

関・官公庁 

10 

 国立大学法人東北大学 大学・研究機

関・官公庁 

10 

42 浜松ホトニクス株式会社 電気機器 9 

 日立アロカメディカル株式会社 機械 9 

 富士ゼロックス株式会社 精密機器 9 

 フクダ電子株式会社 電気機器 9 

 ニベア花王株式会社 商業 9 

順 企業名 業種 件数 

 株式会社リコー 精密機器 9 

 国立研究開発法人理化学研究所 大学・研究機

関・官公庁 

9 

49 日本光電工業株式会社 電気機器 8 

 パナソニック株式会社 電気機器 8 

 大日本印刷株式会社 その他製造業 8 

 ロート製薬株式会社 医薬品 8 

 学校法人慶應義塾 大学・研究機

関・官公庁 

8 

54 株式会社湯山製作所 精密機器 7 

 住友重機械工業株式会社 機械 7 

 船井電機株式会社 電気機器 7 

 ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式

会社 

医薬品 7 

 株式会社村田製作所 電気機器 7 

 ユニ・チャーム株式会社 化学 7 

 株式会社ジェイアイエヌ 小売業 7 

 ローム株式会社 電気機器 7 

62 三菱プレシジョン株式会社 機械 6 

 トヨタ自動車株式会社 輸送用機器 6 

 株式会社メニコン その他製造業 6 

 住友電気工業株式会社 非鉄金属 6 

 ポーラ化成工業株式会社 化学 6 

 セイコーソリューションズ株式会社 情報・通信業 6 

 日立金属株式会社 鉄鋼 6 

 株式会社タニタ 機械 6 

 アイシン精機株式会社 輸送用機器 6 

 株式会社資生堂 化学 6 

 株式会社片野工業 倉庫・運輸関

連業 

6 

 オムロンヘルスケア株式会社 電気機器 6 

 学校法人北里研究所 大学・研究機

関・官公庁 

6 

 国立大学法人静岡大学 大学・研究機

関・官公庁 

6 

 国立大学法人筑波大学 大学・研究機

関・官公庁 

6 

 国立大学法人名古屋工業大学 大学・研究機

関・官公庁 

6 

78 中外製薬株式会社 医薬品 5 

 デクセリアルズ株式会社 その他製造業 5 

 株式会社ＪＶＣケンウッド 電気機器 5 

 日本メジフィジックス株式会社 医薬品 5 

 株式会社アドバンテスト 電気機器 5 

 株式会社根本杏林堂 その他製造業 5 

 株式会社ＮＴＴドコモ 情報・通信業 5 

 ＮＴＮ株式会社 機械 5 

 積水化学工業株式会社 化学 5 

 パナソニックヘルスケアホールディ

ングス株式会社 

電気機器 5 

 株式会社ニコン 精密機器 5 

 スター精密株式会社 電気機器 5 

 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 情報・通信業 5 

 日立造船株式会社 機械 5 

 凸版印刷株式会社 その他製造業 5 
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Ⅱ 医療エレクトロニクスに取り組む全企業 
 
本書では医療エレクトロニクスをいわゆる業種別に分けて企業と技術の両面からデータ

をひもときました。 
 

医療エレクトロニクスに取り組む全企業をみる 

 
特許出願件数は、その企業がどの程度の費用をかけて特許

出願をしているかを示しており、企業の技術力を知る指標と

して使うこともできます。ここでは注力企業を知るうえでの

便利から、出願件数の多い順に企業を並べています。 
 
 
 
 
 
 

 
医療エレクトロニクスに取り組む技術をみる 

 
ここでは発明の名称を掲載しています。発明の名称からは、

取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。発明の名称

を業種でまとめてみると、業種内での技術の傾向をつかむた

めの参考情報となります。全件の掲載が難しい場合は、多く

使われている発明の名称から優先的に抽出し、文頭に使われ

ている語句の順に掲載しています。 
 
 
 
 
 

  

業種別 企業シェア 

業種別 企業ランキング 

業種別 発明の名称 
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業種別に詳細情報をみる 

続く全企業特許情報ページで、業種ごとに全企業の公開特許

情報（2015.12～2016.11 発行分）を掲載しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお筆頭出願人でない場合、共同出願人として他業種のページに掲載されていますので

巻末の全企業索引から企業名で逆引きして詳細情報をご覧ください。 
 
個別の出願内容については、特許庁特許電子図書館 
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htmにて公報番号から詳細を確認すること

ができます。 
なお、WO で始まる国際公開特許情報については世界知的所有権機関(WIPO)の  
PATENTSCOPE  http://patentscope.wipo.int/search/ja/search.jsf からお調べください。 

出願人（筆頭） 
発明の名称 
要約 
発明者 
共同出願人 
公報番号 
出願日 
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電気機器 94 社 
 

◆医療エレクトロニクスに取り組む 

電気機器＜全企業＞をみる        

特許情報（2015.12～2016.11 発行）からみた企業数は 94 社、 
出願件数は 1231 件です。右図は企業シェアを、下表は出願件

数順の企業ランキングを表します。 
・企業ランキング（出願件数）全 94社 

 

順 企業名 件数 

1 株式会社東芝 100 

2 セイコーエプソン株式会社 98 

3 東芝メディカルシステムズ株式会社 92 

4 株式会社日立製作所 62 

5 シャープ株式会社 59 

6 ソニー株式会社 56 

7 コニカミノルタ株式会社 50 

8 パナソニックＩＰマネジメント株式会社 41 

9 富士通株式会社 35 

10 株式会社日立メディコ 27 

11 京セラ株式会社 20 

  オムロン株式会社 20 

13 カシオ計算機株式会社 16 

14 株式会社ケアコム 13 

  三菱電機株式会社 13 

16 パイオニア株式会社 12 

17 アイホン株式会社 11 

18 埼玉日本電気株式会社 10 

  アルプス電気株式会社 10 

20 浜松ホトニクス株式会社 9 

  フクダ電子株式会社 9 

22 パナソニック株式会社 8 

  日本光電工業株式会社 8 

24 ローム株式会社 7 

  船井電機株式会社 7 

  株式会社村田製作所 7 

27 オムロンヘルスケア株式会社 6 

28 株式会社ＪＶＣケンウッド 5 

  株式会社アドバンテスト 5 

  

パナソニックヘルスケアホールディングス株式

会社 5 

  スター精密株式会社 5 

32 岩崎電気株式会社 4 

  九州日立マクセル株式会社 4 

34 イビデン株式会社 3 

  並木精密宝石株式会社 3 

  ＡＳＴＩ株式会社 3 

37 株式会社光波 2 

  ルネサスエレクトロニクス株式会社 3 

  リオン株式会社 3 

  株式会社ナカヨ 3 

  ホーチキ株式会社 3 

42 株式会社ユメックス 2 

  株式会社ホクシンエレクトロニクス 2 

  ホクユーメディックス株式会社 2 

  ＴＤＫ株式会社 2 

  岩崎通信機株式会社 2 

  沖電気工業株式会社 2 

  株式会社半導体エネルギー研究所 2 

順 企業名 件数 

  東芝テック株式会社 2 

  旭化成エレクトロニクス株式会社 2 

  アルパイン株式会社 2 

  株式会社オーク製作所 2 

  株式会社カレアコーポレーション 2 

  

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテイ

ンメント 2 

  株式会社コンテック 2 

  クラリオン株式会社 2 

  株式会社エスキュー 2 

58 日本メクトロン株式会社 1 

  東京エレクトロンデバイス株式会社 1 

  株式会社ミツバ 1 

  東芝ライテック株式会社 1 

  東芝電波プロダクツ株式会社 1 

  株式会社アコーズ 1 

  オリジン電気株式会社 1 

  東京エレクトロニツクシステムズ株式会社 1 

  サクサ株式会社 1 

  富士電機株式会社 1 

  ウシオ電機株式会社 1 

  エコー電気株式会社 1 

  ブラザー工業株式会社 1 

  ホシデン株式会社 1 

  フォスター電機株式会社 1 

  オキノ工業株式会社 1 

  新日本無線株式会社 1 

  オリオン電機株式会社 1 

  スカラ株式会社 1 

  ジオマテック株式会社 1 

  レルテック医療器株式会社 1 

  新光電気工業株式会社 1 

  株式会社電制 1 

  株式会社明電舎 1 

  システム・インスツルメンツ株式会社 1 

  横河ソリューションサービス株式会社 1 

  日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 1 

  横河電機株式会社 1 

  株式会社三社電機製作所 1 

  株式会社堀場製作所 1 

  株式会社沖データ 1 

  株式会社日本ジー・アイ・ティー 1 

  ＥＩＺＯ株式会社 1 

  古野電気株式会社 1 

  ミツミ電機株式会社 1 

  株式会社上島電興社 1 

  シナノケンシ株式会社 1 
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電気機器 1231 件 
 

◆医療エレクトロニクスに取り組む 

電気機器＜技術＞をみる 

発明の名称からは、取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。業種内の技術の傾向をつかむため

の参考情報として、多く使われている発明の名称から優先的に抽出し、文頭の語句順に掲載しています。 
磁気共鳴イメージング装置 

医用画像処理装置 

ナースコールシステム 

Ｘ線診断装置 

超音波プローブ 

診断装置並びに当該診断装置における画像処理方法及びそのプロ
グラム 

超音波センサー及びその製造方法 

イオン発生装置 

イオン発生機 

生体情報測定モジュール、および生体情報測定機器 

視線検出装置 

脈波センサユニット 

磁場計測方法及び磁場計測装置 

情報処理装置、情報処理方法およびプログラム 

測定装置 

Ｘ線高電圧装置、Ｘ線コンピュータ断層撮影装置、及びＸ線診断装
置 

医用画像処理装置及び医用画像処理方法 

ナースコール子機 

測定装置、測定方法、および測定装置を備える電子機器 

撮像装置 

視線検出装置および視線検出方法 

電子機器 

画像取得装置、生体情報取得装置、電子機器 

液体噴射制御装置、液体噴射システム及び制御方法 

外耳道装着型イヤホンマイク 

プリント配線板 

加速器及び粒子線照射装置 

イオン発生装置および電気機器 

画像処理装置、画像処理方法、プログラム、及び、内視鏡システム 

見守りシステム 

ＭＲＩ装置 

見守り装置 

超音波診断装置 

相関判定プログラム、相関判定方法、及び相関判定装置 

肌分析システム、肌分析装置および肌分析用プログラム 

磁気共鳴イメージング装置および抑制条件変更プログラム 

超音波デバイスユニット並びにプローブおよび電子機器 

磁気共鳴撮像装置 

磁気共鳴イメージング装置、画像処理装置及び画像処理方法 

磁気計測装置 

放射線検出器 

磁気計測装置、ガスセル、磁気計測装置の製造方法、およびガスセ

ルの製造方法 

粒子線照射装置および粒子線照射装置の制御方法 

磁気計測装置の製造方法、ガスセルの製造方法、磁気計測装置、お
よびガスセル 

超音波振動子、超音波探触子および超音波撮像装置 

磁場均一度調整方法、磁場均一度調整プログラムおよび磁場均一度
調整装置 

超音波診断装置及び制御プログラム 

撮像パネル及び当該撮像パネルを備えるＸ線撮像システム 

内部温度測定装置及びセンサパッケージ 

手押し車 

表示装置、表示方法およびプログラム 

出力方法、出力装置及び出力プログラム 

立体観察装置 

照明装置、照明方法及び観察装置 

姿勢推定装置、姿勢推定システム、姿勢推定方法、姿勢推定プログ
ラム、および姿勢推定プログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な記録媒体 

照明装置、照明方法及び内視鏡 

遅延を挿入する装置、核医学イメージング装置、遅延を挿入する方

法および較正する方法 

照明装置及び生体認証装置 

超音波プローブ及び超音波プローブ製造方法 

情報収集システム 

超音波振動子ユニット 

情報処理装置、画像取得システム、情報処理方法、画像情報取得方
法及びプログラム 

超音波診断装置、医用画像処理装置及び医用画像処理プログラム 

超音波診断装置及び病院情報システム 

超音波診断装置及び生体検査装置 

電子機器及び生体認証プログラム 

導光部品、及び光源装置 

情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム 

動作サポート装置 

情報処理装置、情報処理方法及びプログラム 

内視鏡 

情報提示装置および情報提示方法 

濃度測定装置及び濃度測定方法 

診断支援装置並びに当該診断支援装置における画像処理方法及び

そのプログラム 

被監視者監視システムの表示装置および該表示方法ならびに被監

視者監視システム 

診断提供用医用画像システム 

放射線画像撮影装置および放射線画像撮影システム 

睡眠改善システム及びこのシステムを用いた睡眠改善方法 

薬剤登録装置およびプログラム 

生活習慣改善装置及び生活習慣改善方法並びに生活習慣改善シス
テム 

生体状態検出装置 

ほか 

次ページ以降、電気機器全企業の公開特許情報を掲載しています。内容は、出願人（筆頭）、発明の名称、要約、発明者、

共同出願人、公報番号、出願日です。電気機器に属していても筆頭出願人でない場合、共同出願人として他業種のページ

に掲載されていますので巻末の全企業索引をご活用ください。 
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電気機器
No. 出願人 発明の名称 要約 発明者 共同出願人

公報番号／
出願日

308 株式会社東芝 荷電粒子ビーム照射装
置

大型化を抑制することができるとともに、
十分な照射野を確保することのできる荷
電粒子ビーム照射装置を提供する。

古川  卓司,高山
茂貴,矢澤  孝,金井
芳治,佐藤  耕輔,折
笠  朝文,小柳  圭

国立研究開発法人
放射線医学総合研
究所

特開2016-
083344
2015/06/10

309 株式会社東芝 パルトグラム表示装置 分娩時の記録内容を縦方向のグラフで
表現すると共に、グラフ表現も塗りつぶ
しや実施内容により変化させるアイコン
などを用い、紙運用と同等の表現を可
能し、またグラフ表現した時系列との位

森本  昌克 東芝メディカルシス
テムズ株式会社

特開2016-
057981
2014/09/11

310 株式会社東芝 動作サポート装置 介護動作や各種運動の動作のビデオ
画像に骨格情報をポーズして、介護動
作や各種運動の動作などがビデオを見
ながら理解できる動作サポート装置を提
供する。

木戸  須美子 東芝メディカルシス
テムズ株式会社

特開2016-
059658
2014/09/19

311 株式会社東芝 光音響計測装置及び光
音響計測方法

被検体の内部構造のイメージングデー
タを高精度で生成する光音響計測技術
を提供する。

三浦  崇広,山本
摂,星  岳志,落合
誠,吉田  昌弘

特開2016-
007256
2014/06/23

312 株式会社東芝 電子機器、方法および
プログラム

個人認証機能として追加される指紋セ
ンサを備えたウェアラブル端末を小型化
および軽量化することができる電子機
器、方法、およびプログラムを提供す
る。

古牧  広昭 特開2016-
012225
2014/06/27

313 株式会社東芝 圧力センサ、並びに圧
力センサを用いたマイク
ロフォン、血圧センサ、
及びタッチパネル

センサが載置される膜部の特性を均一
化する。

岡本  和晃,堀  昭
男,福澤  英明,藤
慶彦,湯澤  亜希子

特開2016-
014581
2014/07/02

314 株式会社東芝 回転装置の駆動制御装
置及びその駆動制御方
法

回転装置の追従性を向上させるととも
に、位置決め時間を短縮可能な回転装
置の駆動制御装置を提供する。

杉本  健,前田  一
尚,中野  琢朗,川田
寛高

特開2016-
031553
2014/07/25

315 株式会社東芝 電子機器および制御方
法

消費電力の増加を抑止しつつ、体動が
大きい場合であっても精度よく生体情報
を取得することを実現する電子機器を
提供することである。

松野  孝也,須藤
隆,鹿仁島  康裕

特開2016-
047073
2014/08/27

316 株式会社東芝 シンチレータ、放射線検
出装置および放射線検
査装置

正確な放射線のフォトンカウンティング
を可能とするシンチレータ及びそれを用
いた放射線検出装置を提供する。

宮崎  和典,長谷川
励

特開2016-
061655
2014/09/17

317 株式会社東芝 光子検出素子、光子検
出装置、及び放射線分
析装置

アバランシェフォトダイオードの増倍率
の温度特性を容易に補償することがで
きる光子検出素子、光子検出装置、及
び放射線分析装置を提供することであ
る。

木村  俊介,太田
寛,河田  剛,舟木
英之,長谷川  励

特開2016-
061729
2014/09/19

318 株式会社東芝 超音波診断装置及び生
体光計測装置

計算すべきデータ量の低減等を実現す
る超音波診断装置等を実現すること。

浦野  妙子,高山
暁,中西  務,中村
健二

特開2016-
064113
2015/04/28

319 株式会社東芝 電子機器 小型化が実現可能な電子機器を得る。 滝澤  稔,佐々木
康,上田  芽利,太田
寛

特開2016-
087174
2014/11/06

320 株式会社東芝 画像処理装置、画像処
理プログラム、画像処理
方法及び治療システム

３次元ボリュームデータにおけるＲＯＩの
設定を容易にすることができる画像処理
装置、画像処理プログラム、画像処理
方法及び治療システムを提供することで
ある。

平井  隆介,坂田
幸辰,田口  安則,武
口  智行

特開2016-
097261
2014/11/26

321 株式会社東芝 加速器制御システム、
加速器システムおよび
加速器制御方法

要求される任意のエネルギーのビーム
を容易に取り出す。

都築  直久,角谷
暢一

特開2016-
103357
2014/11/27

322 株式会社東芝 イオン加速装置及び粒
子線治療装置

真空状態を維持したまま、線形加速器
に対する輸送管の位置を調整可能なイ
オン加速装置を提供する。

角谷  晶子,佐藤
潔和,佐古  貴行,金
井  芳治

特開2016-
110923
2014/12/10

323 株式会社東芝 加速器および粒子線治
療装置

異常発生時に荷電粒子ビームの取り出
しを速やかに停止できる加速器および
粒子線治療装置を提供する。

長内  昭宏 特開2016-
110941
2014/12/10

324 株式会社東芝 心拍数検出装置及びそ
れを用いた顔認識シス
テム

顔認証を高精度に行う。 越河  英一郎 特開2016-
126472
2014/12/26

325 株式会社東芝 粒子ビーム照射装置お
よび粒子ビーム照射シ
ステム

所望の照射領域を低コストで形成する
粒子ビーム照射装置および粒子ビーム
照射システムを提供する。

王  立波,金井  芳
治,永渕  照康

特開2016-
136118
2015/01/23

326 株式会社東芝 レーザイオン源、入射器
及び粒子線治療装置

真空状態を維持したまま、レーザ照射
位置の軸合せを正確に行うことができる
レーザイオン源を提供する。

佐古  貴行,角谷
晶子,佐藤  潔和,金
井  芳治

特開2016-
162692
2015/03/04

327 株式会社東芝 室内環境制御装置、室
内環境制御方法及びコ
ンピュータプログラム

ユーザの快適性を向上させることができ
る室内環境制御装置、室内環境制御方
法及びコンピュータプログラムを提供す
ることである。

和田  卓久,久保田
和人,枝広  俊昭,松
江  清高,酢山  明
弘,渡並  洋介,荒井
理穂

特開2016-
169925
2015/03/13
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非鉄金属 8 社 18 件 
 

◆医療エレクトロニクスに取り組む 

非鉄金属＜全企業＞をみる        

特許情報（2015.12～2016.11 発行）からみた企業数は 8 社、 
出願件数は 18 件です。右図は企業シェアを、下表は出願件数 
順の企業ランキングを表します。 
 

・企業ランキング（出願件数）全 9 社 

順 企業名 件数 

1 住友電気工業株式会社 6 

2 株式会社フジクラ 4 

3 三菱電線工業株式会社 2 

  東芝マテリアル株式会社 2 

5 株式会社ＵＡＣＪ 1 

  株式会社三陽プレシジョン 1 

  古河電気工業株式会社 1 

  タツタ電線株式会社 1 

 
 

◆医療エレクトロニクスに取り組む 

非鉄金属＜技術＞をみる 

発明の名称からは、取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。下記に発明の名称を全件掲載して

います。 
光プローブ 

細径スコープ及び対象物の観察方法 

撮像モジュール及び内視鏡 

撮像モジュールおよびそれを備えた撮像システム 

ケーブルおよび超音波カテーテル 

薬剤包装体及び薬剤処方管理システム 

シンチレータ、シンチレータアレイ、放射線検出器、および放射線
検査装置 

撮像モジュール、レンズ付き撮像モジュール、内視鏡 

レーザ光照射装置 

撮像モジュールの製造方法、フレキシブル配線基板成形装置 

院内業務サポートシステム、及び、院内業務サポートサーバ 

足指間力測定器 

光ファイバの端部構造及び光照射部品 

カテーテル 

Ｍｏコリメータおよびそれを用いたＸ線検出器、Ｘ線検査装置並び

にＣＴ装置 

 

 

 

 

次ページ以降、非鉄金属全企業の公開特許情報を掲載しています。内容は、出願人（筆頭）、発明の名称、要約、発明者、

共同出願人、公報番号、出願日です。非鉄金属に属していても筆頭出願人でない場合、共同出願人として他業種のページ

に掲載されていますので巻末の全企業索引をご活用ください。  
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非鉄金属
No. 出願人 発明の名称 要約 発明者 共同出願人

公報番号／
出願日

2960 住友電気工業株式会
社

光プローブ より高い接着強度を有すると共に製造
工程においても接着剤を視認可能な光
プローブを提供する。

佐々木  大,佐野
知巳,為國  芳享

特開2016-
015979
2014/07/04

2961 住友電気工業株式会
社

光プローブ 光利用効率の高い光プローブを提供す
る。

佐々木  大,佐野
知巳,為國  芳享

特開2016-
015980
2014/07/04

2962 住友電気工業株式会
社

光プローブ 光ファイバへの戻り光の入射が抑制さ
れた光プローブを提供する。

佐々木  大,佐野
知巳,為國  芳享

特開2016-
015981
2014/07/04

2963 住友電気工業株式会
社

ケーブルおよび超音波
カテーテル

先端の超音波プローブを基端側から駆
動する超音波カテーテルに適用可能な
ケーブルと、該ケーブルを用いて簡単
な構成で部品点数を削減し、細径化を
可能とした超音波カテーテルを提供す

田中  正人,佐藤
和宏,林下  達則

特開2016-
016147
2014/07/09

2964 住友電気工業株式会
社

カテーテル 回転を停止させる機構が安定して動作
するカテーテルを提供する。

岡田  圭司,上野
貴裕,村嶋  清孝

特開2016-
087242
2014/11/07

2965 住友電気工業株式会
社

光プローブ 屈曲状態でも安定して使用が可能な光
プローブを提供する。

長谷川  健美,村嶋
清孝,山口  遼

特開2015-
217072
2014/05/16

2966 株式会社フジクラ 撮像モジュール、レンズ
付き撮像モジュール、内
視鏡

電気ケーブルと固体撮像素子との間を
フレキシブル配線基板を用いて電気的
に接続する構成の撮像モジュールにつ
いて、フレキシブル配線基板の固体撮
像素子が実装される先端部の形状を安

瀬木  武,松田  雄
大,山上  勝哉,中楯
健一

特開2016-
140107
2016/03/31

2967 株式会社フジクラ 撮像モジュールの製造
方法、フレキシブル配線
基板成形装置

電気ケーブルと固体撮像素子との間を
フレキシブル配線基板を用いて電気的
に接続する撮像モジュールについて、
固体撮像素子が実装されるフレキシブ
ル配線基板先端部の形状を安定に保

瀬木  武,松田  雄
大,山上  勝哉,中楯
健一

特開2016-
171576
2016/03/31

2968 株式会社フジクラ 撮像モジュール及び内
視鏡

内視鏡の先端部にキャパシタ部品を配
置しつつ、細径化を可能とする撮像モ
ジュール、及びこれを備えた内視鏡を
提供する。

臼田  秀秋,堂元
和宏,石橋  健一

特開2016-
190007
2015/03/31

2969 株式会社フジクラ 撮像モジュールおよび
それを備えた撮像シス
テム

撮像モジュールが使用された回数を画
像処理装置が容易に確認できるように
する。

石橋  健一,中楯
健一

特開2015-
216460
2014/05/08

2970 三菱電線工業株式会
社

光ファイバの端部構造
及び光照射部品

長手方向において均一な強度で、且つ
短い区間において入射光のほぼ全てを
ファイバ側面から放出する光ファイバの
端部構造を提供する。

藤巻  洋介,山川
禎貴,谷口  浩一

特開2016-
009106
2014/06/25

2971 三菱電線工業株式会
社

細径スコープ及び対象
物の観察方法

狭い領域であっても挿入が容易で、照
明光の向きや範囲を調節可能な対物部
を備えた細径スコープを提供する。

西沖  達也,水摩
悠司,奥田  慎一,中
島  英彦

株式会社グローバ
ル・ニュークリア・
フュエル・ジャパン

特開2016-
180869
2015/03/24

2972 東芝マテリアル株式
会社

Ｍｏコリメータおよびそれ
を用いたＸ線検出器、Ｘ
線検査装置並びにＣＴ
装置

組立工程を簡素化して歩留まりを向上
できるモリブデン板コリメータを提供す
る。

笠本  誠,山本  慎
一

株式会社東芝 特開2016-
026289
2015/08/19

2973 東芝マテリアル株式
会社

シンチレータ、シンチ
レータアレイ、放射線検
出器、および放射線検
査装置

シンチレータの光出力の低下を抑制す
る。シンチレータは、希土類酸硫化物を
含む１ｍｍ３以下の焼結体を具備する。
走査電子顕微鏡による焼結体の断面の
観察により得られる組成像において、５

足達　祥卓,斉藤
昭久,豊島　正規,
小柳津　英二,森本
一光,六反田　貴史

株式会社　東芝 WO2016047
139
2015/09/24

2974 株式会社ＵＡＣＪ 薬剤包装体及び薬剤処
方管理システム

本発明は、人間の目には殆ど視認され
ない大きさのドットによって形成された薬
剤コードを設けているにもかかわらず、
外観が殆ど変化せず、薬剤師による処
方作業を従来通りに行うことができると

西尾  宏,北田  有
希絵,重田  龍男

株式会社シンク・ラ
ボラトリー

特開2016-
144540
2015/02/06

2975 株式会社三陽プレシ
ジョン

足指間力測定器 測定者Ｕが表示部を見にくく、測定時に
かがんでスイッチを操作しなければなら
ず、座った状態で測定するときに無理な
姿勢を取ることになること。

小島  裕司,山下
和彦

特開2016-
054998
2014/09/11

2976 古河電気工業株式会
社

レーザ光照射装置 レーザ光を出射するレーザ光源ユニット
と、前記レーザ光源ユニットから出射さ
れたレーザ光をマルチモードで伝搬す
るステップインデックス型マルチモード
光ファイバと、前記ステップインデックス

森本　政仁,奈良
一孝,家垣　昌孝,
湊　龍一郎,齋藤
恒聡,末松　克輝,
高坂　繁弘,松下

WO2016031
895
2015/08/27

2977 タツタ電線株式会社 院内業務サポートシステ
ム、及び、院内業務サ
ポートサーバ

複数の処置実行者が院内に散在する
場合であっても、生体に対する処置の
要請及び処置の開始を短時間で報知
し、院内業務を効率化することができる
院内業務サポートシステム、及び、院内

荒木  洋,森田  崇,
小山  亮彦,逸崎
重徳

特開2016-
154780
2015/02/26
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海外 1015 社 
 

◆医療エレクトロニクスに取り組む 

海外＜全企業＞をみる        

特許情報（2015.12～2016.11 発行）からみた企業数は 1015 社、 
出願件数は 1666 件です。右図は企業シェアを、下表は出願件

数順の企業ランキングを表します。 
 

・企業ランキング（出願件数）全 1015 社 

順 企業名 （アルファベット表記） （日本語表記） 国 件数 

1 KONINKLIJKE PHILIPS コーニンクレッカフィリップスエヌヴェ オランダ 123 

2 JOHNSON & JOHNSON VISION CARE 

ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケ

ア・インコーポレイテッド アメリカ 23 

3 GENENTECH ジェネンテック，インコーポレイテッド アメリカ 22 

4 NOVARTIS ノバルティスアーゲー スイス 18 

5 ATTIRE FAMA INC エータイアーファーマ，インコーポレイテッド アメリカ 14 

6 PANGU BIOPHARMA パングバイオファーマリミテッド 中国 13 

6 WINTER & IBE OLYMPUS 

オリンパスビンテルウントイーベーエーゲーエム

ベーハー ドイツ 13 

8 ROCHE DIAGNOSTICS エフ．ホフマンーラロシュアーゲー スイス 12 

8 VOLCANO ヴォルカノコーポレイション アメリカ 12 

10 

INSERM INSTITUTE NATIONAL DE LA SANTE 

& DE LA RECHERCHE MEDICALE 

アンスティチュナショナルドゥラサンテエドゥラ

ルシェルシュメディカル フランス 11 

10 OLIVE MEDICAL オリーブ・メディカル・コーポレイション アメリカ 11 

10 GENERAL HOSPITAL ザジェネラルホスピタルコーポレイション アメリカ 11 

13 

GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL 

TECHNOLOGY CO LLC 

ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・

テクノロジー・カンパニー・エルエルシー アメリカ 9 

13 ENDOCHOICE エンドチョイスインコーポレイテッド アメリカ 9 

15 BECTON DICKINSON ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー アメリカ 8 

15 

GYRUS ACMI INC. D.B.A. OLYMPUS SURGICAL 

TECHNOLOGIES 

ジャイラス・エーシーエムアイ・インコーポレー

テッド アメリカ 8 

17 GENERAL ELECTRIC CO <GE> ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ アメリカ 7 

17 CAREFUSION ケアフュージョン３０３、インコーポレイテッド アメリカ 7 

17 F. HOFFMANN LA ROCHE 

エフ・ホフマンーラ・ロシュ・アクチェンゲゼル

シャフト スイス 7 

17 MEDTRONIC MINIMED, INC. 

メドトロニック・ミニメッド・インコーポレーテ

ッド アメリカ 7 

17 LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY 

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 アメリカ 7 

17 ABBVIE INC アッヴィ・インコーポレイテッド アメリカ 7 

17 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 三星電子株式会社 韓国 7 

17 DEKA PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP 

デカ・プロダクツ・リミテッド・パートナーシッ

プ アメリカ 7 

25 SCA HYGIENE PRODUCTS 

エスセーアー・ハイジーン・プロダクツ・アーベ

ー スウェーデン 6 

25 SANOFI AVENTIS 

サノフィーアベンティス・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 ドイツ 6 

25 

MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER 

CENTER 

メモリアルスローンーケタリングキャンサーセン

ター アメリカ 6 

25 

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA 

ザリージェンツオブザユニバーシティオブカリフ

ォルニア アメリカ 6 

25 LIGHTLAB IMAGING 

ライトラボ・イメージング・インコーポレーテッ

ド アメリカ 6 

30 HARVARD COLLEGE 

プレジデントアンドフェローズオブハーバードカ

レッジ アメリカ 5 

30 SIEMENS シーメンスアクチエンゲゼルシヤフト ドイツ 5 

30 SMART MEDICAL SYSTEMS スマート・メディカル・システムズ・リミテッド イスラエル 5 
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海外  1666 件 
 

◆医療エレクトロニクスに取り組む 

海外＜技術＞をみる 

発明の名称からは、取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。業種内の技術の傾向をつかむため

の参考情報として、多く使われている発明の名称から優先的に抽出し、文頭の語句順に掲載しています。 
炎症性腸疾患の診断、予後予測、及び処置 

センサーのシステム、デバイス、および関係する方法における電気
化学的インピーダンス分光法の応用 

トリプルネガティブ乳ガンにおける転移を予測及び予防するため
の方法 

医療画像とその利用により脈管網の評価をコンピュータを用いて

実行する方法 

急性移植片対宿主病のリスクを決定する方法 

それを必要とする被験体におけるＴ細胞増殖を阻害するための方
法及び医薬組成物（ＣＴＰＳ１阻害剤、例えばノルロイシン） 

固形癌を患う患者の生存期間の予後判定のための方法 

抗精神病薬に基づく処置により誘導される錐体外路症状（ＥＰＳ）
の発症を予測する方法 

診断および治療のための腫瘍関連抗原の同定 

ＫＩＲ３ＤＬ２は皮膚及び非皮膚末梢Ｔ細胞リンパ腫のサブセッ

トをそれぞれ予防及び治療するために有用なバイオマーカー及び
治療標的である 

アントラサイクリン療法を用いて乳癌を処置する方法 

Ｔ細胞バランス遺伝子発現、組成物およびその使用方法 

補体活性化の阻害剤 

望ましくない細胞増殖と関連する疾患の治療のための治療剤 

放射線治療に関する放射線装置の粒子放射の飛程制御のための方
法及び装置 

天然抗体に由来する構築物を標的化すること及びその使用 

模倣ペプチド 

脈管形成インヒビターに対する応答性 

抗クローディン１抗体およびその使用 

抗癌治療への応答可能性の増大した患者を同定する方法 

厚さが線形に変化するガイド内の超音波伝搬を表示する超音波方
法及び装置 

ムスカリン性アセチルコリン受容体の結合剤およびそれらの使用 

患者の子宮内膜の受容性を評価するための方法 

下痢を治療および／または予防するプロバイオティクス株 

癌幹細胞を含む癌の診断および治療法 

リウマチ性関節炎の診断方法 

ミトコンドリア疾患及び神経変性疾患を処置するための方法 

暗点を生じさせる網膜疾患に罹患した個人の視覚的探索を支援す
る方法 

ＲＳＶ融合タンパク質のエピトープ及びそのエピトープを認識す
る抗体 

アンドロゲン標的治療を使用する新生物障害の処置のためのバイ

オマーカー 

アデノウイルスおよびその使用 

ｈＤＩＳ３ ＰＩＮドメイン阻害剤の選択と癌治療のためのｈＤ
ＩＳ３ ＰＩＮドメイン阻害剤の使用 

エフェクターＴレグ細胞を同定するための方法及びキット 

ＨＥＲ２受容体またはその末端切断変異体を発現する癌を診断す
るための方法 

クローディンを発現するガン疾患を処置するための剤 

複数ビュー素子内視鏡の回路基板アセンブリ 

膵臓癌に関連する物質及び方法 

薬学的組成物 

多発性硬化症を予防及び治療するための方法 

被験者が病状に侵される可能性があるときを識別するシステム、方
法およびコンピュータ可読媒体 

対象に対する抗アクチビン－Ａ化合物の投与 

放射性標識キナゾリン誘導体 

単結晶複合材料を使用した集束回転ＩＶＵＳトランスデューサ 

疼痛を制御するための組成物及び方法 

中性子捕捉療法用ビーム整形アセンブリ 

白血病を治療するための組成物および方法 

疎水性置換基を有するグリコールキトサン誘導体、その製造方法及
び用途 

非機能性ＴＳＰＯ遺伝子を有するトランスジェニック非ヒト生物 

転写因子ＴＳＣ２２Ｄ４の阻害剤によるインスリン耐性の治療 

分類不能型インフルエンザ菌の中耳炎単離物の遺伝子 

突然変異体ＳＭＯＯＴＨＥＮＥＤおよびその使用方法 

埋め込みマイクロコントローラを備えた眼科用レンズを形成する

ための方法 

内視鏡 

滅菌可能な光重合体血清セパレータ 

治療用、診断用および抗体組成物に関連したトリプトファニルｔＲ

ＮＡ合成酵素のタンパク質フラグメントの革新的発見 

腫瘍特異的なネオ抗原を同定する組成物および方法 

自閉症関連遺伝子マーカー 

抗ＣＸＣＬ１抗体、抗ＣＸＣＬ７抗体および抗ＣＸＣＬ８抗体なら
びにそれらの用途 

新規抗体コンジュゲートおよびその使用 

抗ＧＣＣ分子と関連組成物および方法 

自己免疫性Ｔ細胞の単離および処理のためのペプトイドリガンド 

抗Ｈ７ＣＲ抗体 

弱毒化生ワクチン 

抗ＶＥＧＦ抗体およびそれを含む癌または血管新生関連疾患を予

防、診断、または治療するための医薬組成物 

信号不均一性補正及び性能評価を行なう方法及び装置 

広域中和抗ＨＩＶ抗体 

試験片及び生体信号検出装置 

抗タウ抗体及び使用方法 

血液浄化装置のフィードバック方法 

広帯域可変掃引光源 

自閉症における言語処理向上のための装置 

光コヒーレンス断層法機構を有する外科用顕微鏡システム 

失禁を監視するシステム 

ほか 

 

次ページ以降、海外全企業の公開特許情報を掲載しています。内容は、出願人（筆頭）、発明の名称、要約、発明者、共同

出願人、公報番号、出願日です。海外に属していても筆頭出願人でない場合、共同出願人として他業種のページに掲載さ

れていますので巻末の全企業索引をご活用ください。 
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海外
No. 出願人 発明の名称 要約 発明者 共同出願人

公報番号／
出願日

3052 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

介入器具に搭載される
超音波トランスデューサ
の超音波トラッキング

関心領域の画像内にあるカテーテル、
ニードル又は他の手術器具をリアルタイ
ムでトラッキングする超音波受信ビーム
形成器を提供する。

ヴィグノン  フランソ
ワ  グイ  ジェラール
マリー,シ  ウィリアム
タオ,ロベール
ジーンールク,ジャ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
005577
2015/08/10

3053 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

無冷媒型磁石のための
管状の熱スイッチ

構造の複雑さを改善した、超電導体を
冷却するための冷却システムを提供す
る。

アケルマン  ロバー
ト  エイ,メントゥール
フィリッペ  エイ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
034509
2015/09/24

3054 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

光学的形状センサを使
用する体積マッピング

部分的に又は完全に囲まれた解剖学
的体積内に配置可能な体積マッピング
器具２０は、１以上の医学的ツールを使
用し、各医学的ツールは、前記解剖学
的体積内で各医学的ツール４０を規則

トロヴァート  カレン
イレーネ,チャン  レ
イモンド,マンツケ
ロバート,クン  シン
シア  ミンフー,ラマ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
500525
2013/09/20

3055 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

ＭＲＩシステムおよび非
ＭＲイメージング・システ
ムを有する複合システム
における干渉削減

本発明は、非MRイメージング・システム
（たとえばPETイメージング・システム）と
MRイメージング・システムとの間の干渉
を低減するための方法およびシステム
に関する。本方法は、少なくとも、MRRF

ヴァイスラー，ビェ
ルン,シュルツ，フォ
ルクマー,ゲープハ
ルト，ピエール  クラ
ウス,デュッペンベッ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
500539
2013/10/28

3056 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

直接変換光子計数検出
器

本発明は、直接変換材料層及びピクセ
ル化された電極を有するピクセル化され
た直接変換光子計数検出器を開示す
る。個別の電極ピクセルは、３つのセグ
メントにセグメント化され、セグメントのう

エンゲル  クラウス
ユルゲン,ステッドマ
ン  ブッケル  ロー
ゲル,ヘルマン  クリ
ストフ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
500808
2013/09/18

3057 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

患者状態を判別する方
法およびシステム

コンピュータ実装ガイドラインを記憶する
段階であって、前記コンピュータ実装ガ
イドラインは複数の装置独立ノードを含
む、段階と；前記コンピュータ実装ガイド
ラインの現在状態を判別する段階で

パウス，ステフェン
クラレンス,デ  ラン
ゲ，アルフォンスュ
ス  アントニウス  ヨ
ゼフ,ファン  ゾー

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
500861
2013/09/27

3058 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

コイル・ケーブルおよび
トラップの温度および／
またはひずみを監視す
る分散式センサーに関
わるＭＲＩ

磁気共鳴（MR）システム１０が、少なくと
も一つの光ファイバー・コンポーネント
（３１Ｃ、３１Ｅ、３３Ｂ、３５Ｂ）をもつ少なく
とも一つのケーブルと、前記少なくとも
一つの光ファイバー・コンポーネント（３１

ヴァン  レーウェン，
ローレンス  コーネリ
ス,ヘルセン，ヨハン
マチュー  アルフォ
ンス,ハ―ンス，パウ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
501572
2013/10/31

3059 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

イメージング検出器 検出器アレイ１１２は、３次元ボリューム
を規定するキャビティ４００をもつ少なくと
も１つの検出器ピクセル３０６を有する。
キャビティの表面が、少なくとも２つの感
光性領域及びそれらの間の非感光性

チャッポ  マルク  ア
ンソニー,ルータ  ラ
ンダル  ペーター

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
503506
2013/11/22

3060 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

磁気共鳴撮像システム
に対するＴＥＭ共振器
型ＲＦアンテナ

磁気共鳴ＭＲ撮像システム１０に対する
ＴＥＭＲＦアンテナ装置４０は、複数のラ
ング４４を有し、各ラング４４が、動作状
態において、実質的に軸方向３８に平
行に配置される少なくとも１つの軸部材

リプス  オリフェル コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
503704
2013/12/30

3061 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

画像データに基づく組
織表面ラフネスの定量
化、及びそれに基づく
疾患の存在の決定

画像データ内に表された組織の表面の
ラフネスの定量化に基づいて組織疾患
の存在（又は不存在）を特定するアプ
ローチをここに開示する。当該アプロー
チは、３Ｄ画像データ内の関心組織の

グラス，ミヒャエル,
ケーラー，トマス,ロ
レンツ，クリスティア
ン

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
504070
2013/11/20

3062 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

軸チャネルを持つ共鳴ト
ラップ

共鳴トラップは、中空円筒形ボディを有
し、その内部は、軸チャネルを形成す
る。内部導体は、前記中空円筒形ボ
ディの内壁に設けられ、外部導体は、前
記中空円筒形ボディの外壁に設けられ

ファン  レーウウェン
ロレンス  コルネリス

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
504107
2013/12/13

3063 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

コンピュータ支援による
関心組織の特定

一方法は、少なくとも２つの画像データ
セット内に位置する関心組織の体積に
おける変化を、前記少なくとも２つの画
像データセットの間で決定することを含
む。前記少なくとも２つの画像データ

ヴィームカー，ラ
ファエル,カブス，ス
ヴェン,クリンダー，ト
ビーアス

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
504113
2013/12/17

3064 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

ガス濃度を決定するた
めのセンサ

本発明は、ガス濃度を測定するための
光学センサユニットを提供し、この光学
センサユニットは、センサ手段１２、１３及
び前記センサ手段１２、１３を少なくとも
部分的に取り囲んでいる第１の断熱手

カールマン  ヨセフ
ス  アルノルドス  ヘ
ンリクス  マリア,ファ
ン  ケステレン  ハン
ス  ウィレム,ラムベ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
504935
2013/12/30

3065 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

患者の顔面データにア
クセスするためのシステ
ム

本発明は、患者の顔面データを収集す
るためのコンピューティングデバイスお
よびシステムに関する。システムは、少
なくとも一つのテンプレート、カメラ、およ
び、コンピューティングデバイスを含ん

ズナメンスキー，ドミ
トリー  ニコラエヴィ
チ,ファン  ブレー，
カルル  カタリーナ,
ソルデア，オクタ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
505280
2013/10/01

3066 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

画像テクスチャ特徴を用
いる統合表現型解析

被検体における関心の解剖学的特徴
の画像から一群の画像テクスチャ特徴
に関して画像テクスチャ特徴値が計算
され、該計算された画像テクスチャ特徴
値に基づいて、上記被検体は関心の分

バネルジー  ニラン
ジャナ,ディミトロー
バ  ネベンカ,バラダ
ン  ビナイ,カマラカ
ラン  シザーサン,

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
505289
2013/10/25

3067 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

医学画像からキー画像
を生成すること

医学画像からキー画像を生成するシス
テム１００であって、上記キー画像が、上
記医学画像から選択される画像領域を
有し、上記システムは、ｉ）上記医学画像
における病変３００を検出し、ｉｉ）上記生

セルリー  イーヴォ
ヴィレム  オスカル,
アレクソフスキー
ツァルコ,マルセル
ス  ルドルフ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
505290
2013/11/12

3068 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

データ収集頻度と悪化
検出アルゴリズムの閾値
を最適化するシステムと
方法

患者のモニタリング方法は、患者モニタ
リングシステム（１０）の一以上のセンサ
（２２）から患者データを受信するステッ
プと、受信した患者データを、患者状態
を示す予め選択した閾値と比較するス

グロス，ブライアン
デイヴィッド,フラッ
シカ，ジョセフ  ジェ
イムズ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
505297
2013/11/25

3069 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

カメラ－プロジェクタ・シ
ステムを用いてアクシデ
ントの最中にヘモグロビ
ンレベルを測定する医
療装置又はシステム

医療システム（１０）及び方法は、対象（３
８）のヘモグロビンレベルを測定する。ヘ
モグロビンカラースケール（ＨｂＣＳ）（２
２）は、イメージングシステム（１２）の視
野（ＦＯＶ）に投影される。ＨｂＣＳ（２２）は

マッカパティ，ヴィ
シュヌー  ヴァルダ
ン,シュペート，ミヒャ
エル  マティアス,ウ
ルマン，シュルティ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
505301
2013/12/02

3070 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

熱伝達装置を用いた低
損失な永久電流スイッ
チ

本装置は、超伝導温度において電気的
に超伝導性を有し、超伝導温度より高
い抵抗モード温度においては電気的に
抵抗である、超伝導材料の永久電流ス
イッチを含む。本装置は、さらに、第１熱

ジョナス，フィリップ
アレクサンダー,アフ
メトフ，アレクサンデ
ル,アッカーマン，ロ
ベルト  アドルフ,マ

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
505308
2013/09/22

3071 KONINKLIJKE
PHILIPS
コーニンクレッカフィ
リップスエヌヴェ

表面及び身体温度測定
に対する再使用可能な
ＭＲ安全温度プローブ

磁気共鳴プローブ２は、光ファイバセン
サプローブ３２及びシース３８を含む。光
ファイバセンサプローブ３２は、対象内
への挿入に対して構成される遠位部分
３６における非鉄センサ４２と、遠位部分

オニール  フランシ
ス  パトリック,コバル
スキー  レオナルド
ジョン,イヴァノフ  イ
ヴァルス,カスピック

コーニンクレッカ
フィリップス　エヌ
ヴェ

特開2016-
505309
2013/12/10
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全企業索引（国内）五十音順 全企業特許情報の掲載番号を掲載しています。※ページ番号ではありません。 

 

[ア] 

アークレイ株式会社 .............................. 2808～2811 

アイシン精機株式会社 ............................ 2938～2943 

愛知県 .......................................... 270 

愛知時計電機株式会社 ............................ 2273～2276 

アイホン株式会社 ................................ 1022～1032 

明伸興産株式会社 ................................ 2858 

旭化成エレクトロニクス株式会社 .................. 1181～1182 

旭化成ファーマ株式会社 .......................... 2706 

旭化成ホームズ株式会社 .......................... 3016 

旭化成メディカル株式会社 ........................ 2828 

旭硝子株式会社 .................................. 2997 

旭有機材工業株式会社 ............................ 2558 

厚木プラスチック株式会社 ........................ 2583 

アルカディア・システムズ株式会社 ................ 1320 

アルパイン株式会社 .............................. 1183～1184 

アルバック東北株式会社 .......................... 2826 

アルプス電気株式会社 ............................ 1043～1052 

アレイ株式会社 .................................. 2312 

アンジェスＭＧ株式会社 .......................... 2870 

 

 [イ] 

ＥＩＺＯ株式会社 ................................ 1229 

イオム株式会社 .................................. 2311 

医化学創薬株式会社 .............................. 2712 

一丸ファルコス株式会社 .......................... 2572 

一般財団法人化学及血清療法研究所 ................ 287 

一般財団法人バイオダイナミックス研究所 .......... 273 

一般財団法人糧食研究会 .......................... 233 

一般社団法人日本検査機器工業会 .................. 274 

一般社団法人白亜会 .............................. 2875 

一般社団法人メディカル・イメージング・コンソーシアム

 ................................................ 275 

イビデン株式会社 ................................ 1142～1144 

イマジニアリング株式会社 ........................ 2869 

医療法人社団行基会 .............................. 2878 

岩崎通信機株式会社 .............................. 1173～1174 

岩崎電気株式会社 ................................ 1134～1137 

 

 [ウ] 

ヴァーヴビジュアルソリューション株式会社 ........ 2326 

ウイトコオブジュピター電通株式会社 .............. 2640 

ウシオ電機株式会社 .............................. 1207 

 

 [エ] 

エイケン工業株式会社 ............................ 2959 

ＨＡＹＡＢＵＳＡ株式会社 ........................ 1342 

ＡＳＴＩ株式会社 ................................ 1148～1150 

エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社

 ................................................ 2735 

エコー電気株式会社 .............................. 1208 

エコナビスタ株式会社 ............................ 1297～1298 

ＳＩＭＰＬＥＸＱＵＡＮＴＵＭ株式会社 ............ 2299～2300 

ＳＢＩバイオテック株式会社 ...................... 2715 

ＮＥＣエンジニアリング株式会社 .................. 1326 

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 .......... 1293～1294 

ＮＥＣビッグローブ株式会社 ...................... 1322 

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 ................ 1268～1272 

ＮＫワークス株式会社 ............................ 2838 

ＮＴＮ株式会社 .................................. 2798～2802 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 .. 1303～1304 

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式会社 ............ 2673～2679 

ＬＳＩＰファンド運営合同会社 .................... 3049～3050 

エルメック電子工業株式会社 ...................... 2859 

 

 [オ] 

大阪瓦斯株式会社 ................................ 3031 

オオサキメディカル株式会社 ...................... 2643 

オーストリッチファーマ株式会社 .................. 2693～2695 

小川香料株式会社 ................................ 2552 

沖電気工業株式会社 .............................. 1175～1176 

沖縄コンピュータ販売株式会社 .................... 1335 

オキノ工業株式会社 .............................. 1212 

オムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社 2907 

オムロン株式会社 ................................ 948～967 

オムロンヘルスケア株式会社 ...................... 1108～1113 

オリオン電機株式会社 ............................ 1214 

オリジン電気株式会社 ............................ 1203 

オリンパス株式会社 .............................. 1349～1860 

オリンパスメディカルシステムズ株式会社 .......... 2818～2820 

オルト株式会社 .................................. 2984 

オンコセラピー・サイエンス株式会社 .............. 2690～2692 

 

 [カ] 

カシオ計算機株式会社 ............................ 968～983 

鹿島建設株式会社 ................................ 3013 

学校法人麻布獣医学園 ............................ 221, 293 

学校法人岩手医科大学 ............................ 177～178 

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 .............. 240 

学校法人関西医科大学 ............................ 220 

学校法人関西大学 ................................ 226, 289 

学校法人関西学院 ................................ 197～198 

学校法人神野学園 ................................ 228 

学校法人北里研究所 .............................. 74～79 

学校法人杏林学園 ................................ 149～151,  

256 

学校法人近畿大学 ................................ 225 

学校法人久留米大学 .............................. 219, 266 

学校法人慶應義塾 ................................ 86～91, 

 173～174 

学校法人埼玉医科大学 ............................ 207～208, 

282 

学校法人産業医科大学 ............................ 260, 292 

学校法人自治医科大学 ............................ 209～210 

学校法人上智学院 ................................ 201～202 

学校法人昭和大学 ................................ 264 

学校法人聖マリアンナ医科大学 .................... 140～142 

学校法人創価大学 ................................ 223 
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[数字] 

20 20 VISION CENTER２０／２０ビジョンセンターリミティドライアビリティカンパニー ....................... 4713 

3M INNOVATIVE PROPERTIES スリーエムイノベイティブプロパティズカンパニー ............................... 3899～3900 

3SHAPE３シェイプアー／エス ............................................................................ 4714 

4SC４エスツェーアクチェンゲゼルシャフト ............................................................... 4710 

 

[A] 

AARHUS UNIVERSITY オルフスユニバーシテト .............................................................. 4626 

AB2 BIO エイビー２バイオソシエテアノニム .............................................................. 3963 

ABBOTT DIABETES CARE アボットダイアベティスケアインコーポレイテッド ................................... 4170 

ABBOTT GMBH & CO. KG アボットゲーエムベーハーウントカンパニーカーゲー ................................. 4134 

ABBOTT LABORATORIES アボット・ラボラトリーズ .......................................................... 3765～3766 

ABBOTT MOLECULAR INC アボツト・モレキユラー・インコーポレイテツド ..................................... 4171 

ABBVIE INC アッヴィ・インコーポレイテッド ............................................................. 3376～3382 

ABCLON アブクロン・インコーポレイテッド ............................................................... 4146 

ABOMINABLE LABS アボミナブルラブス、エルエルシー ...................................................... 4155 

ABRAXIS BIOSCIENCE アブラクシスバイオサイエンス，エルエルシー ......................................... 4147 

ABREGEN アブリージェンプロプライエタリーリミテッド .................................................... 4515 

ABT HOLDING CO エイビーティーホールディングカンパニー ................................................. 3964 

AC IMMUNE エーシーイミューンエス．エー． .............................................................. 4659 

AC IMMUNE エーシーイミューンソシエテアノニム .......................................................... 3695～3697 

ACCELERON PHARMA INC アクセルロンファーマ，インコーポレイテッド ....................................... 3633～3635 

ACCESS BUSINESS GROUP INTEATIONAL LLC アクセスビジネスグループインターナショナルリミテッドライアビリティカンパニ

ー.................................................................................. .................. 4149 

ACE COMMUNICATIONS エースコミュニケーションズリミテッド ............................................... 4671 

ACIST MEDICAL SYSTEMS アシスト・メディカル・システムズ，インコーポレイテッド .......................... 3978 

ADAIR CHARLES ヴェロバイオ，エルエルシー .............................................................. 4478 

ADELAIDE RESEARCH & INNOVATION アデレードリサーチアンドイノベイションピーティーワイエルティーディー ... 4137 

ADIDAS AG アディダスアーゲー .......................................................................... 3795～3796 

ADLENS アドレンズリミテッド ........................................................................... 4139 

ADVANCED BREATH DIAGNOSTICS アドバンスドブレスダイアグノスティクス，リミティドライアビリティーカンパニ

ー.................................................................................. .................. 3797～3798 

AESCULAP アエスキュラップアーゲー ..................................................................... 3787～3788 

AFFIBODY AB アフィボディ・アーベー .................................................................... 4145 

AGENCY FOR SCIENCE TECHNOLOGY & RESEARCH エージェンシーフォーサイエンス，テクノロジーアンドリサーチ ... 3763～3764 

AGENCY FOR SCIENCE TECHNOLOGY & RESEARCH エージェンシーフォーサイエンス，テクノロジーアンドリサーチ ... 4670 

AGRONOMIQUE INST NAT RECH インスティチュートナショナルデラリシェルシェアグロノミクアイエヌアールエー .. 4607 

AI CURE TECHNOLOGIES エイ・アイ・キュア・テクノロジーズ・インコーポレイテッド ......................... 3911 

ALBERT LUDWIGS UNIVERSITAT FREIBURG アルベルトールートヴィヒーウニベルシタットフライブルク ............ 4066 

ALCOBRA LTD アルコブラ、リミテッド .................................................................... 4166 

ALCON LENSX, INC アルコンレンゼックス，インコーポレーテッド ........................................... 4115 

ALDER BIOPHARMACEUTICALS アルダー・バイオファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド ............... 4063 

ALENTIC MICROSCIENCE アレンティックマイクロサイエンスインコーポレイテッド ............................. 4174 

ALETHIA BIOTHERAPEUTICS INC アレシア・バイオセラピューティクス・インコーポレーテッド .................. 4154 

ALEXION PHARMACEUTICALS アレクシオンファーマシューティカルズ，インコーポレイテッド .................... 4181 

ALFA WASSERMANN アルファワッセルマンソシエタペルアチオニ .............................................. 4065 

ALFRED E. MANN FOUNDATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH アルフレッドイー．マンファウンデーションフォーサイエンティフィックリサー

チ.................................................................................. .................. 3648～3650 

ALIGN TECHNOLOGY, INC アラインテクノロジー，インコーポレイテッド ...................................... 4160 

ALLENA PHARMACEUTICALS アレナファーマシューティカルズ，インコーポレイテッド ........................... 4173 

ALMAC DIAGNOSTICS アルマック・ダイアグノスティクス・リミテッド ........................................ 3741～3742 

ALMS INTERNATIONAL INC アルムスインターナショナルインク ............................................... 4709 

ALPINEREPLAY アルパインリプレイインコーポレイテッド ................................................... 4064 

ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO．愛飛紐医療機械貿易有限公司 ............................................... 4707 
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