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13. 特許等一覧 

1. 国内特許   出願/公開 

連

番 
発 明 の 名 称 職 務 発 明 者 

共

願 
出願番号 出願日 

管理 

No. 

1 未公開 白川 芳幸 共願 未公開 2012/3/30 436 

2 未公開 白川 芳幸 共願 未公開 2012/3/30 435 

3 未公開 
山谷  泰賀 /小畠  隆行 /管 

幹生/川口 拓之 
共願 未公開 2012/3/28 428 

4 未公開 

関根 絵美子/下川 卓志/上

野  恵美 /中村  悦子 /中渡 

美也子/村上 健/今井 高志/

安西 和紀/松本 謙一郎/中

西 郁夫 

- 未公開 2012/3/27 427 

5 未公開 岩田 佳之/野田 耕司 - 未公開 2012/3/27 423 

6 未公開 
大西  新 /南本  敬史 /須原 

哲也 
- 未公開 2012/2/17 416 

7 未公開 
小林 進悟/内堀 幸夫/白川

芳幸 
- 未公開 2012/1/13 426 

8 未公開 中村 秀仁 共願 未公開 2011/12/17 420JP2 

9 未公開 小久保 年章/石田 有香 - 未公開 2011/12/8 424 

10 未公開 森 慎一郎 - 未公開 2011/11/9 368 

11 未公開 
四野宮 貴幸/高島 良生/宮

後 法博 
- 未公開 2011/10/17 422 

12 未公開 木村 裕一 共願 未公開 2011/8/31 412 

13 未公開 佐賀 恒夫/辻 厚至 共願 未公開 2011/8/26 421 

14 未公開 中村 秀仁 共願 未公開 2011/6/27 420 

15 未公開 山谷 泰賀/田島 英明 共願 未公開 2011/5/30 415P 

16 未公開 加藤 孝一 - 未公開 2011/5/27 413 

17 未公開 安倍 真澄 共願 未公開 2011/5/19 417 

18 未公開 
稲庭  拓 /古川  卓司 /兼松 

伸幸/野田 耕司 
- 未公開 2011/4/25 387P 

19 未公開 佐賀 恒夫/辻 厚至 - 未公開 2011/3/8 419P 

20 未公開 佐賀 恒夫/辻 厚至 - 未公開 2011/3/8 418P 

21 粒子線ビーム照射装置及びその制御方法 
古川  卓司 /稲庭  拓 /佐藤 

眞二/野田 耕司 
共願 PCT/JP2011/052522 2011/2/7 370P 

22 粒子線ビーム照射装置及びその制御方法 
古川  卓司 /稲庭  拓 /佐藤 

眞二/野田 耕司 
共願 PCT/JP2011/052523 2011/2/7 369P 

23 未公開 
大西  新 /南本  敬史 /永井 

裕司/須原 哲也 
共願 未公開 2011/1/17 407P 

24 未公開 
錦戸  文彦 /山谷  泰賀 /管 

幹生 
- 未公開 2011/1/13 409P 

25 未公開 山谷 泰賀/小畠 隆行 共願 未公開 2011/1/11 398 

26 測定システム 
木村  裕一 /関  千江 /菅野 

巖 
共願 PCT/JP2010/007603 2010/12/28 388P 

27 測定システム 
木村  裕一 /関  千江 /菅野 

巖 
共願 PCT/JP2010/007602 2010/12/28 378P 
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28 未公開 
張  明栄 /山崎  友照 /河村 

和紀/藤永 雅之 
- 未公開 2010/12/24 403 

29 未公開 中村 秀仁 - 未公開 2010/12/15 325 

30 未公開 
今井 高志/岩川 眞由美/加

藤 真吾/大野 達也 
- 未公開 2010/11/2 331 

31 未公開 
小畠 隆行/山谷 泰賀/菅野 

巌 
共願 未公開 2010/11/1 400 

32 未公開 
菅野  巌 /山谷  泰賀 /小畠 

隆行 
共願 未公開 2010/11/1 399 

33 PET／MRI 一体型装置 
山谷 泰賀/錦戸 文彦/小畠 

隆行/管 幹生/齋藤 一幸 
共願 PCT/JP2010/068810 2010/10/25 394P 

34 
ビーム測定装置およびビーム測定方法、ビ

ーム輸送システム 

水島 康太/古川 卓司/岩田 

佳之/竹下 英里/片桐 健/野

田 耕司  

- 特願 2010-228045 2010/10/8 402 

35 DOI 型放射線検出器 

稲玉 直子/村山 秀雄/澁谷 

憲悟/錦戸 文彦/山谷 泰賀/

吉田 英治 

- 特願 2010-532730 2010/10/1 329 

36 放射線治療・PET 複合装置 
山谷 泰賀/村山 秀雄/稲庭 

拓 
- 特願 2010-522575 2010/10/1 326 

37 検出器シフト型放射線治療・PET 複合装置 

山谷 泰賀/村山 秀雄/蓑原 

伸一/稲庭 拓/古川 卓司/

森 慎一郎 

- 特願 2010-522574 2010/10/1 321 

38 開放型 PET 装置 
山谷 泰賀/村山 秀雄/森 

慎一郎 
- 特願 2010-509987 2010/10/1 319 

39 
放射線検出方法、装置、及び、陽電子放射

断層撮像装置 

澁谷 憲悟/山谷 泰賀/稲玉 

直子/錦戸 文彦/吉田 英治

/村山 秀雄 

- 特願 2010-507088 2010/10/1 317 

40 PET 装置及び検出器の配置決定方法 山谷 泰賀/村山 秀雄 - 特願 2010-508047 2010/10/1 314 

41 

Mo-99 を利用する Tc-99m の製造・抽出方

法、及び、Mo-99／Tc-99m 液体ジェネレー

タ 

田上 恵子/内田 滋夫/永津 

弘太郎/福村 利光/藤林 康

久 

- PCT/JP2010/066435 2010/9/22 406P 

42 

テクネチウム含有モリブデンからのテクネ

チウムの分離・精製方法、装置、及び、モ

リブデンの回収方法・装置 

田上 恵子/内田 滋夫/永津 

弘太郎/藤林 康久 
- PCT/JP2010/066434 2010/9/22 405P 

43 
加速器による放射性核種の製造方法及び装

置 

永津 弘太郎/峰岸 克之/内

田 滋夫/田上 恵子 
- PCT/JP2010/066433 2010/9/22 404P 

44 γ線を利用したマメ科植物の栽培方法 中島 徹夫 - 特願 2010-209714 2010/9/17 362 

45 
治療計画方法、治療計画装置、治療計画プ

ログラムおよび生物学的効果比算出方法 

稲庭 拓/加瀬 優紀/古川 

卓司/松藤 成弘/野田 耕司 
- PCT/JP2010/065346 2010/9/7 397P 

46 

液体シンチレーションによる放射能絶対測

定方法、および、放射能測定装置の校正方

法 

村山 秀雄 共願 特願 2010-188118 2010/8/25 396 

47 
抗不安薬のスクリーニング方法及び効果評

価法 

後閑 勇登/大西 新/南本 

敬史/永井 裕司/須原 哲也 
- 特願 2010-185235 2010/8/20 395 

48 
照射計画方法、照射計画装置、および照射

計画プログラム 

稲庭  拓 /古川  卓司 /兼松 

伸幸/野田 耕司 
- 特願 2010-142283 2010/6/25 387 

49 アーム装置 蓑原 伸一 共願 特願 2010-144023 2010/6/24 391 
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50 ビーム出射装置ならびにその制御方法 
水島 康太/古川 卓司/白井 

敏之/野田 耕司 
- 特願 2010-142081 2010/6/22 392 

51 
液体採取装置、測定装置並びにそれらを備

えた液体採取測定システム 

木村  裕一 /関  千江 /菅野 

巖 
共願 特願 2009-550391 2010/6/2 310 

52 放射線検出用素子 中村 秀仁 - PCT/JP2010/057753 2010/5/6 366P2 

53 
ビーム制御装置、粒子線照射装置、および

これらの制御方法 

水島 康太/古川 卓司/白井 

敏之/野田 耕司 
- 特願 2010-105386 2010/4/30 386 

54 
加速器による放射性核種の製造方法及び装

置 
永津 弘太郎/福村 利光 - PCT/JP2010/057013 2010/4/20 390P 

55 
加速器による複数核種の同時製造方法及び

装置 
永津 弘太郎/福村 利光 - PCT/JP2010/057012 2010/4/20 389P 

56 コリンエステラーゼ活性測定用試薬 
菊池 達矢/入江 俊章/福士 

清/岡村 敏充 
- 特願 2010-514739 2010/4/15 341 

57 近接撮影型 PET 装置およびシステム 山谷 泰賀 - PCT/JP2010/056402 2010/4/8 385P 

58 
PET 装置における同時計数判定方法及び

装置 
吉田 英治/山谷 泰賀 - PCT/JP2010/056254 2010/4/6 381P 

59 粒子線照射システム及び粒子線照射方法 
佐藤 眞二/白井 敏之/古川 

卓司/野田 耕司/水島 康太 
- 特願 2010-081372 2010/3/31 356 

60 
放射線ビーム照射対象位置決め装置および

その位置決め方法 
森 慎一郎 共願 特願 2010-81631 2010/3/31 376 

61 

核医学イメージング装置の画像化方法、シ

ステム、核医学イメージグシステム及び放

射線治療制御システム 

山谷 泰賀/吉田 英治 - PCT/JP2010/055733 2010/3/30 379P 

62 
3 次元放射線位置検出器、及び、その検出

位置特定方法 

稲玉 直子/村山 秀雄/山谷 

泰賀 
共願 PCT/JP2010/055588 2010/3/29 382P 

63 
PET 装置における同時計数判定方法及び

装置 
吉田 英治/山谷 泰賀 - PCT/JP2010/055185 2010/3/25 380P 

64 
動物用分割ゲージ蓋および動物用分割ゲー

ジ 
松下 悟/小久保 年章 共願 特願 2010-69752 2010/3/25 384 

65 測定システム 
木村  裕一 /関  千江 /菅野 

巖 
共願 特願 2010-068152 2010/3/24 378 

66 測定システム 
木村  裕一 /関  千江 /菅野 

巖 
共願 特願 2010-068151 2010/3/24 388 

67 
PET／MRI 装置、PET 装置及び画像再構

成システム 
山谷 泰賀/小畠 隆行 - 特願 2010-052389 2010/3/9 383 

68 
イオンビーム照射装置におけるフィードバ

ックシステム 

白井 敏之/佐藤 眞二/古川 

卓司/野田 耕司 
- 特願 2010-043808 2010/3/1 354 

69 放射線治療プランニング装置及び方法 
武井 由佳/辻 比呂志/野田 

耕司 
共願 特願 2010-040582 2010/2/25 372 

70 粒子線ビーム照射装置及びその制御方法 
古川  卓司 /稲庭  拓 /佐藤 

眞二/野田 耕司 
共願 特願 2010-028047 2010/2/10 369 

71 粒子線ビーム照射装置及びその制御方法 
古川  卓司 /稲庭  拓 /佐藤 

眞二/野田 耕司 
共願 特願 2010-028046 2010/2/10 370 

72 放射線治療情報管理システム 
武井 由佳/蓑原 伸一/福田 

茂一 
共願 特願 2010-27277 2010/2/10 374 
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73 放射性核種製造装置 

永津 弘太郎/福村 利光/鈴

木 寿/鈴木 和年/深田 正

美 

- 特願 2010-013627 2010/1/25 365 

74 放射線位置検出器の位置演算方法及び装置 
稲玉 直子/村山 秀雄/山谷 

泰賀/澁谷 憲悟 
共願 特願 2010-012616 2010/1/22 371 

75 タウオパチー治療用ワクチン 
樋口 真人/季 斌/須原 哲

也 
共願 特願 2010-003424 2010/1/8 375 

76 抗うつ病薬のスクリーニング方法 
南本 敬史/大西 新/堀 由

紀子/永井 裕司/須原 哲也 
- 特願 2009-294359 2009/12/25 367 

77 ターゲット保持構造 永津 弘太郎 - 特願 2009-266952 2009/11/25 364 

78 未分化細胞の識別方法 齋藤 俊行 共願 特願 2009-241322 2009/10/20 358 

79 共焦点顕微鏡 安田 仲宏 共願 特願 2009-230229 2009/10/2 342 

80 遠心分離装置 
木村  裕一 /関  千江 /菅野 

巖 
共願 特願 2009-227513 2009/9/30 361 

81 
MR 装置用 RF コイル並びにその設計方法

及び駆動方法 

池平  博夫 /中島  学 /中島 

巌 
- 特願 2009-211685 2009/9/14 360 

82 脳内のアミロイド関連神経炎症の画像化 

須原 哲也/鈴木 和年/樋口 

真人 /張 明栄 /前田  純 /季 

斌 

- 特願 2009-539550 2009/9/11 290JP 

83 

γ線を放出する陽電子崩壊核種の放射能絶

対測定方法、放射線検出器集合体の検出効

率決定方法、及び、放射線測定装置の校正

方法 

村山 秀雄 共願 特願 2009-200703 2009/8/31 359 

84 電子サイクロトロン共鳴イオン源装置 北川 敦志/村松 正幸 共願 特願 2009-129921 2009/5/29 357 

85 動物固定具 
下村 岳夫/青木 伊知男/菅

野 巖 
- 特願 2009-117843 2009/5/14 352 

86 

治療薬剤の標的部位への集積及び放出を追

跡可能な治療薬剤含有リポソームおよびそ

の製造方法 

菊池 達矢/青木 伊知男/小

髙 謙一 
共願 特願 2009-082869 2009/3/30 340 

87 放射線照射システム 
古川  卓司/稲庭 拓/佐藤 

眞二/白井 敏之/野田 耕司 
- 特願 2009-080857 2009/3/30 351 

88 集束型加振装置 小畠 隆行 共願 特願 2009-080401 2009/3/27 353 

89 粒子線照射装置および粒子線制御方法 
白井 敏之/水島 康太/佐藤 

眞二/古川 卓司/野田 耕司 
- 特願 2009-080318 2009/3/27 355 

90 
放射線被ばくによる生体障害の予防または

治療用薬剤及びその投与キット 

安西 和紀/上野 恵美/伊古

田 暢夫/高田 二郎 
共願 特願 2009-076324 2009/3/26 330 

91 粒子線照射装置 
古川  卓司 /稲庭  拓 /佐藤 

眞二/白井 敏之/野田 耕司 
- 特願 2009-074731 2009/3/25 350 

92 土壌中カドミウムの検出方法 
中森  泰三 /藤森  亮 /坂内 

忠明/久保田 善久/吉田 聡 
- 特願 2009-072224 2009/3/24 345 

93 
コイルシステム及びこれを用いた粒子加速

器 
宮原 信幸 共願 特願 2009-055551 2009/3/9 337 

94 磁場形成装置及びこれを用いた粒子加速器 宮原 信幸 共願 特願 2009-055556 2009/3/9 338 

95 
コイルシステム及びこれを用いた粒子加速

器 
宮原 信幸 共願 特願 2009-055555 2009/3/9 339 
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96 

幹細胞における Tex19遺伝子の発現量の変

動に基づき幹細胞での多能性又は分化能を

判定又は検出する方法 

荒木 良子/安倍 真澄 - 特願 2009-016246 2009/1/28 347 

97 放射線量測定方法と放射線量測定装置 白川 芳幸 共願 特願 2009-14790 2009/1/26 343 

98 

γ線を放出する陽電子崩壊核種の放射能絶

対測定方法、放射線検出器集合体の検出効

率決定方法、及び、放射線測定装置の校正

方法 

村山 秀雄 共願 特願 2008-306087 2008/12/1 336 

99 

光誘導性周期的発現遺伝子及び体内時計シ

ステムに影響を与える物質のスクリーニン

グ方法 

安倍 真澄 - 特願 2008-553023 2008/11/13 159 

100 核医学診断用医薬 張 明栄/鈴木 和年                                                                                            - 特願 2008-285430 2008/11/6 298JP2 

101 陽電子放出放射性同位元素放射線源 村山 秀雄/長谷川 智之 共願 特願 2008-261033 2008/10/7 333 

102 
粒子線治療装置のビーム位置モニタ及びビ

ーム位置測定方法 

古川  卓司 /稲庭  拓 /佐藤 

眞二/野田 耕司 
共願 特願 2008-228925 2008/9/5 311 

103 
重粒子ビームの線質及び生物効果の計算方

法と計算プログラム 

金井 達明/松藤 成弘/加瀬 

優紀 
共願 特願 2008-225554 2008/9/3 332 

104 粒子線照射装置及び治療計画装置 

早乙女 直也/古川 卓司/新

谷  理恵子 /稲庭  拓 /野田 

耕司 

- 特願 2008-197706 2008/7/31 320 

105 
照射線量確認システム及び照射線量確認方

法 

古川 卓司/早乙女 直也/稲

庭 拓/岩田 佳之/佐藤 眞

二/野田 耕司 

- 特願 2008-196333 2008/7/30 309 

106 高周波加速制御装置 金澤 光隆/杉浦 彰則 共願 特願 2008-161290 2008/6/20 318 

107 
蛍光標識フェニルオキシアニリン誘導体及

び蛍光標識プローブ 
張 明栄/鈴木 和年 - 特願 2008-154533 2008/6/12 323 

108 
常磁性金属含有ポリアミドアミンデンドロ

ン脂質 
青木 伊知男 共願 特願 2008-121573 2008/5/7 324 

109 放射線治療用治療台 蓑原 伸一/鳥飼 幸太 共願 特願 2008-050575 2008/2/29 316 

110 
多価結合手を有し代謝安定性が向上した脳

移行性ポリペプチド 
須原 哲也 共願 2009-502538 2008/2/27 286JP2 

111 
遺伝子発現解析方法、遺伝子発現解析装置、

および遺伝子発現解析プログラム 
笠間 康次/安倍 真澄 - 特願 2008-032466 2008/2/13 306 

112 
ビームモニタセンサおよびこれを備えたビ

ームモニタ 

岩田 佳之/野田 耕司/古川 

卓司 
- 特願 2008-027472 2008/2/7 308 

113 CdSe 量子ドット及びその製造方法 
Rumiana Bakalova/菅野 

巌 
- 特願 2007-339936 2007/12/28 307 

114 
放射線検出値の予測方法及び予測応答型放

射線検出器 
白川 芳幸 共願 特願 2007-504680 2007/11/19 260JP2 

115 
乳癌の放射線治療による晩期副作用の発症

を予測する方法 
今井 高志/岩川 眞由美 - 特願 2007-260213 2007/10/3 304 

116 

ロータリエバポレータ及びこのロータリエ

バポレータを備えた放射性薬剤の自動調剤

装置 

鈴木 和年/鈴木 寿 - 特願 2007‐258839 2007/10/2 284 

117 放射線位置検出器 
稲玉 直子/村山 秀雄/澁谷 

憲悟/錦戸 文彦/津田 倫明 
共願 特願 2007-221441 2007/8/28 302 
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118 
放射性ハロゲン標識フェニルオキシアニリ

ン誘導体 

鈴木  和年 /須原  哲也 /張 

明栄/クリスター ハルディ

ン 

共願 特願 2007-505812 2007/8/27 228JP2 

119 
スキャニング照射方法およびスキャニング

照射装置 

北川 敦志/金澤 光隆/野田 

耕司/佐藤 眞二/須田 充/藤

田 敬 

- 特願 2007-214122 2007/8/20 300 

120 エックス線遮蔽装置 盛武 敬 共願 特願 2007-503712 2007/8/7 209JP2 

121 イオンビーム制御装置及び該方法 野田 耕司 共願 特願 2007-134132 2007/5/21 296 

122 
ゲノム上の転写活性領域（非メチル化領域）

の網羅的解析法 
安倍 真澄 - 特願 2006-539197 2007/4/2 216JP2 

123 

断層撮影装置の画像再構成方法、故障診断

方法、断層撮影装置、及び、システムマト

リクスの管理プログラム 

山谷 泰賀/村山 秀雄/吉田 

英治 
- 特願 2007-087480 2007/3/29 287 

124 放射性感受性遺伝子 
原田  良信 /辻  厚至 /須藤 

仁美/須尭 綾 
- 特願 2007-065961 2007/3/15 291 

125 
遺伝子発現変動解析方法及びシステム、並

びにプログラム 

安倍 真澄/笠間 康次/門田 

幸二 
- 特願 2007-066506 2007/3/15 283 

126 被検体の 3 次元的位置及び向き測定装置 
村山 秀雄/山谷 泰賀/長谷

川 智之 
共願 特願 2007-055044 2007/3/6 289 

127 

幹細胞における低線量被ばくの検出マーカ

ー、及び該マーカーを用いる幹細胞での低

線量被ばくレベルを推定又は検出する方法 

安倍 真澄 - 特願 2007-008086 2007/1/17 268 

128 

粒子線照射システム、並びに、コレに用い

るコンピュータプログラム及びコンピュー

タ読み取り可能な記憶媒体 

古川  卓司 /稲庭  拓 /佐藤 

眞二/野田 耕司 
- 特願 2006-343489 2006/12/20 277 

129 

トコフェロールまたはトコトリエノール類

のエステル誘導体を有効成分とする放射線

防護剤 

伊古田 暢夫/安西 和紀/上

野  恵美 /薬丸  晴子 /上田 

順市/明石 真言/小林 静子/

高田 二郎 

共願 特願 2006-325408 2006/12/1 281 

130 
微量試料を用いる網羅的遺伝子発現プロフ

ィール解析法 
安倍 真澄/荒木 良子 - 特願 2006-514054 2006/11/13 208J2 

131 表面汚染検査装置及び検査方法 白川 芳幸 - 特願 2006-282182 2006/10/17 274 

132 
口腔癌の頚部リンパ節転移予測方法および

その予測に用いる診断キット 

今井 高志/岩川 眞由美/澁

谷 均/三浦 雅彦/吉村 亮

一/渡邊 裕 

- 特願 2006-237793 2006/9/1 269 

133 抗放射線被ばく障害剤 
西村 義一/武田 志乃/伊古

田 暢夫/角田 出 
- 特願 2006-135194 2006/5/15 262 

134 放射線検出器 
村山 秀雄/津田 倫明/稲玉 

直子/山谷 泰賀 
共願 特願 2006-120680 2006/4/25 266 

135 
多分化能性細胞に特異的に発現する DNA

に含まれるプロヌクレオチド 
安倍 真澄/荒木 良子 - 特願 2006-091143 2006/3/29 182 

136 
CT 投影データの差分画像再構成方法及び

装置 
森 慎一郎/遠藤 真広 - 特願 2005-375659 2005/12/27 257 

137 線形加速器 
岩田  佳之 /山田  聰 /村上 

健 
共願 特願 2005-348307 2005/12/1 258 

138 

放射線治療における副作用発症予測用ポリ

ヌクレオチドおよび放射線治療における副

作用発症予測方法 

今井 高志/原田 良信/岩川 

眞由美 
- 特願 2005-309093 2005/10/24 254 
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139 
生物における低線量放射線被ばくを検出す

る方法 
藤森 亮 - 特願 2005-281931 2005/9/28 243 

140 
H モード・ドリフトチューブ線形加速器及

びその設計方法 
岩田 佳之/山田 聰 - 特願 2005-277426 2005/9/26 244 

141 
粒子線照射用コンぺンセータ及び粒子線照

射用コンぺンセータ製造装置 
兼松 伸幸/取越 正己 共願 特願 2005-246617 2005/8/26 245 

142 11C ポジトロン標識薬の中間体合成装置 
鈴木 和年/吉田 勇一郎/張 

明栄/小川 政直 
- 特願 2005-210828 2005/7/21 230 

143 観察対象の自動検出方法及び装置 古川 章 - 特願 2005-200524 2005/7/8 242 

144 照射野形成装置 古川 卓司/野田 耕司 - 特願 2005-175604 2005/6/15 237 

145 H モード・ドリフトチューブ線形加速器 岩田 佳之/山田 聰 - 特願 2005-172476 2005/6/13 238 

146 
レーザー光周回装置及びレーザー光周回方

法 
土橋 克広 共願 特願 2005-168252 2005/6/8 241 

147 運動部分の CT 撮影方法及び装置 森 慎一郎/遠藤 真広 - 特願 2005-127123 2005/4/25 226 

148 核酸凝縮剤およびその製造方法 高萩 真彦 - 特願 2005-099106 2005/3/30 219 

149 放射線遮蔽容器 
鈴木  和年 /鈴木  寿 /福村 

利光 
- 特願 2005-056905 2005/3/2 231 

150 
放射線皮膚障害誘導遺伝子の発現に基づく

測定方法 

小池  学 /小池  亜紀 /潮見 

友江 
- 特願 2005-036700 2005/2/14 227 

151 粒子線照射装置 古川 卓司/野田 耕司 - 特願 2005-025361 2005/2/1 224 

152 荷電粒子線照射装置および回転ガントリ 古川 卓司/野田 耕司 - 特願 2004-359325 2004/12/13 222 

153 放射線照射方法 新谷 恵理子/山田 聰 - 特願 2004-276414 2004/9/24 212 

154 課題提示・行動解析装置 大林 茂 - 特願 2004-228630 2004/8/4 207 

155 ワンタッチ継手 鈴木 和年/吉田 勇一郎 - 特願 2004-216088 2004/7/23 211 

156 MR 装置用ボリュームコイル 
吉留  英二 /中島  巌 /池平 

博夫 
- 特願 2004-178544 2004/6/16 206 

157 バルブおよびバルブの組立方法 鈴木 和年/吉田 勇一郎 - 特願 2004-142234 2004/5/12 204 

158 診断システム 池平 博夫/石濱 正男 - 特願 2004-119886 2004/4/15 145 

159 寿命延長性剤及びその用途 西村 義一 共願 特願 2004-103715 2004/3/31 201 

160 放射線治療料金の自動計算方法及び装置 

砂岡  正良 /田尻  稔 /斉藤 

収三/石居 隆義/鶴岡 伊知

郎 

共願 特願 2004-099119 2004/3/31 199 

161 画像処理方法、システム及びプログラム 
安田 仲広/蔵野 美恵子/宗 

大路 
共願 特願 2004-108282 2004/3/31 198 

162 遺伝子解析支援システム 安倍 真澄 共願 特願 2004-057116 2004/3/2 186 

163 
放射性感受性遺伝子が導入されたコンジェ

ニックラット 
荻生 俊昭/辻 厚至 - 特願 2004-037555 2004/2/16 197 

164 

レポーター遺伝子に由来する mRNA の定

量により遺伝子転写機能を測定する方法、

及び、それに用いる各種プライマー 

石原 弘/田中 泉 - 特願 2004-025304 2004/2/2 196 

165 フェニルオキシアニリン誘導体 
鈴木  和年 /須原  哲也 /張 

明栄 
共願 特願 2004-001691 2004/1/7 167J2 

166 ファントム及びファントム集合体 遠藤 真広/森 慎一郎 - 特願 2003-427312 2003/12/24 189 

167 熱風ヒータ 鈴木 和年/鈴木 寿 - 特願 2003-377124 2003/11/6 184 
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168 
マイクロイオンビーム形成様部材の配置方

法及びプリズム付きプリズム調整台 
今関 等/酢屋 徳啓 共願 特願 2003-369541 2003/10/29 180 

169 放射線位置検出器の校正方法 
村山 秀雄/吉田 英治/木村 

裕一 
共願 特願 2003-200616 2003/7/23 178 

170 
ガンマ線方向性検出器及び放射線モニタリ

ング方法、装置 
白川 芳幸 - 特願 2003-161204 2003/6/5 173 

171 散乱角不確定性補正コンプトンカメラ 平澤 雅彦/富谷 武浩 - 特願 2003-124173 2003/4/28 172 

172 3 次元放射線位置検出器 村山 秀雄/稲玉 直子 共願 特願 2003-067094 2003/3/12 171 

173 遺伝子の発現を解析する方法 安倍 真澄/斎藤 俊行 共願 特願 2002-550069 2002/11/27 122J2 

174 顕微鏡装置 
安田 仲宏/エリック ベン

トン 
共願 特願 2002-314877 2002/10/29 154.1 

175 パルス波高整列放射線位置検出器 村山 秀雄/稲玉 直子 共願 特願 2002-300125 2002/10/15 139 

176 乳がん易罹患性に関わる遺伝子マーカー 
今井 高志/原田 良信/岩川 

眞由美 
- 特願 2002-270434 2002/9/17 151 

177 非ヒトモデル動物 
塩見 忠博/塩見 尚子/鬼頭 

靖司 
- 特願 2002-270405 2002/9/17 143 

178 放射線障害予防剤 
坪井  康次 /盛武  敬 /安西 

和紀 
共願 特願 2002-067739 2002/3/12 137 

179 放射線検出器及び検出方法 

二見  康之 / 富谷   武浩 / 

金澤 光隆/ 北川 敦志/ 金

井 達明 

共願 特願 2001-212557 2001/7/12 111 

180 放射線 3 次元位置検出器 村山 秀雄 共願 特願 2001-208251 2001/7/9 113 

181 磁気マッピングセンサ及びその製造方法 山本 幹男/町 好雄 共願 特願平 11-031288 1999/2/9 100 

※平成 23 年度末の出願特許を示す。編集時未公開のものは、「発明の名称」欄に「未公開」と記載。 
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1 フラスコ 鈴木 和年、鈴木 寿 - 特許 5004306 2012/6/1 315 

2 開放型 PET 装置 
山谷 泰賀、村山 秀雄、稲

玉 直子 
- 特許 4982880 2012/5/11 313 

3 放射性薬剤自動分注投与装置 鈴木 和年、鈴木 寿 - 特許 4984286 2012/5/11 256 

4 

放射線治療後における泌尿器の晩期有害反

応の発症予測用 DNA チップ、及びこれを

用いた放射線治療後における泌尿器の晩期

有害反応の発症予測方法 

今井 高志、岩川 眞由美 - 特許 4974091 2012/4/20 297 

5 
電子ビーム及びレーザービームのプロファ

イル測定装置及び方法 
土橋 克広 共願 特許 4963368 2012/4/6 265 

6 
18F 標識フルオロベンゼン環を有する放射

性リガンドの合成法 

鈴木 和年、張 明栄、熊田 

勝志 
- 特許 4931181 2012/2/24 259 

7 

放射線同時計数処理方法、放射線同時計数

処理プログラムおよび放射線同時計数処理

記憶媒体、並びに放射線同時計数装置およ

びそれを用いた核医学診断装置、記憶媒体 

村山 秀雄、吉田 英治、木

村 裕一 
共願 特許 4933767 2012/2/24 249 
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8 分析標準の作製方法 
武田 志乃、湯川 雅枝、西

村 義一 
- 特許 4925428 2012/2/17 273 

9 
粒子加速器およびその運転方法、ならびに

粒子線照射装置 

岩田 佳之、野田 耕司、古

川 卓司、佐藤 眞二 
- 特許 4873563 2012/2/8 282 

10 放射能検出方法及び放射能検出器 
山田 裕司、福津 久美子、

栗原 治、明石 真言 
共願 特許 4893958 2012/2/6 295 

11 
目的物質の脳毛細血管内皮細胞への取り込

みを亢進させるための組成物 
井上 香織、須原 哲也 - 特許 4904573 2012/1/20 234 

12 ガンマ線検出器とガンマ線再構築方法 中村 秀仁 - 特許 4897881 2012/1/6 294 

13 

放射能絶対測定方法、放射線検出器集合体

の検出効率決定方法、及び、放射線測定装

置の校正方法 

村山 秀雄 共願 特許 4896950 2012/1/6 288 

14 
マルチコイルとこれを用いた MR 装置およ

び RF 送受信方法 
中島 巌、池平 博夫 - 特許 4891692 2011/12/22 270 

15 

照射計画方法、装置、粒子線照射システム、

及び、これらに用いるコンピュータプログ

ラム 

稲庭 拓、古川 卓司、佐藤 

眞二、野田 耕司 
- 特許 4877784 2011/12/19 276 

16 陽電子放射断層撮像装置及び放射線検出器 

澁谷 憲悟、錦戸 文彦、稲

玉 直子、吉田 英治、山谷 

泰賀、村山 秀雄、津田 倫

明 

- 特許 4877766 2011/12/9 272 

17 
イオン源とそれを用いた濃縮装置およびイ

オン源の運転方法 
鈴木 和年、若井 篤志 共願 特許 4859140 2011/11/11 299 

18 マンモグラフィ装置 村山 秀雄、稲玉 直子 共願 特許 4843346 2011/10/14 267 

19 多色 X 線測定装置 土橋 克広 - 特許 4839050 2011/9/27 247 

20 DOI 型放射線検出器 
稲玉 直子、村山 秀雄、澁

谷 憲悟、錦戸 文彦 
共願 特許 4803565 2011/8/19 328 

21 
線量計装着ウェア、これを用いた体表面被

曝線量分布測定方法及び装置 
盛武 敬 共願 特許 4798476 2011/8/12 229 

22 
量子ビームモニタ用電極及び量子ビームモ

ニタ装置 
佐藤 幸夫 共願 特許 4783938 2011/7/22 252 

23 
放射線の全天球型入射方向検出装置、及び、

放射線モニタリング方法、装置 
白川 芳幸 共願 特許 4766263 2011/6/24 279 

24 PET 装置、及び、その画像再構成方法 
山谷 泰賀、村山 秀雄、蓑

原 伸一 
- 特許 4756425 2011/6/10 292 

25 

シンクロトロン加速器の制御方法、シンク

ロトロン加速器、並びに、シンクロトロン

加速器を制御するためのコンピュータプロ

グラム及びコンピュータ読み取り可能な記

憶媒体 

古川卓司、佐藤眞二、野田

耕司、取越正己 
- 特許 4742328 2011/5/20 278 

26 放射線測定装置 白川 芳幸 共願 特許 4734618 2011/5/13 280 

27 
ガンマ線検出器及びそれを用いた PET 装

置 
熊田 雅之 共願 特許 4725649 2011/4/22 285JP2 

28 放射性薬剤取り扱い用のクリーンベンチ 鈴木 和年/中尾 隆士 - 特許 4701458 2011/3/18 255 

29 多色 X 線発生装置 土橋 克広 共願 特許 4674802 2011/2/4 239 

30 
駆動装置、動態撮影システム及び動態撮影

方法 
森 慎一郎/遠藤 真広 共願 特許 4665181 2011/1/21 223 
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31 
エネルギーと位置情報を利用した放射線検

出方法及び装置 

吉田 英治/澁谷 憲悟/山谷 

泰賀/村山 秀雄 
共願 特許 4660706 2011/1/14 293JP2 

32 
荷電粒子ビーム加速器及びその荷電粒子ビ

ーム加速器を用いた粒子線照射システム 

古川 卓司/野田 耕司/中西 

哲也 
共願 特許 4650382 2010/12/24 271 

33 荷電粒子線照射装置 古川 卓司/野田 耕司 - 特許 4639401 2010/12/10 235 

34 磁界発生装置 熊田 雅之 共願 特許 4623848 2010/11/12 125 

35 表面コイル共振器及びその設計方法 小野 光弘/池平 博夫 - 特許 4608667 2010/10/22 250 

36 診断・治療用 X 線切換え発生装置 土橋 克広 共願 特許 4612466 2010/10/22 240 

37 ベータ線検出器とベータ線再構築方法 中村 秀仁 - 特許 4600947 2010/10/8 305 

38 高周波加速空胴 
三須  敏幸 /北條  悟 /杉浦 

彰則/金澤 光隆/宮原 信幸 
- 特許 4590624 2010/9/24 170 

39 イオンビーム検出器 山田 聰 共願 特許 4547507 2010/7/16 263 

40 放射線位置検出方法及び装置 
稲玉 直子/村山 秀雄/澁谷 

憲悟 
共願 特許 4534006 2010/6/25 251 

41 高周波加速空洞及び装置 
金澤 光隆/三須 敏幸/杉浦 

彰則 
- 特許 4534005 2010/6/25 246 

42 放射性標識薬自動合成装置 
鈴木  和年 /鈴木  寿 /福村 

利光/向井 健作/張 明栄 
- 特許 4524389 2010/6/11 205 

43 放射性物質分注設備 
鈴木  和年 /鈴木  寿 /福村 

利光 
- 特許 4512801 2010/5/21 232 

44 
多段セル集合体の組立方法及びクランプ器

具 
村山 秀雄/稲玉 直子 共願 特許 4500922 2010/4/30 217 

45 
ヒール効果補正フィルタ、X 線照射装置、X

線 CT 装置及び X 線 CT 撮像方法 
遠藤 真広/森 慎一郎 - 特許 4487032 2010/4/9 190JP2 

46 放射線遮蔽容器 
鈴木  和年 /鈴木  寿 /福村 

利光 
- 特許 4478803   2010/3/26 231 

47 照射野形成装置 古川 卓司/野田 耕司 - 特許 4474549   2010/03/19 237 

48 
運動部分の CT 撮影装置の作動方法及び装

置 
森 慎一郎/遠藤 真広 - 特許 4469984   2010/3/12 226 

49 表面汚染検査装置及び検査方法 白川 芳幸 - 特許 4469962   2010/3/12 274 

50 画像処理方法、システム及びプログラム 
安田 仲広/蔵野 美恵子/宗 

大路 
共願 特許 4458339   2010/2/19 198 

51 
粒子線照射用コンぺンセータ及び粒子線照

射用コンぺンセータ製造装置 
兼松 伸幸/取越 正己 共願 特許 4456045   2010/2/12 245 

52 荷電粒子線照射装置および回転ガントリ  古川 卓司/野田 耕司 - 特許 4452848 2010/2/12 222 

53 遺伝子の発現を解析する方法 安倍 真澄/齋藤 俊行 共願 特許 4437171 2010/1/15 122JP2 

54 放射線検出器 

二見  康之 / 富谷   武浩 / 

金澤 光隆/ 北川 敦志/ 金

井 達明 

共願 特許 4420372   2009/12/11 111 

55 診断システム 池平 博夫/石濱 正男 - 特許 4411384   2009/11/27 145 

56 バルブおよびバルブの組立方法 鈴木 和年/吉田 勇一郎 - 特許 4411422   2009/11/27 204 

57 H モード・ドリフトチューブ線形加速器 岩田 佳之/山田 聰 - 特許 4385150   2009/10/9 238 

58 
放射線位置検出器の校正方法及び放射線位

置検出器 

村山 秀雄/吉田 英治/木村 

裕一 
共願 特許 4367903   2009/9/4 178 

59 散乱角不確定性補正コンプトンカメラ 平澤 雅彦/富谷 武浩 - 特許 4352122   2009/8/7 172 
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60 粒子線照射装置 古川 卓司/野田 耕司 - 特許 4348470   2009/7/31 224 

61 

レポーター遺伝子に由来する mRNA の定

量により遺伝子転写機能を測定する方法、

及び、それに用いる各種プライマー 

石原 弘/田中 泉 - 特許 4348435   2009/7/31 196 

62 観察対象の自動検出方法及び装置 古川 章 - 特許 4344862   2009/7/24 242 

63 顕微鏡装置 
安田 仲宏/エリック ベン

トン 
共願 特許 4346888   2009/7/24 154.1 

64 
マイクロイオンビーム形成用部材の配置方

法及びプリズム付きプリズム調整台 
今関 等/酢屋 徳啓 共願 特許 4341824   2009/7/17 180 

65 3 次元放射線位置検出器 村山 秀雄/稲玉 直子 共願 特許 4338177   2009/7/10 171 

66 パルス波高整列放射線位置検出器 村山 秀雄/稲玉 直子 共願 特許 4332613   2009/7/3 139 

67 リボフラノース誘導体 安藤 興一 - 特許 4328323   2009/6/19 081D1 

68 熱風ヒータ 鈴木 和年/鈴木 寿 - 特許 4304333   2009/5/15 184 

69 ファントム及びファントム集合体 遠藤 真広/森 慎一郎 - 特許 4284411   2009/4/3 189 

70 放射線診断装置 遠藤 真広 共願 特許 4282111 2009/3/27 92 

71 放射線照射装置 新谷 恵理子/山田 聰 - 特許 4273502 2009/3/13 212 

72 電離放射線防護剤 安藤 興一/物部 真奈美 - 特許 4269048 2009/3/6 163 

73 
放射線検出値の予測方法及び予測応答型放

射線検出器及び放射線モニタリング方法 
白川 芳幸 共願 特許 4265813 2009/2/27 260J2 

74 自動合成装置 
鈴木 和年/福村 利光/鈴木 

寿 
- 特許 4264510 2009/2/27 164 

75 レーザー制御型電子ビーム線形加速装置 平野 耕一郎 共願 特許 4250759 2009/1/30 185 

76 
微生物を用いた放射性物質の除去方法及び

除去組成物 
石井 伸昌/内田 滋夫 - 特許 4247409 2009/1/23 200 

77 〔11C〕ハロゲン化メチルの合成方法 鈴木 和年 - 特許 4238352 2009/1/9 166 

78 ［11C］CH3X の製造方法 鈴木 和年 - 特許 4238353 2009/1/9 165 

79 標本検査方法及びシステム 
安田 仲宏/エリック ベン

トン 
共願 特許 4231915 2008/12/19 154.2 

80 ミジンコとイトミミズを含む培養系 柳澤 啓 - 特許 4228074 2008/12/12 188 

81 MR 装置用ボリュームコイル 
中島  巌 /吉留  英二 /池平 

博夫 
- 特許 4225424 2008/12/5 220 

82 
ロスモンド・トムソン症候群の特徴を示す

マウス及びその作製方法 
安倍 真澄 - 特許 4217782 2008/11/21 177 

83 遺伝子発現プロファイルの作製方法 安倍 真澄 - 特許 4217780 2008/11/21 160 

84 医療用チューブ接続具 鈴木 和年/吉田 勇一郎 - 特許 4210757 2008/11/7 194 

85 
H モード・ドリフトチューブ線形加速器及

びその設計方法 
岩田 佳之/山田 聰 - 特許 4194105 2008/10/3 244 

86 四角柱形セルの配置器具及び配置方法 村山 秀雄/稲玉 直子 共願 特許 4187093 2008/9/19 153 

87 シリンダ装置 
鈴木  和年 /鈴木  寿 /吉田 

勇一郎 
- 特許 4182216 2008/9/12 195 

88 入射位置検出方法及び装置 
村山 秀雄/高橋 浩之/石津 

崇章 
- 特許 4178232 2008/9/5 168 

89 模擬環境試験装置 
一坪  宏和 /山田  裕司 /下 

道國/小泉 彰 
- 特許 4171802 2008/8/22 169 

90 深さ位置認識型放射線検出器 村山 秀雄/長谷川 智之 - 特許 4168138 2008/8/15 176 
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91 

N ｰフッ素化アルキルピペリジン誘導体と

それを含有する中枢局所アセチルコリンエ

ステラーゼ活性測定用試薬 

伊古田 暢夫/入江 俊章/福

士 清/鈴木 和年/張 明栄 
共願 特許 4161044 2008/8/1 120 

92 
放射線方向性検出器及び放射線モニタリン

グ方法、装置 
白川 芳幸 共願 特許 4159052 2008/7/25 225 

93 
人体等価誘電体ゲル、その製造方法及び使

用 
池平 博夫/古川 重夫 - 特許 4129524 2008/5/30 156 

94 放射線測定装置及びデータ処理方法 白川 芳幸 共願 特許 4127840 2008/5/23 253 

95 
食肉用家畜の肉質の生体検査方法および装

置 

池平 博夫/八巻 邦次/吉留 

英二 
- 特許 4122427 2008/5/16 146 

96 
損傷 DNA の修飾ならびに修復の程度を評

価する方法 
高萩 真彦 共願 特許 4108951 2008/4/11 116 

97 
電離放射線による生物障害の防護剤とこれ

を用いた防護方法 
安藤 興一/物部 真奈美 - 特許 4106430 2008/4/11 128 

98 
螺旋軌道型荷電粒子加速器及びその加速方

法 
藤澤 高志 - 特許 4104007 2008/4/4 214 

99 
周回軌道型荷電粒子加速器及びその加速方

法 
藤澤 高志 - 特許 4104008 2008/4/4 213 

100 
光学フィルムの介装方法及び光学セルブロ

ック 
村山 秀雄/稲玉 直子 共願 特許 4097123 2008/3/21 130 

101 中性子線量当量測定器 隈元 芳一 - 特許 4092399 2008/3/14 161 

102 マイクロイオンビーム形成装置 
湯川  雅枝 /今関  等 /山口 

寛/佐藤 幸夫 
共願 特許 4046275 2007/11/30 155 

103 
標本画像データ処理方法及び標本検査シス

テム 

安田 仲宏/エリック ベン

トン 
共願 特許 4046161 2007/11/30 154.3 

104 

光学活性な N-置換ピロリジン誘導体及び

これを含有する中枢局所ブチリルコリンエ

ステラーゼ活性測定用試薬 

入江 俊章/伊古田 暢夫/福

士 清 
共願 特許 4026987 2007/10/19 105 

105 固定化酵素を用いた標識薬剤自動合成装置 鈴木 和年 共願 特許 4022585 2007/10/12 84 

106 FFAG 加速器 岩田 佳之/三須 敏幸 - 特許 4002977 2007/8/31 174 

107 
サンプル用ラベル、その使用方法及び被検

者匿名化方法 
今井 高志/岩川 眞由美 - 特許 3994129 2007/8/10 129 

108 顕微鏡装置 安田 仲宏 共願 特許 3992182 2007/8/3 135 

109 顕微鏡装置 安田 仲宏 共願 特許 3990177 2007/8/3 133 

110 
放射線の飛跡検出方法及び放射線の飛跡検

出装置 
安田 仲宏 共願 特許 3960527 2007/7/27 132 

111 強磁場内作動型放射線位置検出器 村山 秀雄/山本 誠一 - 特許 3950964 2007/5/11 158 

112 
電磁石と永久磁石を縦方向に組み合わせた

磁界発生装置 
熊田 雅之/岩下 芳久 共願 特許 3948511 2007/4/27 126 

113 

臓器動態の定量化方法、装置、臓器位置の

予測方法、装置、放射線照射方法、装置及

び臓器異常検出装置 

蓑原 伸一 共願 特許 3932303 2007/3/30 236 

114 試料の搭載方法 原田 良信/太田 美由紀 - 特許 3896458 2007/1/5 148 

115 標識化合物の製造方法 鈴木 和年 共願 特許 3896477 2007/1/5 85 

116 
スラッシュガスターゲットの製造方法とそ

の装置 
上坂 充 共願 特許 3879990 2006/11/17 138 
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117 GSO 単結晶及び PET 用シンチレータ 村山 秀雄/清水 成宜 共願 特許 3877162 2006/11/10 131J2 

118 放射性薬剤合成用クリーンホットセル 鈴木 和年 - 特許 3864198 2006/10/13 119 

119 診断用 X 線 CT 取越 正己/遠藤 真広 共願 特許 3864262 2006/10/13 102 

120 
生体内磁気測定による塵肺または肺機能画

像化装置 
山本 幹男 共願 特許 3846675 2006/9/1 101J2 

121 超音波診断用ボーラス 古川 重夫 共願 特許 3847467 2006/9/1 95 

122 
永久磁石を用いた荷電粒子加速用磁石と高

磁場円形荷電粒子加速器 
熊田 雅之 共願 特許 3839652 2006/8/11 112 

123 
ライン・プロジェクション導出型コンプト

ンカメラ 

平澤 雅彦/富谷 武浩/柴田 

貞夫 
共願 特許 3818497 2006/6/23 115 

124 汎用患者コリメータ形成装置 宮原 信幸 共願 特許 3810994 2006/6/2 110 

125 放射線測定装置及び方法 柴田 貞夫 共願 特許 3807652 2006/5/26 98 

126 
ナノメーターサイズ領域の標準粒子の発生

方法とその発生装置 

一坪 宏和/床次 眞司/宮本 

勝宏/山田 裕司 
共願 特許 3783912 2006/3/24 104 

127 永久磁石組込型高磁場発生装置 熊田 雅之 共願 特許 3759003 2006/1/13 123 

128 
リボフラノース誘導体を含む放射線障害防

護剤 
安藤 興一 - 特許 3755019 2006/1/6 81 

129 活性酸素除去剤 安藤 興一 - 特許 3716296 2005/9/9 76 

130 
セラミックスラドン放出線源とその製造方

法 

小泉 彰/下 道國/山田 裕

司 
共願 特許 3716285 2005/9/9 103 

131 
放射線入射位置 3 次元検出器の発光位置特

定方法 
村山 秀雄 共願 特許 3697340 2005/7/8 88 

132 
電離箱型放射線検出器における放射線検出

方法 
平澤 雅彦/山本 幹男 共願 特許 3693535 2005/7/1 99 

133 液状放射性薬剤注入方法及び装置 鈴木 和年 - 特許 3685396 2005/6/10 118 

134 放射線入射位置 3 次元検出器 村山 秀雄 共願 特許 3597979 2004/9/17 87 

135 コンピュータによる画像処理方法 平岡 武 - 特許 3584253 2004/8/13 83 

136 放射薬剤製造用調剤装置 鈴木 和年/根本 和義 - 特許 3513573 2004/1/23 72 

137 希ガス回収方法 
小泉 彰/山田 裕司/下 道

國 
共願 特許 3491276 2003/11/14 107 

138 染色体画像表示装置 早田 勇  - 特許 3451307 2003/7/18 78 

139 
クリーンルーム間の搬送システム及びその

搬送方法 
鈴木 和年 共願 特許 3446824 2003/7/4 109.2 

140 放射線診断装置 遠藤 真広/舘野 之男 共願 特許 3382941 2002/12/20 70.1J2 

141 粒子加速器のビ－ムモニタ装置 佐藤 健次 共願 特許 3373580 2002/11/22 73 

142 
クリーンルーム間の搬送システム及びその

搬送方法 
鈴木 和年 共願 特許 3330112 2002/7/19 109.1 

143 呼吸同期制御放射線治療機器 蓑原 伸一 共願 特許 3326597 2002/7/12 94 

144 自動洗浄乾燥装置 鈴木 和年/根本 和義 - 特許 3143725 2001/1/5 71 

145 円形加速器 板野 明史 - 特許 3125805 2000/11/2 58 

146 3 次元粒子線照射装置 
村上  健 /曽我  文宣 /舘野 

之男 
共願 特許 3079346 2000/6/23 80 

147 イオン源 佐藤 幸夫 共願 特許 2876248 1999/1/22 60 

※平成 22 年度末の登録特許を示す。 
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3. 外国特許  出願/公開 

連

番 
発 明 の 名 称 職務発明者 

共

願 
出願国 公開番号 出願日 

管理 

No. 

1 

REAGENT FOR MEASUREMENT 

OF CHOLINESTERASE 

菊池 達矢、入江 俊

章、福士 清、岡村 敏

充 

- 米国 US 2012/0107854 2012/1/12 341US 

2 

SHIELD TYPE RADIATION 

THERAPY AND IMAGING 

HYBRID DEVICE 

山谷 泰賀、稲庭 拓、

錦戸 文彦、村山 秀

雄 

- 欧州 EP 2412404 2011/10/20 346E 

3 
LIQUID COLLECTING SYSTEM 

AND A METHOD THEREFOR 

木村 裕一、関 千江、

菅野 巖 
共願 欧州 EP 2410313 2011/10/12 349E 

4 
LIQUID COLLECTING SYSTEM 

AND A METHOD THEREFOR 

木村 裕一、関 千江、

菅野 巖 
共願 米国 US 2012/0000297 2011/9/12 349US 

5 
Gene Group Applicable to Cancer 

Prognostication 
齋藤 俊行 共願 欧州 EP 2380978 2011/6/22 327E2.2 

6 
Gene Group Applicable to Cancer 

Prognostication 
齋藤 俊行 共願 欧州 EP 2380977 2011/6/22 327E2.1 

7 

DOI 型放射線検出器 稲玉 直子、村山 秀

雄、澁谷 憲悟、錦戸 

文彦 

共願 米国 US 201/0121184 2011/1/14 328US 

8 

GAMMA RAY DETECTOR, 

RADIATION DIAGNOSTIC 

DEVICE, TOMOGRAPHY 

DEVICE, AND METHOD OF 

ANALYZING TOMOGRAPHY 

DEVICE TECHNICAL FIELD 

中村 秀仁 - 米国 US 2011/0127435 2010/12/15 325US 

9 

PET/MRI DEVICE, PET DEVICE, 

AND IMAGE RECONSTRUCTION 

SYSTEM 

山谷 泰賀、小畠 隆

行 
- 欧州 EP 2369358 2010/12/14 383E 

10 

DOI TYPE RADIATION 

DETECTOR 

稲玉 直子、村山 秀

雄、澁谷 憲悟、錦戸 

文彦、山谷 泰賀、吉

田 英治 

- 米国 US 2011/0101229 2010/12/14 329US 

11 
Combined Radiation Therapy/PET 

Apparatus 

山谷 泰賀、村山 秀

雄、稲庭 拓 
- 米国 US 2011/0092814 2010/12/6 326US 

12 

検出器シフト型放射線治療・PET 複

合装置 

山谷 泰賀、村山 秀

雄、蓑原 伸一、稲庭 

拓、古川 卓司、森 慎

一郎 

- 米国 US 2011/0084211 2010/12/6 321US 

13 

PET/MRI DEVICE, PET DEVICE, 

AND IMAGE RECONSTRUCTION 

SYSTEM 

山谷 泰賀、小畠 隆

行 
- 米国 US 2011/0224534 2010/12/3 383US 

14 
Gene Group Applicable to Cancer 

Prognostication 
齋藤 俊行 共願 欧州 EP 2295561 2010/11/16 327E2 

15 
OPEN-TYPE PET SCANNER 山谷 泰賀/村山 秀雄

/森 慎一郎 
- 米国 US 2011/0031407 2010/10/8 319US 

16 

PET SCANNER AND METHOD 

FOR DECIDING ARRANGEMENT 

OF DETECTORS 

山谷 泰賀、村山 秀

雄 
- 米国 2011/0024638 2010/10/5 314US 

17 
OPEN-TYPE PET SCANNER 山谷 泰賀、村山 秀

雄、稲玉 直子 
- 米国 

US 

2011-0024637-A1 
2010/9/28 313US 
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連

番 
発 明 の 名 称 職務発明者 

共

願 
出願国 公開番号 出願日 

管理 

No. 

18 

METHOD FOR DETECTING 

RADIATION, DEVICE THEREOF, 

AND POSITRON EMISSION 

TOMOGRAPHY SCANNER 

澁谷 憲悟/山谷 泰賀

/稲玉 直子/錦戸 文

彦 /吉田  英治 /村山 

秀雄 

- 米国 US 2011-0001049 2010/8/25 317US 

19 
測定装置並びにそれらを備えた液体

採取測定システム 

木村  裕一 /関 千江 /

菅野 巖 
共願 中国 CN 101925821A 2010/8/20 310CN 

20 

MEASURING APPRATUS, AND 

LIQUID COLLECTING AND 

MEASURING SYSTEM HAVING 

THE SAME 

木村  裕一 /関 千江 /

菅野 巖 
共願 欧州 EP 2239585 2010/8/12 310E 

21 

MEASURING APPARATUS AND 

LIQUID COLLECTING AND 

MEASURING SYSTEM HAVING 

THE SAME 

木村  裕一 /関 千江 /

菅野 巖 
共願 米国 US 2010/0,294,950 2010/7/21 310US 

22 ION BEAM DETECTOR 山田 聰 共願 米国 US2010/0237239 2010/6/8 263US 

23 

BETA RAY DETECTOR AND 

BETA RAY REBUILDING 

METHOD 

中村 秀仁 - 欧州 EP 2196825   2010/3/29 305E 

24 

DNA CHIP FOR PREDICTION OF 

OCCURRENCE OF LATE 

ADVERSE REACTION IN 

URINARY ORGAN AFTER 

RADIOTHERAPY, AND METHOD 

FOR PREDICTION OF 

OCCURRENCE OF LATE 

ADVERSE REACTION IN 

URINARY ORGAN AFTER RADIO 

THERAPY USING THE SAME 

今井 高志/岩川 真由

美 
- 米国 US 2010/0130376   2010/1/5 297US2 

25 

BRAIN-LOCALIZING 

POLYPEPTIDES COMPRISING A 

MULTIVALENT BINDING 

MOIETY AND IMPROVED 

METABOLIC STABILITY 

須原 哲也/樋口 真人

/原田平 輝志/季 斌 
共願 米国 US 2010/0111838   2009/9/4 286US 

26 

RADIATION DETECTING 

METHOD UTILIZING ENERGY 

INFORMATION AND 

POSITIONAL INFORMATION 

AND EQUIPMENT THEREOF 

吉田 英治/澁谷 憲悟

/山谷 泰賀/村山 秀

雄 

共願 米国 US 2010/0032574   2009/9/29 293US 

27 

IMAGE RECONSTRUCTION 

METHOD FOR TOMOGRAPHY 

SCANNER, FAILURE 

DIAGNOSIS METHOD, 

TOMOGRAPHY SCANNER AND 

MANAGEMENT PROGRAM FOR 

SYSTEM MATRIX 

山谷 泰賀/村山 秀雄

/吉田 英治 
- 米国 US 2010/0046818   2009/9/22 287US 

28 

PET Visualization of 

Amyloid-Associated 

Neuroinflammation in the Brain 

須原 哲也/鈴木 和年

/樋口 真人/張 明栄/

前田 純/季 斌 

- 米国 US 2010/0055036   2009/9/11 290US2 

29 
Method of analyzing expression of 

gene 
安倍 真澄/齋藤 俊行 共願 米国 US 2009/0325185 2009/8/18 122US2 
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連

番 
発 明 の 名 称 職務発明者 

共

願 
出願国 公開番号 出願日 

管理 

No. 

30 

GAMMA-RAY DETECTOR AND 

PET APPARATUS USING THE 

SAME 

熊田 雅之 共願 米国 US 2010/0099976   2009/8/14 285US 

31 

RADIATION PROTECTION DRUG 

CONTAINING TOCOPHEROL OR 

TOCOTRIENOL COMPOUND 

ESTER DERIVATIVE AS ACTIVE 

INGREDIENT 

伊古田 暢夫/安西 和

紀 /上野  恵美 /薬丸 

晴子/上田 順市/明石 

真言/小林 静子/高田 

二郎 

共願 米国 US 2010/0048512   2009/5/28 281US 

32 

PET SCANNER AND IMAGE 

RECONSTRUCTION METHOD 

THEREOF 

山谷 泰賀/村山 秀雄

/蓑原 伸一 
- 米国 US 2010/0128956   2009/10/14 292US 

33 

BRAIN-MIGRATING 

POLYPEPTIDE HAVING 

POLYVALENT BOND AND 

IMPROVED METABOLIC 

STABILITY 

須原 哲也/樋口 真人

/原田平 輝志/季 斌 
共願 欧州 EP 2123667   2008/2/27 286E 

34 

PET DEVICE AND METHOD FOR 

RECONSTITUTING IMAGE OF 

THE SAME 

山谷 泰賀/村山 秀雄

/蓑原 伸一 
- 欧州 EP 2138866   2007/4/17 292E 

35 

BETA RAY DETECTOR AND 

BETA RECONSTRUCTION 

METHOD 

中村秀仁 - 米国 US 2010/0308225 2010/3/19 305US 

36 

GAMMA RAY DETECTOR AND 

GAMMA RAY 

RECONSTRUCTION METHOD 

中村秀仁 - 米国 US 2010/0301221 2009/12/13 294US 

37 

GAMMA RAY DETECTOR, 

RADIATION DIAGNOSTIC 

DEVICE, TOMOGRAPHY 

DEVICE, AND METHOD OF 

ANALYZING TOMOGRAPHY 

DEVICE 

TECHNICAL FIELD 

中村 秀仁 - 欧州 EP 2293112 2008/6/25 325E 

38 

Radioactive Halogen-Labeled 

Phenyloxyaniline Derivatives 

鈴木 和年/須原 哲也

/張  明栄 /クリスタ

ー・ハルディン 

共願 香港 HK 1115115 2008/5/7 228HK 

39 
OPEN TYPE PET EQUIPMENT 山谷 泰賀/村山 秀雄

/森 慎一郎 
- 欧州 EP 2273285 2008/5/2 319E 

40 

PET SCANNER AND METHOD 

FOR DECIDING ARRANGEMENT 

OF DETECTORS 

山谷 泰賀/村山 秀雄 - 欧州 EP 2267483 2008/4/14 314E 

41 

PET Visualization of 

Amyloid-Associated 

Neuroinflammation in the Brain 

須原 哲也/鈴木 和年

/樋口 真人/張 明栄/

前田 純/季 斌 

- カナダ CA 2,680,762   2008/3/12 290CA 

42 

GAMMA RAY DETECTOR AND 

PET DEVICE EMPLOYING THE 

SAME 

熊田 雅之 共願 欧州 EP 2116869   2008/2/15 285E 

43 

H-mode/drift-tube linear 

accelerator, and its designing 

method 

岩田 佳之/山田 聰 - 欧州 EP 1931182 2008/2/4 244E 

44 Irradiation field forming device 古川 卓司/野田 耕司 - 米国 US 2009/0001323 2007/12/14 237US 
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連

番 
発 明 の 名 称 職務発明者 

共

願 
出願国 公開番号 出願日 

管理 

No. 

45 
Device for switching/generating 

X-rays for diagnosis and curing 
土橋 克広 共願 米国 US 2009/0052625 2007/11/9 240US 

46 

RADIOACTIVE 

HALOGEN-LABELED 

PHENYLOXYANILINE 

DERIVATIVES 

鈴木 和年/須原 哲也

/張  明栄 /クリスタ

ー・ハルディン 

共願 米国 US 2009/0234162 2007/11/8 228US 

47 

Method for preparing analytical 

standard, and analitycal standard 

prepared by the same 

武田 志乃/湯川 雅枝

/西村 義一 
- 米国 US 2009/0001323 2007/10/2 273US 

48 

エネルギーと位置情報を利用した放

射線検出方法及び装置 

吉田 英治/澁谷 憲悟

/山谷 泰賀/村山 秀

雄 

共願 中国 CN 101688918   2007/8/30 293CN 

49 

RADIOACTIVE RAY DETECTING 

METHOD AND DEVICE 

UTILIZING ENERGY AND 

POSITION INFORMATION 

吉田 英治/澁谷 憲悟

/山谷 泰賀/村山 秀

雄 

共願 欧州 EP 2138867   2007/8/30 293E 

50 

RADIOACTIVE 

HALOGEN-LABELED 

PHENYLOXYANILINE 

DERIVATIVES 

鈴木 和年/須原 哲也

/張  明栄 /クリスタ

ー・ハルディン 

共願 中国 CN 10113307 2007/8/28 228CN 

51 

RADIOACTIVE 

HALOGEN-LABELED 

PHENYLOXYANILINE 

DERIVATIVES 

鈴木 和年/須原 哲也

/張  明栄 /クリスタ

ー・ハルディン 

共願 カナダ CA-2599321 2007/8/27 228CA 

52 

RADIOACTIVE 

HALOGEN-LABELED 

PHENYLOXYANILINE 

DERIVATIVES 

鈴木 和年/須原 哲也

/張  明栄 /クリスタ

ー・ハルディン 

共願 韓国 
KR 

10-2007-0108883 
2007/8/27 228KR 

53 

Radiation Detected Value 

Forecasting Method and Forecast 

Responsive Radiation Detector 

白川 芳幸 共願 米国 US 2008/0272305 2007/8/16 260US 

54 

Radiation Detected Value 

Forecasting Method and Forecast 

Responsive Radiation Detector 

白川 芳幸 共願 米国 US 2008/0272305 2007/7/31 260US 

55 
Integration-type low-dose 

radiation-inducible vector 
根井 充/臺野 和弘 - 米国 US 2008/0019946 2007/4/19 215US 

56 

Dna Oligomer, Genetic Marker and 

Dna Oligomer Set for Prediction of 

Onset of Side-Effect from Radiation 

Therapy, and Method for Predicting 

Onset of Side-Effect 

今井 高志/原田 良信

/岩川 眞由美 
- 米国 US 2007/0264648 2007/2/21 202US 

57 

Direction Finding Radiation 

Detector, and Radiation Monitoring 

Method and Apparatus 

白川 芳幸 共願 中国 CN 1010194041 2007/2/2 225CN 

58 

Positron emission tomography 

scanner and radiation detector 

澁谷 憲悟/津田 倫明

/錦戸 文彦/稲玉 直

子 /吉田  英治 /山谷 

泰賀/村山 秀雄 

- 米国 US 2009/0159804 2007/1/29 272US 

59 
Radiation measuring device and 

data processing method 
白川 芳幸 共願 欧州 EP 1956392 2006/11/27 253E 
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連

番 
発 明 の 名 称 職務発明者 

共

願 
出願国 公開番号 出願日 

管理 

No. 

60 

Method and composition for 

removing radionuclide with 

microorganisms 

石井 伸昌/内田 滋夫 - 米国 US 2007/0138088 2006/10/20 200US 

61 

Method of quantifying organ 

dynamic behavior, device, method 

of predicting organ position, device, 

radiation irradiating method, 

device and organ abnormality 

detecting device 

蓑原 伸一 共願 欧州 EP 1880673 2006/5/12 236E 

62 

Method of quantifying organ 

dynamic behavior, device, method 

of predicting organ position, device, 

radiation irradiating method, 

device and organ abnormality 

detecting device 

蓑原 伸一 共願 フランス FR 1880673 2006/5/12 236FR 

63 

Method of quantifying organ 

dynamic behavior, device, method 

of predicting organ position, device, 

radiation irradiating method, 

device and organ abnormality 

detecting device 

蓑原 伸一 共願 ドイツ DE 1880673 2006/5/12 236DE 

64 

Method of quantifying organ 

dynamic behavior, device, method 

of predicting organ position, device, 

radiation irradiating method, 

device and organ abnormality 

detecting device 

蓑原 伸一 共願 オランダ NL 1880673 2006/5/12 236NL 

65 

Method of quantifying organ 

dynamic behavior, device, method 

of predicting organ position, device, 

radiation irradiating method, 

device and organ abnormality 

detecting device 

蓑原 伸一 共願 イギリス GB 1880673 2006/5/12 236GB 

66 

Exhaustive gene expression 

profiling analysis using 

microsample 

安倍 真澄/荒木 良子 - 欧州 EP 1767620 2006/3/17 208E 

67 

Apparatus and method for 

measuring profile of electronic 

beam and laser beam 

土橋 克広 共願 欧州 EP 1998601 2006/3/7 265E 

68 

APPARATUS AND METHOD FOR 

MEASURING PROFILE OF 

ELECTRONIC BEAM AND 

LASER BEAM 

土橋 克広 共願 欧州 EP 1998601 2006/3/7 265E 

69 

Dosimeter Fitting Wear and Body 

Surface Exposure Dose 

Distribution Measuring Method 

and Apparatus Using the Same 

盛武 敬 共願 米国 US 2008/0149835 2006/2/16 229US 

70 

Method for predicting radiation 

detection value and prediction 

response radiation detector 

白川 芳幸 共願 PCT WO 2006/090634 2006/2/16 260P 
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連

番 
発 明 の 名 称 職務発明者 

共

願 
出願国 公開番号 出願日 

管理 

No. 

71 

Radiation directivity detector, and 

radiation monitoring method and 

device 

白川 芳幸 共願 欧州 EP 1840596 2006/1/10 225E 

72 
Charged particle beam irradiator 

and rotary gantry 
古川 卓司/野田 耕司 - 米国 US 2008/0006776 2005/10/31 222US 

73 

DNA oligomer, gene marker and 

DNA oligomer set for predicting the  

onset of side effect in  

今井 高志/原田 良信

/岩川 眞由美 
- 米国 US 2007/0264648 2005/9/22 202US 

74 
GSO single crystal and scintillator 

for PET 
村山 秀雄/清水 成宜 共願 フランス FR 2835535  2003/2/5 131FR 

75 
GSO single crystal and scintillator 

for PET 
村山 秀雄/清水 成宜 共願 米国 US 2003/0159643 2003/2/4 131US 

76 
GSO single crystal and scintillator 

for PET 
村山 秀雄/清水 成宜 共願 ドイツ DE 10304397 2003/2/4 131DE 

※平成 22 年度末の公開特許を示す。ただし、編集時未公開のものは除く。 

 

4. 国内商標／登録 

連

番 
商   標 共願 登録番号 登録日 

管理 

No. 

1 HiCEP - 4847626 2005/3/18 T1 

2 
ジェイペット 

jPET 
- 4886034 2005/8/5 T2 

3 jPET - 4928488 2006/2/10 T3 

4 RADIREC 共願 5164008 2008/10/7 T4 

5 OpenPET - 5258764 2009/8/21 T5 

6 REMAT - 5434767 2011/8/26 T6 

7 REMAT(ロゴ) - 5434768 2011/8/26 T7 

8 jPET - 4928488 2006/2/10 T3 

 




