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審判種別 審判番号 審決日 発明の名称 審判請求人／異議申立人 特許権者 審決

一部異議 異議2021-701075 2022/10/31 二メシル酸パルボシクリブの固体形態 金田　綾香 プランテックス・リミテッド
特許を取り消す

(請求項３７～４１に係
る特許を取り消す)

無効審判 無効2021-800008 2022/10/18 ビタミンＤ誘導体結晶およびその製造方法
日医工　株式会社
沢井製薬　株式会社

中外製薬　株式会社

特許を無効とする
（請求項１～７、１２～
１６、１９及び２０を無

効とする）

全部異議 異議2022-700513 2022/10/12 心外膜細胞を形成するための方法及び組成物 山▲崎▼　浩一郎 ユニバーシティー　ヘルス　ネットワーク 特許を維持する

一部異議 異議2022-700170 2022/10/7
ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート粒子及びそ
の製造方法

信越化学工業　株式会社 ロッテ精密化學株式会社 特許を維持する

全部異議 異議2022-700085 2022/10/3 カテキンの機能性増強法
寺村　祥幸
田中　眞喜子

国立大学法人九州大学 特許を維持する

全部異議 異議2022-700367 2022/9/30 多層型メイクアップ保護化粧料 石塚　基 株式会社コーセー 特許を維持する
全部異議 異議2022-700678 2022/9/26 六方晶窒化ホウ素粉末及び化粧料 安藤　宏 デンカ株式会社 特許を維持する

一部異議 異議2021-700373 2022/9/12
樹脂ビーズ、樹脂ビーズの製造方法、及び樹脂ビーズを用い
た製品

根本　未果 大日精化工業株式会社 特許を維持する

一部異議 異議2021-701149 2022/9/12 ワクチン組成物 金田　綾香
バハラ　バイオテック　インターナショナル　リミ
テッド

特許を維持する

一部異議 異議2021-701081 2022/9/1
身体状態の評価方法、情報の提示方法、および身体状態
を改善又は予防する物質のスクリーニング方法

永井　望
国立大学法人　東京大学
ＭｙＳｋｉｎ株式会社

特許を維持する

全部異議 異議2022-700416 2022/8/29 高度不飽和脂肪酸のエステルを含む組成物 松田　晴行 備前化成株式会社 特許を維持する

全部異議 異議2021-700640 2022/8/25
癌免疫療法のための栄養膜糖タンパク質（５Ｔ４、ＴＰ
ＢＧ）特異的キメラ抗原受容体

オックスフォード　バイオメディカ
（ユーケー）リミテッド

セレクティス 特許を維持する

無効審判 無効2021-800035 2022/8/17 敗血症の質量分析法診断
サーモ　フイッシャー　サイエンティフ
イック　オイ

ブルカー　ダルトニクス　ゲーエムベーハー
ウント　コー．カーゲー

特許を無効としない

全部異議 異議2022-700309 2022/8/9
ＧＡＢＡを有効成分とする活気および／または活力向上
剤

菅野　歩 三和酒類株式会社 特許を維持する

一部異議 異議2021-700739 2022/8/9 液体消臭剤組成物 日本香料工業会 花王株式会社 特許を維持する

全部異議 異議2022-700081 2022/8/4
フラビン結合型グルコースデヒドロゲナーゼ、フラビン
結合型グルコースデヒドロゲナーゼの製造方法、および
それを用いたグルコース測定方法

豊田　英徳 キッコーマン株式会社 特許を取り消す

全部異議 異議2021-700814 2022/8/2
２層の接着層を含むオーバーテープを用いる経皮治療シ
ステム

エルテーエス　ローマン　テラピー－ジ
ステーメ　アーゲー

リュイェ　ファーマ　アーゲー 特許を維持する
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全部異議 異議2021-700675 2022/8/2 脂溶性ビタミン製剤
ディーエスエム　ニュートリショナル
プロダクツ　アーゲー

ビーエイエスエフ・ソシエタス・エウロパエア 特許を維持する

一部異議 異議2022-700169 2022/7/22 乳化化粧料、及び乳化化粧料の製造方法 上田  剛士 株式会社アンズコーポレーション 特許を維持する

全部異議 異議2022-700155 2022/7/19 体細胞の再プログラム化
新井  誠一
杉本  里佳

ウィスコンシン  アラムニ  リサーチ  ファンデー
ション

特許を維持する

無効審判 無効2021-800078 2022/7/15
５－アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその
用途

株式会社　東亜産業 ｎｅｏＡＬＡ　株式会社 特許を無効としない

無効審判 無効2021-800016 2022/7/15 多形体 日本ジェネリック　株式会社
ベーリンガー　インゲルハイム　インターナ
ショナル　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレ
ンクテル　ハフツング

特許を無効としない

全部異議 異議2021-700963 2022/7/14 血管新生剤およびその製造方法 大村　豊 富士フイルム株式会社 特許を維持する

全部異議 異議2021-701249 2022/7/14
抗原特異的Ｔ細胞受容体遺伝子を有する多能性幹細胞の
製造方法

市川  愛子
藤井  洋子

河本  宏 特許を維持する

全部異議 異議2021-700998 2022/7/5 睡眠改善用組成物 大澤　豊 株式会社東洋新薬 特許を維持する

無効審判 無効2020-800029 2022/7/5 重症心不全の治療方法およびその薬剤
トーアエイヨー　株式会社
（参加人）ニプロ　株式会社
（参加人）東和薬品 株式会社

大塚製薬　株式会社 特許を無効とする

全部異議 異議2021-700915 2022/6/30 新規リパーゼ及びその用途 山▲崎▼　浩一郎 天野エンザイム株式会社 特許を維持する

一部異議 異議2022-700192 2022/6/23
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

特許を維持する

一部異議 異議2021-700828 2022/6/21 水性製剤 相澤　千佳 小林製薬株式会社 特許を維持する
全部異議 異議2021-701137 2022/6/21 改良された腸内細菌のスクリーニング方法 杉浦　健文 東洋紡株式会社 特許を維持する
無効審判 無効2020-800093 2022/6/14 アルミニウムアジュバント含有ワクチンの保存方法 ＫＭバイオロジクス　株式会社 サノフィ・パスツール 特許を無効としない

無効審判 無効2020-800100 2022/6/7 微細結晶
共和薬品工業　株式会
日医工　株式会社

協和キリン　株式会社 特許を無効としない

全部異議 異議2021-700830 2022/6/6 水中油型乳化組成物 柴田  勇一 ポーラ化成工業株式会社 特許を維持する

全部異議 異議2022-700122 2022/6/2 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

特許を維持する

全部異議 異議2021-700356 2022/5/31 血流改善剤 寺村　祥幸 株式会社東洋新薬 特許を維持する
全部異議 異議2022-700237 2022/5/30 六方晶窒化ホウ素の保管方法 安藤  宏 デンカ株式会社 特許を維持する

無効審判 無効2020-800092 2022/5/27 肺癌治療剤 ゴードン　フリーマン
小野薬品工業　株式会社
本庶　佑

特許を無効としない

無効審判 無効2020-800091 2022/5/27 肺癌治療剤 ゴードン　フリーマン
小野薬品工業　株式会社
本庶　佑

特許を無効としない

無効審判 無効2020-800090 2022/5/27 癌治療剤 ゴードン　フリーマン
小野薬品工業　株式会社
本庶　佑

特許を無効としない

2 / 5 ページ

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2016-566638/5F8D818B8F7118C01384D95BCD4B1F139A11DC467179D21C36830CDE33214482/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2018-008314/F80AE488CBEFEEEEDC903350A689994F22366259E2BFE1810FA77C2EBECC55C8/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2018-147683/1D71CF147076DA0E1AA4FD1B7686E9C136F173F098375C5CD83CA918BCD54D92/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2005-051217/BEAD22398D595E6F412450DC3984E231560DED1BA8D896B910938DFB942480B0/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2009-508325/65F07605483B97AACF2AC8718171027C123D267E4FC9F1E7AFDFDAE6120263FB/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-539625/C39E4161E6B60D1E3D3D10A85A4AD8ADF13EBFBE36D0F0432CEB34C9E4C83E91/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2016-534511/24F383B35D99CDAB992D233E1EAABFC5E7839F9BA011298D442D79B45D63A0B8/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-114162/DEB91C2727DC9EA04880A99F83ACAA72FEF22145EB9785C9E967326D359493A1/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2006-502681/AE9E19A1D68B63023C559ADA27461C6A2BDD2F19490B609A343322380BE3FA5F/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2020-542170/7577408FB1F2224EF78846A38912F89844F3A29F76E3C912817282B12247EAE8/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2016-563937/C35AA25560DEA88E1FB70F0199AE20511B612839AFD92F26FB66EF1375D3E50F/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2016-192286/763015FD6D770D5AD02A2C17B16F159DEF746844092CA805946F73EE306A604A/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2016-239230/DB0CDE08385A98AEFC3F826F38620D3F17A550225AD0115F89D439E5D14B5768/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2016-002019/E9BA69B2113A6FFA935C8B6B4715ADD1A149611216B1F3CA89A4599ED2A63F39/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2005-506044/103E212CA3FA86462F7D5ECCF70F39CB46DE1ECB5E667A8B2D5C0482A51C20B4/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-003845/F6BDA4B39E9DBE872DD5112B50BCC24468BD113A4A30B5A3C3BB590A9FC43296/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-542212/F1C1C9EB538594A7BC47CC8D8F68A8B06B34D44504116DEB517E4B1D62089602/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2019-079785/ED3FA83DD03AB4B6D1FF0BDEE79326E33DC007B4F5B8C8590E0132DDD3CF8F6A/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-056127/56D085B234D70F9770DB2AD612A7B78BEC24BD217D911B8F9BAD6CA3F37E8817/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2016-184782/6FD37DF0E4AE2E8E263EAC85D1E1ADBAA333F9C48B43EC097FA633EF5DBC378A/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2015-095990/9F5E127F273BE9509D454D00021B4A7E2FB871A84E9BE2998F7B7264C80D511E/10/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2014-007941/3331C0A48E6EB1CF0D71B15143199E936C6B8939BBF147C4342874052C76E7B6/10/ja


審判種別 審判番号 審決日 発明の名称 審判請求人／異議申立人 特許権者 審決

無効審判 無効2020-800089 2022/5/27 モノクローナル抗体 ゴードン　フリーマン
小野薬品工業　株式会社
本庶　佑

特許を無効としない

無効審判 無効2020-800088 2022/5/27 免疫賦活組成物 ゴードン　フリーマン
小野薬品工業　株式会社
本庶　佑

特許を無効としない

全部異議 異議2022-700143 2022/5/20 粉末状セルロース、その用途及び製造方法 赤松  智信 日本製紙株式会社 特許を維持する
全部異議 異議2021-700857 2022/5/11 頻脈性不整脈の処置用の医薬組成物 笹井  栄治 小野薬品工業株式会社 特許を維持する
無効審判 無効2020-800099 2022/5/10 活性型ＧｃＭＡＦの製造方法 医療法人　再生未来 公益財団法人　神戸医療産業都市推進機構 特許を無効としない
全部異議 異議2021-700631 2022/5/9 香味改善方法 田中  眞喜子 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 特許を維持する
全部異議 異議2021-701021 2022/4/28 キマーゼ阻害用組成物 小森  久徳 株式会社ファンケル 特許を維持する
全部異議 異議2021-700472 2022/4/26 筋疲労回復剤 篠▲崎▼　哲也 花王株式会社 特許を取り消す

無効審判 無効2021-800042 2022/4/22 ビフィドバクテリウム・ロンガム及び海馬ＢＤＮＦ発現 森永乳業　株式会社
ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エス・
アー

特許を無効としない

全部異議 異議2021-700751 2022/4/21 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 特許を維持する

無効審判 無効2021-800015 2022/4/21 ５－ＨＴ１Ａ受容体サブタイプ作動薬 東和薬品　株式会社 大塚製薬　株式会社 特許を無効としない

無効審判 無効2019-800091 2022/4/14 ＰＩＶＫＡ－ＩＩに関する抗体およびその使用
ロシュ　ダイアグノスティックス　ゲー
エムベーハー

アボットジャパン　合同会社
アボット・ラボラトリーズ

特許を無効としない

無効審判 無効2020-800004 2022/4/8 止痒剤
沢井製薬　株式会社
（参加人）ニプロ　株式会社

東レ　株式会社 特許を無効としない

無効審判 無効2020-800003 2022/4/8 止痒剤
沢井製薬　株式会社
（参加人）ニプロ　株式会社

東レ　株式会社 特許を無効としない

無効審判 無効2020-800002 2022/4/8 止痒剤
沢井製薬　株式会社
（参加人）ニプロ　株式会社

東レ　株式会社 特許を無効としない

無効審判 無効2020-800044 2022/4/6 腫瘍融解症候群の治療薬及び予防薬

日本ケミファ　株式会社
（参加人）ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファル
マ 株式会社
（参加人）東和薬品 株式会社
（参加人）日本ジェネリック 株式会社
（参加人）ニプロ 株式会社

帝人　株式会社 特許を無効とする

全部異議 異議2021-700325 2022/4/1 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 特許を維持する

無効審判 無効2018-800102 2022/3/31 赤血球形成を増強するためのＨＩＦα安定剤の使用
アケビア　セラピューティクス　イン
コーポレイテッド
田辺三菱製薬　株式会社

ファイブロジェン，インコーポレイテッド 特許を無効としない
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無効審判 無効2018-800093 2022/3/31 赤血球形成を増強するためのＨＩＦα安定剤の使用
アケビア　セラピューティクス　イン
コーポレイテッド
田辺三菱製薬　株式会社

ファイブロジェン，インコーポレイテッド 特許を無効としない

全部異議 異議2022-700017 2022/3/29 水性液剤 戸原  和雄 千寿製薬株式会社 特許を維持する
全部異議 異議2021-701213 2022/3/28 １，３－ブチレングリコール製品 平居  博美 株式会社ダイセル 特許を維持する
全部異議 異議2021-701212 2022/3/28 １，３－ブチレングリコール製品 平居  博美 株式会社ダイセル 特許を維持する
全部異議 異議2021-700451 2022/3/25 水性液体飲料 松永  健太郎 大正製薬株式会社 特許を維持する
全部異議 異議2022-700053 2022/3/25 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 特許を維持する

全部異議 異議2021-700749 2022/3/24
２－［１８Ｆ］フルオロ－２－デオキシ－Ｄ－グルコー
スの製造方法

中嶋  美奈子 日本メジフィジックス株式会社 特許を維持する

全部異議 異議2021-700532 2022/3/23 水性液剤 戸原  和雄 千寿製薬株式会社 特許を維持する

無効審判 無効2018-800079 2022/3/22 赤血球形成を増強するためのＨＩＦα安定剤の使用
アケビア　セラピューティクス　イン
コーポレイテッド
田辺三菱製薬　株式会社

ファイブロジェン，インコーポレイテッド
特許を無効とする

（申立て一部成立）

全部異議 異議2021-701112 2022/3/14 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

特許を維持する

全部異議 異議2021-701152 2022/3/8 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 特許を維持する

全部異議 異議2021-701193 2022/3/3
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 特許を維持する

全部異議 異議2021-700321 2022/3/3 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 特許を維持する

一部異議 異議2021-701202 2022/3/3 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

特許を維持する

全部異議 異議2020-700770 2022/3/2
治療的低密度リポタンパク質関連タンパク質６（ＬＲＰ
６）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 特許を維持する

全部異議 異議2021-700330 2022/2/28
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 特許を維持する

全部異議 異議2021-700832 2022/2/28 カルシウム吸収促進用組成物 伊藤  礼子 株式会社東洋新薬 特許を維持する

全部異議 異議2021-701158 2022/2/25 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

特許を維持する

全部異議 異議2021-701100 2022/2/14 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 特許を維持する

全部異議 異議2020-700565 2022/2/7 糖尿病療法 岡田　健太郎
ベーリンガー　インゲルハイム　インターナ
ショナル　ゲゼルシャフト　ミット　ベシュレ
ンクテル　ハフツング

特許を取り消す

一部異議 異議2021-700755 2022/2/7 抗体－薬物コンジュゲート 清原  義博 株式会社ＧｅｎＡｈｅａｄ  Ｂｉｏ 特許を維持する
全部異議 異議2020-700743 2022/2/7 外用組成物 永  滋康 小林製薬株式会社 特許を維持する
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全部異議 異議2021-700398 2022/2/3 起泡性外用組成物
井上  真一郎
田中  志帆

日東メディック株式会社 特許を維持する

全部異議 異議2021-700466 2022/1/11 複数の複合粉体を含有するメーキャップ化粧料組成物 中嶋  美奈子 アモーレパシフィック  コーポレーション 特許を取り消す
全部異議 異議2021-700302 2022/1/7 Ｏ／Ｗ型乳化組成物 玉田  尚志 小林製薬株式会社 特許を維持する

全部異議 異議2021-700670 2022/1/7
高圧加工米および該高圧加工米を含む食品用または医薬
用組成物

株式会社  かどまさや 国立大学法人信州大学 特許を維持する

全部異議 異議2020-700938 2022/1/7 外用組成物 永  滋康 小林製薬株式会社 特許を維持する
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