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改訂審査基準のポイント

第II部第1章「産業上利用することができる発明」について

(i) 人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人

間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこ
ととする。

(ii) 組合せ物(物理手段と生化学手段との組合せ、生体由来材料と足場材料との組
合せ、生体由来材料と薬剤との組合せ等)の事例を追加。

(iii) 細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しな
いことを明記し、関連技術を事例。

(iv) アシスト機器関連技術の事例を追加。

第VII部第3章「医薬発明」について

(i) 医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途
が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認める。

(ii) 細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明の事例を追加。

(iii) 製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明の事例を追加。

特許庁HP 「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について より
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「医薬発明」
用法・用量に特徴のある発明①

［背景］

医薬の用法・用量に特徴のある発明は、患者群が明確に異なる場合、または適用部
位が異なる場合、あるいはその治療態様が剤型に反映されている場合でなければ、
新規性が認められなかった。

専門家の予測を超える効果を示す新用法・用量の医薬の発明を「物」の発明として
保護すべく、審査基準を改訂すべき。

知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会
「先端医療分野における特許保護の在り方について」 より
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「医薬発明」
用法・用量に特徴のある発明②

医薬発明

ある物（注１）の未知の属性の発見に基づき、当該物の新たな医薬用途（注２）を提
供しようとする「物の発明」。

（注１）「物」とは、 有効成分として用いられるものを意味し、化合物、細胞、組織、及
び、天然物からの抽出物のような化学構造が特定されていない化学物質（群）、並び
に、それらを組み合わせたものが含まれる。以下、当該ものを「化合物等」という。

（注２）「医薬用途」 とは、 （i）特定の疾病への適用、又は、（ii）投与時間・投与手順・

投与量・投与部位等の用法又は用量（以下、「用法又は用量」という）が特定された、
特定の疾病への適用、を意味する。
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「医薬発明」
用法・用量に特徴のある発明③

新規性

（i）特定の属性を有する化合物等、及び、（ii）その属性に基づく医薬用途

の二つの観点から判断される。

化合物等および適用する疾病が同じであっても、「その化合物等の属性に基づき、
特定の用法または用量で特定の疾病に適用するという医薬用途において相違する
場合」には、が認められる。

＊複数の医薬を併用する場合の単剤に係る発明も新規性が認められる。

（例：Ａ剤との併用療法のための、化合物Ｂを含むＸ治療薬。）
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「医薬発明」
用法・用量に特徴のある発明④

「○○されるように用いられることを特徴とする・・・」（事例４～６ ）
事例４

「３０～４０μｇ／ｋｇ体重の化合物Ａが、ヒトに対して３ヶ月あたり１回経口投与されるよ
うに用いられることを特徴とする、化合物Ａを含有する喘息治療薬。」

進歩性について・・・

・医薬の用法又は用量を好適化することは、当業者の通常の創作能力の範囲内で
ある。

・用法又は用量の好適化によって薬効や服薬コンプライアンスが向上し得ることは、
当業者が通常予測することである。

どの程度の効果が「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なもの」であるかは、
明細書の開示内容、先行技術調査の結果、出願時の技術常識等を考慮して個別に
判断される。
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「医薬発明」
用法・用量に特徴のある発明⑤

削除された事例

旧事例８ ：特定の投与間隔・投与量の採用により特定の患者群に顕著な効果が奏さ
れるもの

→ 対象患者群が相違するか否かに関わらず、特定の用法・用量で特定の疾病に

適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合に新規性を認めることとなっ
たため削除（事例４～６を新設）。

旧参考事例１：投与間隔・投与量等が剤型に反映されたもの

旧参考事例２ ：投与間隔・投与量等が特定されたキット

→ 医薬の投与量を剤型に反映させる必要がなくなったため削除。
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「医薬発明」
細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明

［背景］

細胞自体や培養細胞シート等の生体由来材料製品自体は「物」の発明として特許対
象であり、その用途に特徴のある発明についても用途発明として特許対象となること
について研究者等の理解が十分でない。

細胞等の生体由来材料についても用途発明が特許対象となることを審査基準に明
記すべき。

事例２ 「Ａ細胞からなる細胞シートを含有する心筋梗塞治療用移植材料。」

＊「 ○○用のＡ細胞」は、用途限定のない細胞と同一と判断される。
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「医薬発明」
製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明①

［背景］

細胞の特定の困難性がある発明について、原料、処理方法及び用途が明確であり、
かつ用途のみが新規である場合に、用途発明として特許対象となることが知られて
いない。

用途発明として特許対象となること審査基準に明記すべき。

知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会
「先端医療分野における特許保護の在り方について」 より
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「医薬発明」
製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明②

事例３
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「産業上利用することができる発明」
最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明①

［背景］

Ｘ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置等の新規の断層画像撮像の仕組み・原理等の測定方法の
発明は、人体への作用を除いた作動方法として発明を特定することが困難。作動方
法以外の方法と発明として特定すると、診断方法として特許対象外となっていた。

測定機器分野における画期的発明を適切に保護するため、「最終的な診断を補助す
るための人体のデータ収集方法（手術、治療、診断が含まれない人体の計測・測定
方法）」を新たに特許対象とすべく、審査基準を改定すべき。

知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会
「先端医療分野における特許保護の在り方について」 より
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「産業上利用することができる発明」
最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明②

「人間を診断する方法」

（改訂前）

人間を診断する方法には、病気の発見、健康状態の認識等の医療目的で、人間の
身体の各器官の構造・機能を計測するなどして各種の資料を収集する方法、及び人
間の病状等について判断する方法が含まれる。

（改訂後）

人間を診断する方法は、医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態若しくは
精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する
工程を含む方法をいう。
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「産業上利用することができる発明」
最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明③

「人間を診断する方法」に該当しない例

（a)人体から試料又はデータを収集する方法、人体から収集された試料又はデータ
を用いて基準と比較するなどの分析を行う方法

（b）人間の各器官の構造・機能の計測のための予備的処置方法

医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態若しくは精神状態について、又は、
それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する工程を含まない限り、「人
間を診断する方法」に該当しない 。

＊得られた結果が最終的な診断に利用されるとしても、「判断する工程」を含まなけ
れば、 「人間を診断する方法」に該当しない。

＊客観的な比較基準に基づいて規格的・自動的に決定され、人の判断の入る余地
がない場合は、 「人間を診断する方法」に該当しない。
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事例１９－１

医師が人間の病状や健康状態等の身体状態判断する工程、手術、治療する工程を
含まず、 「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

ｃｆ．改訂前

病気の発見等のために人体の各器官の構造・機能を計測するものであるから、「人
間を診断する方法」に該当する。

＊「機器による人体に対する作用工程」を含むから「医療機器の作動方法」には該当
しない。（cf. 事例19-2）

「産業上利用することができる発明」
最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明④
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「産業上利用することができる発明」
最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明⑤

事例２０－１

医師が人間の病状や健康状態等の身体状態判断する工程、手術、治療する工程を
含まず、 「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

ｃｆ．改訂前

病気の発見等のために人体の各器官の構造・機能を計測するものであるから、「人
間を診断する方法」に該当する。

＊「機器による人体に対する作用工程」を含むから「医療機器の作動方法」には該当
しない。（cf. 事例20-2）
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「産業上利用することができる発明」
最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明⑥

事例２１

請求項に記載された方法の実施中は、放射性薬剤の注入という外科的処置は行わ
れていない。医師が人間の病状や健康状態等の身体状態判断する工程、治療する
工程も含まず、 「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

＊ 「医師が行う工程」を含むから「医療機器の作動方法」には該当しない。
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「産業上利用することができる発明」
生体外で行われる細胞等への処理方法に特徴のある発明①
［背景］

細胞の分化誘導技術、分離・純化技術、安全性検査技術等が自家採取物を用いた
医薬品または医療材料の製造方法に該当し特許対象となることがわかりづらかった。

自家由来の生体材料を体外で処理する方法のうち、「医薬品又は医療材料を製造す
るための方法」に該当し特許対象となる発明に係る判断基準を明確化すべき。

知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会
「先端医療分野における特許保護の在り方について」 より
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「産業上利用することができる発明」
生体外で行われる細胞等への処理方法に特徴のある発明②

人間から採取したものを処理する方法

人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして
処理する方法であっても、以下のものは、 「人間を手術、治療又は診断する方法」に
該当しない。（事例２２－２、２３－１、２３－２、２３－３）

（１）人間から採取したものを原材料として医薬品（例：血液製剤、ワクチン、遺伝子組
換製剤、細胞医薬）を製造するための方法。

（２）人間から採取したものを原材料として医療材料（例：人工骨、培養皮膚シート等
の、身体の各部分のための人工的代用品または代替物）を製造するための方法。

（３）人間から採取したものを原材料として、医薬品又は医療材料の中間段階の生産
物を製造するための方法（例：細胞の分化誘導方法、細胞の分離・純化方法）。

（４）人間から採取したものを原材料として製造された医薬品又は医療材料、又はそ
の中間段階の生産物を分析するための方法。
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「産業上利用することができる発明」
既存物と既存物の新規な組合せに特徴のある発明

［背景］

「組合せ医薬」以外の、①物理手段（磁気発生装置、赤外線照射装置、超音波装置
等）と生化学手段（薬剤や細胞）との組合せ、②生体由来材料と足場材料との組合
せ、③生体由来材料と薬剤との組合せ等が「物」の発明として特許対象となることが
研究者や知財担当者に十分認識されていない。

上記のような組合せ発明が特許対象となること審査基準に明記すべき 。

事例１３－２、１４－２、１５－２

知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会
「先端医療分野における特許保護の在り方について」 より
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「産業上利用することができる発明」
アシスト機器関連技術の発明

［背景］

介護者を支援するロボット、歩行補助装置など、ヒトの行動を補助・支援する技術領
域の発明について、医療方法に該当し拒絶されるおそれがあるとの理由で、包括的
な保護を可能とする方法クレームの取得の断念・方法クレームの作成の萎縮が生じ
ている。

①診断でない判定方法の発明、②人体への作用工程を含む医療機器以外の機器
の作動方法、③作業者等の作業負荷を軽減する方法の発明については「人間を手
術、治療又は診断する方法」に該当しないことが明らかなため、特許対象であること
を審査基準に明記すべき。

事例２６－１、２６－２、２６－３

＊筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害のある人の動作を医療目的
で補助する方法は、「人間を治療する方法」に該当する。
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改訂審査基準のポイント

第II部第1章「産業上利用することができる発明」について

(i) 人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人

間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないこ
ととする。

(ii) 組合せ物(物理手段と生化学手段との組合せ、生体由来材料と足場材料との組
合せ、生体由来材料と薬剤との組合せ等)の事例を追加。

(iii) 細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しな
いことを明記し、関連技術を事例。

(iv) アシスト機器関連技術の事例を追加。

第VII部第3章「医薬発明」について

(i) 医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途
が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認める。

(ii) 細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明の事例を追加。

(iii) 製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明の事例を追加。
特許庁HP 「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について より


