文献番号
特開2008-61659

名称
撮像装置

特開2008-56573

診断用薬剤

特開2008-32447

自閉症の診断薬

特開2008-311214 電子顕微鏡用試料ホルダ及び電子顕微鏡

*他機関発明者
発明者
寺川 進 宮川 厚夫 中谷 広正* 阿部 圭
一*
間賀田 泰寛 小川 美香子 松島 芳隆 塚
田 秀夫* 籏野 健太郎*
森 則夫 岩田 泰秀 中村 和彦 杉原 玄一
橋本 謙二* 辻井 正次*
国立大学法人浜松医科大学 村中 祥悟 太田 勲

出願人
国立大学法人浜松医科大学
他大学
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
国立大学法人浜松医科大学

特開2008-31084 オキサゾリン化合物の製法
国立大学法人浜松医科大学
特開2008-264520 手術支援情報表示装置、手術支援情報表示方法及び 国立大学法人浜松医科大学
手術支援情報表示プログラム
他大学
特開2008-262555 形状情報処理方法、形状情報処理装置及び形状情報 国立大学法人浜松医科大学
処理プログラム
他大学
特開2008-24662 ヘリコバクター・ピロリの除菌方法及びその投与剤
国立大学法人浜松医科大学
他大学 民間企業

特開2008-233543 共焦点光スキャナ検出装置、光スキャナおよびそれに
用いられるニポウディスク
特開2008-233540 イメージングファイバおよびイメージングファイバアセ
ンブリ
特開2008-230575 乗り物酔い防止回復装置
特開2008-225245 乗り物酔い訓練装置
特開2008-225218 対物レンズユニット
特開2008-220768 生体内成分分析装置
特開2008-220766 生体内薬剤放出装置及び生体内薬剤放出キット
特開2008-196940 バイオセンサ形イメージングファイバ装置
特開2008-191054 蛍光測定装置
特開2007-73447 （Ｐｂ，Ｂ）系銅酸化物高温超伝導体及びその作製方
法
特開2007-70191 ボロンで置換したビスマス系銅酸化物高温超伝導体
及びその作製方法
特開2007-68429 ＩＬ−１０多型検出による消化器系疾患罹患の判定方
法およびそのキット
特開2007-55905 ラベプラゾールおよびファモチジンを含んでなる組合
せ剤
特開2007-51138 虚血性神経障害治療剤
特開2007-328132
特開2007-306891
特開2007-271503
特開2007-260138
特開2007-240185
特開2007-209532
特開2007-209531
特開2007-178426
特開2007-135894
特開2007-135789
特開2007-135777

国立大学法人浜松医科大学
民間企業
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
国立大学法人浜松医科大学
国立大学法人浜松医科大学
国立大学法人浜松医科大学
国立大学法人浜松医科大学
国立大学法人浜松医科大学
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
国立大学法人浜松医科大学
国立大学法人浜松医科大学

古田 隆久 杉本 光繁 小平 知世 白井 直
人 藤岡 利生* 村上 和成* 永井 敬之*
鈴木 良雄* 木村 修武* 信田 幸雄* 平
本 茂* 瀬野尾 一孝* 中島 洋* 松下 文
昭* 熊谷 純一*
櫻井 孝司 寺川 進 飯野 俊雄* 山宮 広
之*
寺川 進 櫻井 孝司 山本 清二 宮川 厚夫
三池 神也*
寺川 進 山本 清二 高矢 昌紀
寺川 進 山本 清二 高矢 昌紀
寺川 進 櫻井 孝司 山本 清二
寺川 進 山本 清二 宮川 厚夫
寺川 進 山本 清二 宮川 厚夫
寺川 進 櫻井 孝司 須々木 礼美 最上 秀
夫 蛭川 英男*
櫻井 孝司 寺川 進 最上 秀夫
笹倉 裕之

国立大学法人浜松医科大学 笹倉 裕之

国立大学法人浜松医科大学
民間企業
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
イメージファイバ装置
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
細胞選別装置
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
細胞機能の評価方法、細胞機能の評価システム、蛍 国立大学法人浜松医科大学
光顕微鏡システム、光治療方法、及び光治療システ 民間企業
ム
単一のビデオカメラの映像からの静止画立体表示方 国立大学法人浜松医科大学
法
他大学
パラフィン切片保存シート
国立大学法人浜松医科大学
生体印象取得装置、方法及びプログラム
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
手術支援装置、方法及びプログラム
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
観察装置
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
ヒト血流データをもとにした血流解析装置及びシミュ 国立大学法人浜松医科大学
民間企業
レーション方法
カメラ付き掘削装置
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
切替形イメージングファイバ装置
国立大学法人浜松医科大学

特開2007-135752 分割形イメージングファイバ装置

松島 芳隆
山本 清二 寺川 進 高矢 昌紀 ツァガーン
バイガルマ*
ツァガーン バイガルマ*

国立大学法人浜松医科大学

特開2007-135611 ビジュアル聴診器、その画像表示方法およびその画
像表示プログラム
特開2007-117189 カテーテル及び検査システム

杉本 光繁 古田 隆久 白井 直人 吉賀 聡
子*
古田隆久 白井直人 杉本光繁 中村明子
数井 暉久 鷲山 直己 師 恩禕
寺川 進 櫻井 孝司 山本 清二 蛭川 英男
*
寺川 進 晝馬 輝夫* 岩井 秀直*
櫻井 孝司 壱岐 洋一*
寺川 進 阿部 圭一*
椙村 春彦 五十嵐 久喜
山本 清二 寺川 進 高井 利久* 佐藤 克
広*
山本 清二 寺川 進 高井 利久* 佐藤 克
広*
寺川 進 櫻井 孝司 大澤 日佐雄* 清田
泰次郎*
礒田 治夫 山下 修平 小杉 隆司*
寺川 進 櫻井 孝司 山本 清二 宮川 厚夫
蛭川 英男* 田名網 健雄*
寺川 進 櫻井 孝司 若園 佳彦 蛭川 英男
* 田名網 健雄*
寺川 進 櫻井 孝司 若園 佳彦 蛭川 英男
* 田名網 健雄*
三条 芳光 佐藤 重仁 牧野 洋* 中井 孝
芳* 望月 圭太* 竹内 宏幸*
梅村 和夫 岡田 裕之* 中山 禎司* 山下
大輔* 山下 豊* 小林 克広*
河崎 秀陽 筒井 祥博

国立大学法人浜松医科大学
民間企業
国立大学法人浜松医科大学
民間企業 個人
特開2007-112775 サイトメガロウイルス感染の処置におけるシクロスポリ 国立大学法人浜松医科大学
ン類の使用
民間企業
特開2007-101362 ＥＩＡプレート及びその利用方法
国立大学法人浜松医科大学 金山 尚裕 杉村 基 大橋 涼太
特開2006-345726 脳腫瘍治療用発現ベクター

国立大学法人浜松医科大学 難波 宏樹

特開2006-277559 遠隔診断システム

特開2006-276377 ＤＬＰ式スリット光走査顕微鏡

国立大学法人浜松医科大学
民間企業
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
国立大学法人浜松医科大学

特開2006-275685 ＤＬＰ式エバネッセンス顕微鏡

国立大学法人浜松医科大学 寺川 進 櫻井 孝司 若園 佳彦 山本 清二

特開2006-271787 カテーテル留置システム

国立大学法人浜松医科大学 寺川 進 櫻井 孝司 若園 佳彦 山本 清二
民間企業
御厨 健太* 蛭川 英男*

特開2006-276561 ファイバ共焦点顕微鏡における生体用対物レンズ

寺川 進 大城 政文*
寺川 進 櫻井 孝司 宮川 厚夫 山本 清二
田名網 健雄* 蛭川 英男*
寺川 進 櫻井 孝司 若園 佳彦 山本 清二

文献番号
名称
出願人
特開2006-271290 新規オリゴヌクレオチドプライマー及びそれを用いた点 国立大学法人浜松医科大学
突然変異の検出方法
民間企業
特開2006-238974 ３次元画像処理装置、同装置に適用されるコンピュー 国立大学法人浜松医科大学
タ読み取り可能なプログラムおよび３次元画像処理方 民間企業
法
特開2006-230363 消化器系疾患罹患の判定方法およびそのキット
国立大学法人浜松医科大学
民間企業
特開2006-224229 ロボットハンド
国立大学法人浜松医科大学
他大学
特開2006-220818 共焦点顕微鏡
国立大学法人浜松医科大学
特開2006-218563 ロボット機構
国立大学法人浜松医科大学
他大学
特開2006-215054 光ビーム同期式イメージセンサ及びこれを用いる共焦 国立大学法人浜松医科大学
点顕微鏡装置
他大学
特開2006-204635 内視鏡
国立大学法人浜松医科大学
他大学
特開2006-158611 インドシアニングリーン定量カテーテルシステム
国立大学法人浜松医科大学
特開2006-154290 蛍光顕微鏡システム
国立大学法人浜松医科大学
特開2006-151938 育毛剤
特開2006-149938 エバネッセントカテーテルシステム
特開2005-287900 内視鏡
特開2005-279028 内視鏡
特開2005-278992 手術支援装置、方法及びプログラム

*他機関発明者
発明者
古田 隆久 白井 直人 杉本 光繁 中村 明
子 曽家 義博*
勝田 秀行 田中 秀生 橋本 賢二 三浦 曜
* 高井 利久* 林本 悦一*
杉本 光繁 古田 隆久 吉賀 聡子*
寺川 進 松井 隆* 伊藤 友孝*
寺川 進 櫻井 孝司 若園 佳彦 山本 清二
寺川 進 松井 隆* 伊藤 友孝*
寺川 進 川人 祥二*
宮川 厚夫 寺川 進 阿部 圭一*

宮川 厚夫 土井 松幸 山本 清二 寺川 進
寺川 進 若園 佳彦 櫻井 孝司 山本 清二
宮川 厚夫
国立大学法人浜松医科大学 瀧川 雅浩 伊藤 泰介
国立大学法人浜松医科大学 宮川 厚夫 土井 松幸 山本 清二 寺川 進
国立大学法人浜松医科大学 宮川 厚夫 寺川 進 阿部 圭一*
他大学
国立大学法人浜松医科大学 宮川 厚夫 寺川 進 阿部 圭一*
他大学
国立大学法人浜松医科大学 山本 清二 寺川 進 阿部 圭一* バイガル
他大学 民間企業
マ ツァガーン* 高井 利久* 佐藤 克広*

特開2005-87468

距離画像計測機能を有する撮像装置及び内視鏡装
置

国立大学法人浜松医科大学 寺川 進 川人 祥二* 阿部 圭一*
他大学

特開2005-24647

共焦点像とエバネッセンス照明像情報を取得できる走 国立大学法人浜松医科大学 寺川 進
査顕微鏡

特開2005-24597

顕微鏡用極薄照明光発生装置および前記装置を用い 国立大学法人浜松医科大学 寺川 進
た観察方法

特開2005-24596

共焦点走査顕微鏡

国立大学法人浜松医科大学 寺川 進 川人 祥二*
他大学

登実-3136851

骨切断用ブレード

国立大学法人浜松医科大学 星野 裕信 伊藤 順二*
民間企業

