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審判種別 審判番号 審決日
審決公報
発行日

審決 特許番号 発明の名称 審判請求人／異議申立人 特許権者

無効審判 無効2018-800071 2019/9/3 2022/7/29 特許を無効としない 3563036 セレコキシブ組成物
日本ケミファ  株式会社
ダイト  株式会社
 参加人：テバ・ホールディングス合同会社

ジー．ディー．サール、リミテッド、ライアビリ
ティ、カンパニー

無効審判 無効2018-800076 2019/12/11 2022/7/29 特許を無効とする 6274634 骨粗鬆症治療剤ないし予防剤 沢井製薬  株式会社 旭化成ファーマ  株式会社

無効審判 無効2019-800048 2020/4/2 2022/7/29 特許を無効としない 4659980 二酸化炭素含有粘性組成物 ネオケミア  株式会社 株式会社  メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ

異議申立 異議2021-700321 2022/3/3 2022/7/29 特許を維持する 6768309 光安定性を向上したシロドシン含有着色錠剤
岩田  明彦
田之口  良子

大原薬品工業株式会社

異議申立 異議2021-700325 2022/4/1 2022/7/29 特許を維持する 6764913 ロキソプロフェンを含有する医薬組成物＜参＞
井上  憲介
安藤  宏
ジュネスプロパティーズ  株式会社

興和株式会社

異議申立 異議2022-700122 2022/6/2 2022/7/29 特許を維持する 6915946 過剰な毛髪脱落の検出及び処置 森田  弘潤
サムソン  クリニカル  プロプライエタリー  リミ
テッド

異議申立 異議2022-700192 2022/6/23 2022/7/29 特許を維持する 6933898
養子細胞治療製品を製造するための誘導多能性
幹細胞の適用

勝野  賢一
ボード  オブ  リージェンツ，ザ  ユニバーシティ
オブ  テキサス  システム

異議申立 異議2020-700770 2022/3/2 2022/6/24 特許を維持する 6678627
治療的低密度リポタンパク質関連タンパク質６
（ＬＲＰ６）多価抗体の組成物および使用方法

猪狩  充 ノバルティス  アーゲー

異議申立 異議2021-700330 2022/2/28 2022/6/24 特許を維持する 6778306

脂質膜構造体形成用組成物およびその製造方
法、脂質膜構造体含有組成物およびその製造方
法、脂質膜構造体含有組成物を配合してなる化
粧料、皮膚外用剤

上田  剛士 長谷川香料株式会社

異議申立 異議2021-700451 2022/3/25 2022/6/24 特許を維持する 6798314 水性液体飲料 松永  健太郎 大正製薬株式会社
異議申立 異議2021-700532 2022/3/23 2022/6/24 特許を維持する 6797992 水性液剤 戸原  和雄 千寿製薬株式会社

異議申立 異議2021-700751 2022/4/21 2022/6/24 特許を維持する 6823622 生薬等含有医薬組成物（陸）
野田  澄子
安藤  宏
ジュネスプロパティーズ  株式会社

興和株式会社

異議申立 異議2020-700743 2022/2/7 2022/5/27 特許を維持する 6698387 外用組成物 永  滋康 小林製薬株式会社

異議申立 異議2021-700193 2021/11/25 2022/5/27 特許を維持する 6750023 組換え微生物を用いたシチコリンの生産方法 山田  友則
スーヂョウ  バイオシンセティカ  カンパニー  リ
ミテッド

異議申立 異議2021-700302 2022/1/7 2022/5/27 特許を維持する 6758877 Ｏ／Ｗ型乳化組成物 玉田  尚志 小林製薬株式会社
異議申立 異議2021-700326 2021/12/6 2022/5/27 特許を維持する 6764679 ペプチドを含む炎症抑制のための組成物 山本  美映子 キリンホールディングス株式会社

異議申立 異議2021-700435 2021/12/13 2022/5/27 特許を維持する 6782381

脳機能改善用食品組成物、脳機能改善剤、脳由
来神経栄養因子増加用食品組成物、ストレスホ
ルモン分泌抑制用食品組成物、脳由来神経栄養
因子増加剤及びストレスホルモン分泌抑制剤

嶋崎  孝明 株式会社ユーグレナ
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異議申立 異議2021-700441 2021/11/19 2022/5/27 特許を取り消す 6783654
ヒアルロン酸をベースとする化粧品組成物，そ
の調製法及び使用

中井  博 コンティプロ  アクチオヴァ  スポレチノスト

異議申立 異議2021-700763 2021/12/24 2022/5/27 特許を維持する 6825810
炭素鎖延長反応による不飽和脂肪酸の化学変換
方法

簑  さくら 備前化成株式会社

異議申立 異議2021-700831 2021/11/25 2022/5/27 特許を維持する 6836229 ウイルス増殖阻害剤 鈴木  一樹
三井農林株式会社
国立大学法人　東京医科歯科大学

異議申立 異議2021-701100 2022/2/14 2022/5/27 特許を維持する 6885146 抗ウイルス性成型体 岩部  英臣 東洋製罐グループホールディングス株式会社

異議申立 異議2021-701112 2022/3/14 2022/5/27 特許を維持する 6881813 核酸ワクチン 亀崎  伸宏 モデルナティーエックス，  インコーポレイテッド

異議申立 異議2021-701152 2022/3/8 2022/5/27 特許を維持する 6883347
化粧用組成物、美容組成物、関節保護組成物、
組成物

永井  望 株式会社東洋新薬

異議申立 異議2021-701158 2022/2/25 2022/5/27 特許を維持する 6883899 血液凝固検査試薬、および血液凝固検査方法 野崎  勝義 株式会社血栓トランスレーショナルリサーチラボ

異議申立 異議2021-701193 2022/3/3 2022/5/27 特許を維持する 6887456
白色化剤として界面活性剤又は界面活性剤と塩
を含有する皮膜形成性組成物

楠  亜子 キャプシュゲル・ベルジウム・エヌ・ヴィ

異議申立 異議2021-701202 2022/3/3 2022/5/27 特許を維持する 6889700 天然油由来の超長鎖多価不飽和脂肪酸 白井  雅恵
エーパックス  ノルウェー  アクスイェ  セルスカ
プ

異議申立 異議2022-700017 2022/3/29 2022/5/27 特許を維持する 6901619 水性液剤 戸原  和雄 千寿製薬株式会社
異議申立 異議2022-700053 2022/3/25 2022/5/27 特許を維持する 6904956 注型用配合物とゼラチン製品を製造する方法 奥村  一正 ゲリタ  アクチェンゲゼルシャフト
異議申立 異議2021-700755 2022/2/7 2022/5/27 特許を維持する 6823269 抗体－薬物コンジュゲート 清原  義博 株式会社ＧｅｎＡｈｅａｄ  Ｂｉｏ
異議申立 異議2020-700938 2022/1/7 2022/4/28 特許を維持する 6704676 外用組成物 永  滋康 小林製薬株式会社
無効審判 無効2019-800049 2020/4/2 2022/1/28 特許無効としない 4912492 二酸化炭素含有粘性組成物 ネオケミア株式会社 株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ
無効審判 無効2019-800050 2020/4/2 2022/1/28 特許無効としない 5643872 二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物 ネオケミア株式会社 株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ
異議申立 異議2020-700551 2021/10/18 2022/1/28 特許を維持する 6640267 エンドトキシン測定剤 中川  賢治 生化学工業株式会社
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