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制度名 グラントナンバー 課　題　名 研究代表者氏名 採択年度
プロジェクト支援型 JPMJST1711 多様な形状と機能性を有するシリカガラス製品を低コストで製造する技術の事業化 藤野 茂 2017
プロジェクト支援型 JPMJST1712 Si負極と有機正極からなる軽量高エネルギー二次電池の開発 西原 寛 2017
プロジェクト支援型 JPMJST1713 高機能性ヒト抗体開発シーズ 森下 和広 2017
プロジェクト支援型 JPMJST1714 農産物の品質や生産性を向上させる為の環境制御システムの開発 星野 友 2017
プロジェクト支援型 JPMJST1715 マイクロ湿式紡糸技術をコアとした高付加価値材料の精密生産 小野 努 2017
プロジェクト支援型 JPMJST1716 長距離量子通信システム 堀切 智之 2017
プロジェクト支援型 JPMJST1717 超小型衛星用の水を推進剤とした統合推進システム 小泉 宏之 2017
プロジェクト支援型 JPMJST1718 ANGPTL2を標的とする画期的心不全等遺伝子治療薬の開発 尾池 雄一 2017
プロジェクト支援型 JPMJST1811 細胞内イオンチャネル創薬のためのスクリーニングプラットフォームの事業化 竹内 昌治 2018
プロジェクト支援型 JPMJST1812 変形性膝関節症を対象とした骨髄間葉系幹細胞の磁気ターゲティングによる軟骨再生治療の事業化 亀井 直輔 2018
プロジェクト支援型 JPMJST1813 竹の解繊・ナノ化技術によるCNFの開発 衣本 太郎 2018
プロジェクト支援型 JPMJST1814 人工衛星群のための運用支援・健全性監視サービス 矢入 健久 2018
プロジェクト支援型 JPMJST1815 視覚と触覚を合わせ持つ革新センサFingerVision事業化 山口 明彦 2018
プロジェクト支援型 JPMJST1816 低侵襲、超高感度なインフルエンザ迅速診断キットの開発 田端 和仁 2018
プロジェクト支援型 JPMJST1817 視線検出技術を利用した簡易認知機能スクリーニングシステムの開発による社会システムの負荷軽減 武田 朱公 2018
プロジェクト支援型 JPMJST1818 次世代経皮吸収技術の開発 後藤 雅宏 2018
プロジェクト支援型 JPMJST1819 負電荷ナノ粒子による標的化DDSプラットフォームの構築 佐々木 均 2018
プロジェクト支援型 JPMJST1911 Cube in a Chipシステムによるin vitro創薬モデルの事業化 萩原 将也 2019
プロジェクト支援型 JPMJST1912 社会的会話AIを搭載したメディアサービスの事業化 松山 洋一 2019
プロジェクト支援型 JPMJST1913 定量メタボローム解析の事業化に向けたデータ解析システムの開発 馬場 健史 2019
プロジェクト支援型 JPMJST1914 組合せ爆発を計算可能な小さなAI「fineOptimAI（ファインオプティマイ）」の事業化 平嶋 洋一 2019
プロジェクト支援型 JPMJST1915 １塩基変異遺伝子を正常遺伝子と区別して抑制するRNA干渉技術の開発 程 久美子 2019
プロジェクト支援型 JPMJST1916 高感度標識による細菌及びウイルスの迅速検出 椎木 弘 2019
プロジェクト支援型 JPMJST1917 長期徐放性DDSのプラットフォームテクノロジーの開発と眼科用新薬開発への応用 永井 展裕 2019
プロジェクト支援型 JPMJST1918 免疫プロファイリングプラットフォームによる疾患の早期診断・迅速モニタリングシステムの開発 二見 淳一郎 2019
プロジェクト支援型 JPMJST1919 ヒトiPS細胞高度疾患モデリング技術を基盤としたハブ型呼吸器創薬ベンチャーの創出 山本 佑樹 2019
プロジェクト支援型 JPMJST1920 イオン伝導体分離法による塩湖かん水からの低コストリチウム回収技術 星野 毅 2019
プロジェクト支援型 JPMJST2011 1分子計測リキッドバイオプシーの事業化 小松 徹 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2012 産業用ロボットの生産性向上を実現する球駆動式全方向移動装置技術の事業化 宮本 弘之 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2013 ワンショット･ナノレベル表面形状測定機の事業化 佐藤 邦弘 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2014 iPS細胞を原材料とした骨形成誘導補填材の開発 江草 宏 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2015 工業用ポリマーを基盤としたインクレス印刷技術の開発 イーサン・シバニア 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2016 癌・ウイルス等の簡便、迅速、超高感度な検査・分析プラットフォームテクノロジーの開発 竹内 俊文 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2017 革新的がん放射性治療薬の事業化に向けた技術開発 吉井 幸恵 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2018 急性胆嚢炎の治療を革新するドレナージキットの開発と事業化 宮本 浩一郎 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2019 籠型分子を用いた超高密度不揮発性メモリおよび超低消費電力AIチップの開発 西原 禎文 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2021 プラスチック製容器包装廃棄物の高度選別装置の事業化 田邉 匡生 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2022 感染症診断用の超高感度蛍光イムノクロマトキットの開発 幡野 健 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2023 COVID-19パンデミック時代における心不全悪化の早期検出に向けた遠隔診療システムの構築 桝田 浩禎 2020
プロジェクト支援型 JPMJST2111 宇宙産業で安全に使用できる静電気検知技術の開発 高橋 和 2021
プロジェクト支援型 JPMJST2112 印刷型有機ELパネルの事業化 硯里 善幸 2021
プロジェクト支援型 JPMJST2113 新規RNAウイルスベクターを用いた遺伝子治療薬の開発 朝長 啓造 2021
プロジェクト支援型 JPMJST2114 血流感染症特異的治療薬の開発に向けた大規模スクリーニングとvivoEF阻害剤ライブラリーの構築 佐藤 豊孝 2021
プロジェクト支援型 JPMJST2115 個体表現型スクリーニングに立脚した新規治療薬探索基盤の確立 園下 将大 2021
起業実証支援 JPMJST2211 がん根絶を目指したがんmRNAワクチンの開発 中面 哲也 2022
起業実証支援 JPMJST2212 リキッド・バイオプシー生体予測診断サービス“AIビーフ”の事業化 松本 和也 2022
起業実証支援 JPMJST2213 ソフトウェア品質の論理的説明技術による、自動運転の本格普及の実現 蓮尾 一郎 2022
起業実証支援 JPMJST2214 透析患者を自由にするインプラント型人工腎臓の研究開発 三木 則尚 2022
起業実証支援 JPMJST2215 リンパ浮腫トモグラフィック・モニタ(LTモニタ)の実用化開発 武居 昌宏 2022
起業実証支援 JPMJST2216 高分子吸着材による高濃度CO2を含むメタン/CO2混合ガスからのCO2回収事業 一ノ瀬　泉 2022
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