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バイオリソースセンターの活動

1. シンポジウム
Symposium

Activities in BioResource Center

ナショナルバイオリソースプロジェクトシンポジウム

「我が国のバイオリソースの現状と将来展望」 及び　

        バイオリソースパネル展示
開催報告     神戸国際会議場におきまして平成 16 年 12 月 9 日（木）に「ナショナルバイオリソースプロジェ

クトシンポジウム」、また 12 月 8 日（水）～ 12 月 11 日（土）にバイオリソースのパネル展示が

開催されました。第 27 回日本分子生物学会年会と同時開催で行われ、シンポジウムには約 230 名、

パネル展示には約 560 名の参加者がありました。

   ナショナルバイオリソースプロジェクトは本年度で事業開始 3 年度目を迎え、順調に進捗して

いるところですが、事業をさらに継続・発展させていくことが求められており、その事業の内容

について多くの方々に広く理解を得るとともに、今後の事業の推進に向けた意見交換を目的とし

て、文部科学省、日本分子生物学会、ナショナルバイオリソースプロジェクト推進委員会の共催

および神戸市、（財）先端医療振興財団の後援で開催されました。

   当センターからは、司会および演者として小幡裕一リソース基盤開発部長が、演者として吉木

淳実験動物開発室長と中村幸夫細胞材料開発室長が、また最後の総括と閉会の辞で森脇和郎セン

ター長が参加しました。
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《パネル展示》 
○ 日時： 平成 16 年 12 月 8 日（水）～平成 16 年 12 月 11 日（土）

○ 会場： 神戸国際会議場 3 階　レセプションホール 

 

1.  「実験動物（マウス）」の開発・収集・保存・提供事業

 小幡  裕一（理化学研究所バイオリソースセンター） 

2. マウス ENU ミュータジェネシスによるヒト疾患モデル動物の開発

 小林  喜美男（理化学研究所ゲノム科学総合研究センター）     

3. CARD マウス胚・精子バンク

 中潟  直己（熊本大学生命資源研究・支援センター）     

4. NBRP-Rat におけるラットフェノームプロジェクト (Rat phenome project in NBRP-Rat）

 芹川  忠夫（京都大学大学院医学研究科附属動物実験施設）    

5. 「ニホンザル・バイオリソースプロジェクト」の現況と将来像

 泰羅  雅登 1, 宮地  まり 2, 鍵山  直子 2, 山根  到 3, 山本  葉子 2, 森近  洋輔 2, 藤山  秋佐

 夫 4, 小島  俊男 4, 榊  佳之 4, 伊佐  正 2（1 日本大学総合科学研究所 , 2 自然科学研究 

 機構生理学研究所 , 3 東京都医学研究機構神経科学総合研究所 , 4 理化学研究所ゲノム 

 科学総合研究センター） 

6. 大型類人猿情報ネットワーク（GAIN）の活動

 吉川  泰弘 , 平井  百樹 , 松沢  哲郎 , 長谷川  寿一 , 落合  知美 , 赤見  理恵 , 倉島  治（東 

 京大学大学院農学生命科学研究科）  

7. アフリカツメガエル（トロピカリス）の研究基盤整備

 矢尾  板芳郎 1, 浅島  誠 2, 平良  眞規 3, 上野  直人 4, 田代  康介 5 (1 広島大学大学院理学 

 研究科附属両生類研究施設 , 2 東京大学大学院総合文化研究科 , 3 東京大学大学院理学系 

 研究科 , 4 自然科学研究機構基礎生物学研究所 , 5 九州大学大学院農学研究院 ) 

8. ナショナルバイオリソースプロジェクト「ゼブラフィッシュ」

 岡本  仁 1, 政井  一郎 1, 吉原  良浩 1, 川上  浩一 2, 高田  慎治 3, 菊池  裕 4, 舟橋  淳一 5,  

 川原  敦雄 6（1 理化学研究所脳科学総合研究センター , 2 情報・システム研究機構国立 

 遺伝学研究所個体遺伝研究系 , 3 自然科学研究機構基礎生物学研究所 , 4 名古屋大学大学 

 院理学研究科 , 5 東北大学大学院生命科学研究科 , 6 京都大学大学院医学研究科） 

9. ナショナルバイオリソースプロジェクト「メダカ」

 若松  佑子 1, 石川  裕二 2, 酒泉  満 3, 工藤  明 4, 武田  洋幸 5, 近藤  寿人 6, 三谷  啓志 7, 

 柴田  直樹 8（1 名古屋大学生物機能開発利用研究センター ,  2 放射線医学総合研究所放 

 射線安全研究センター , 3 新潟大学理学部 , 4 東京工業大学大学院生命理工学研究科 , 5 

 東京大学大学院理学研究科 , 6SORST プロジェクト近藤研究チーム , 7 東京大学大学院 

 新領域創成科学研究科 , 8 信州大学理学部） 

10. モデル昆虫カイコの利用促進－カイコ生物資源の魅力－

 伴野  豊 , 山本  幸治 , 藤井  博 , 河口  豊 , 日下部  宜宏 , 清水  進（九州大学大学院農学研

 究院） 

11. ショウジョウバエ ― ゲノムワイドリソースの確立と展望 ―

 山本  雅敏 1, 上田  龍 2, 和多田  正義 3,  松田  宗男 4（1 京都工芸繊維大学ショウジョウ 

 バエ遺伝資源センター ,  2 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所系統生物研究セ 

開催概要

プログラム
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 ンター , 3 愛媛大学理学部 , 4 杏林大学医学部）

12. ナショナルバイオリソースプロジェクト「線虫」

 三谷  昌平 , 安藤  恵子（東京女子医科大学医学部） 

13. 生物研のバイオリソース：ジーンバンク＆ DNA バンク＆リソースセンター

 長村  吉晃 , 宮尾  安藝雄 , B.Antonio,  佐々木  卓治（農業生物資源研究所） 

14. イネ遺伝資源の特色とポストゲノム素材

 倉田  のり（情報・システム研究機構国立遺伝学研究所系統生物研究センター） 

15. カンキツ系植物（ミカン亜科植物）の遺伝資源

 仁藤  伸昌 1,  片山  幸良 2,  松本  亮司 3（1 近畿大学生物理工学部，2 佐賀大学農学部）  

16. オオムギの多様性とバイオリソース 

 佐藤  和弘 ,  武田  和義（岡山大学資源生物科学研究所）     

17. ナショナルバイオリソースプロジェクト「コムギ」

 荻原  保成 1,  川浦  香奈子 1,  持田  恵一 2,　河原  太八 3,  安井  康夫 3,  笹隈  哲夫 4,   

 笹沼  恒男 4,  辻本  壽 5,  田中  裕之 5,  那須田  周平 3,  遠藤  隆 3（1 京都府立大学大学 

 院農学研究科 , 2 長浜バイオ大学バイオサイエンス学部 ,  3 京都大学大学院農学研究 

 科 , 4 横浜市立大学木原生物学研究所 ,  5 鳥取大学農学部）

18. シロイヌナズナ種子及び植物培養細胞・遺伝子リソース

 安部  洋 ,  井内  聖 ,  小林  俊弘 ,  小林  正智（理化学研究所バイオリソースセンター） 

19. ナショナルバイオリソースプロジェクト「ミヤコグサ・ダイズ」

 明石  良 1,  阿部  純 2,  青木  俊夫 3,  酒井  達也 4,   霍田  真一 1,  橋口  正嗣 1,  磯部  祥 

 子 5（1 宮崎大学農学部生物環境科学科 ,  2 北海道大学大学院農学研究科 ,  3 日本大学 

 生物資源科学部 ,  4 理化学研究所植物科学研究センター ,  5 農業技術研究機構北海道 

 農業研究センター）    

20. ナショナルバイオリソースプロジェクト「アサガオ」

 仁田  坂英二 1,  飯田  滋 2,  小野  道之 3（1 九州大学大学院理学研究院 , 2 自然科学研 

 究機構基礎生物学研究所 ,  3 筑波大学遺伝子実験センター）  

21. ナショナルバイオリソースプロジェクト「広義キク属」

 落合  利紀 , 谷口  美穂 , 小田島  善子 , 近藤  勝彦（広島大学大学院理学研究科附属植 

 物遺伝子保管実験施設）  

22. 藻類の収集・保存・提供－ナショナルバイオリソースプロジェクト「藻類」

 笠井  文絵 1,  川井  浩史 2,  井上  勲 3,  嶌田  智 4,  渡辺  真之 5,  横田  明 6,  河地  正伸 1,  

 渡辺  信 1（1 国立環境研究所生物圏環境研究領域 ,  2 神戸大学内海域環境教育研究セ 

 ンター ,  3 筑波大学生物科学系 ,  4 北海道大学先端科学技術共同研究センター ,  5 国

 立科学博物館 ,  6 東京大学分子細胞生物学研究所） 

 23. ナショナルバイオリソースプロジェクト「酵母」

 －研究者による研究者のためのリソースセンターを目指して

 下田  親 1,  金子  嘉信 2,  中村  太郎 1 多田  晶 2,  森田  雅代 1,  原島  俊 2（1 大阪市立 

 大学大学院理学研究科 ,  2 大阪大学大学院工学研究科）  

 24. 病原微生物の収集・保存・提供事業と遺伝資源化に向けた取り組み

 西村  和子 1,  江崎  孝行 2, 神原  廣二 3,  笹川  千尋 4,  菅原  秀明 5,  辨野  義己 6,  本田 

 武司 7, 三上  襄 1（1 千葉大学真菌医学研究センター , 2 岐阜大学医学研究科 , 3 長崎大 
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 学熱帯医学研究所 , 4 東京大学医科学研究所 , 5 情報・システム研究機構国立遺伝 

 学研究所生命情報・DDBJ 研究センター , 6 理化学研究所バイオリソースセンター ,  

 7 大阪大学微生物病研究所） 

25. ナショナルバイオリソースプロジェクト「大腸菌」

 伊藤  敬子 ,  麻生  文子 ,  末永  由美子 ,  西村  昭子（情報・システム研究機構国立遺 

 伝学研究所系統生物研究センター） 

26.  NITE における有用微生物バイオリソースの整備

 藤田  信之 ,  関川  智洋，中川  恭好 ,  鈴木  健一朗（製品評価技術基盤機構バイオテ 

 クノロジー本部） 

27. 動物及び微生物の DNA

 横山  和尚（理化学研究所バイオリソースセンター）  

28. ヒト ES 細胞

 末盛  博文 ,  角  智行 ,  安近  健太郎 ,  中辻  憲夫（京都大学再生医科学研究所附属幹 

 細胞医学研究センター）     

29. 厚生労働省研究資源バンク事業

 水澤  博 1,  橋本  雄之 2,  松田  潤一郎 2,  竹内  昌 3（1 国立医薬品食品衛生研究所変 

 異遺伝伝部細胞バンク ,  2 国立感染症研究所 ,  3HS 研究資源バンク）  

30. 「ヒト細胞」および「動物細胞」バンク事業

 中村  幸夫（理化学研究所バイオリソースセンター） 

31. ナショナルバイオリソースプロジェクト

 ―情報整備プログラム―「人」「もの」「情報」のネットワーキング

 山崎  由紀子 1, 菊池  俊一 2, 菅原  秀明 1, 伊藤  元己 3（1 情報・システム研究機構国 

 立遺伝学研究所生物遺伝資源情報総合センター , 2 科学技術振興機構 , 3 東京大学大学 

 院総合文化研究科）

理研 BRC シンポジウム　「バイオリソースを考える」

開催報告 独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンターは、平成 13 年 1 月の発足以来、我が

国におけるバイオリソース整備事業の中核機関として活動してまいりました。また、平成 14

年 4 月からは、文部科学省のナショナルバイオリソースプロジェクトにも幾つかの主要なリ

ソースを担当する機関として参加し、3 年を経過しました。私どもは、この時期に、これま

での活動を俯瞰するとともに、今後理研 BRC が皆様の期待に沿えるように発展することを期

して、理研 BRC シンポジウム「バイオリソースを考える」を開催いたしました。

シンポジウムには遠方からも含め多くの方々にご出席いただき、ご講演いただいたアドバ

イザリーカウンシル及びリソース検討委員会の委員等の先生方から大変多くの貴重なご意見

を賜りました。

開催概要 1. テーマ：「バイオリソースを考える」

2. 日時：平成 17 年 3 月 22 日（火）　14：00 ～ 17：15

3. 会場：オークラフロンティアホテルつくばアネックス

4. 主催：理研バイオリソースセンター

5. 開催形態：公開・無料
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プログラム 開催挨拶

　理化学研究所　理事　柴田  勉

　バイオリソースセンターの歩みを振り返って

　 　　　理化学研究所　バイオリソースセンター長　　森脇  和郎　

 理研 篠崎植物分子生物学研究室　

  主任研究員　　篠崎  一雄 （実験植物検討委員会・委員） 

 京都大学大学院　

  教授　　中畑  龍俊（細胞材料検討委員会・委員長）

　　 大阪大学大学院　

  教授　　宮崎  純一（遺伝子材料検討委員会・委員）

　　 製品評価技術基盤機構　

  部門長　　鈴木  健一朗（微生物材料検討委員会・委員）

　　 宮城教育大学　

  助教授　　鵜川  義弘（情報検討委員会・委員）

　　 理研バイオリソースセンター 協力研究グループ

　　  理研ゲノム科学総合研究センター　

  プロジェクトディレクター　城石  俊彦

　　　　三菱化学株式会社

  顧問　　永井 克孝（アドバイザリーカウンシル・委員長）

　 理研バイオリソースセンターブランドの確立を目指して

　　  理研バイオリソースセンター　

  リソース基盤開発部長　　小幡  裕一

招待講演

 バイオリソースを考える

　  （財）東京都臨床医学総合研究所　副所長　米川  博通

　　　　　　　（実験動物検討委員会・委員長）
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ナショナルバイオリソースプロジェクト「細胞」シンポジウムシンポジウム
開催報告 平成 17 年 9 月 29 日（木）に開催いたしました『ナショナルバイオリソースプロジェクト 「細胞」

シンポジウム』に、大学、民間企業等のみならず高校生から 70 代の方まで約 250 名の方々のご

参加をいただき、誠にありがとうございました。 また、開催にあたりご協力を頂きました皆様

にも、厚く御礼申し上げます。

   理研筑波研究所・柴田勉所長からの開会の辞、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課・呉

茂ゲノム研究企画調整官からの来賓ご挨拶、理研・森脇和郎特任顧問からのご挨拶の後、第 1

部では「放射線感受性と遺伝子多型」「成人 T 細胞白血病の治療の現状と今後の展開」「幹細胞

を用いた再生医療の現状」について、第 2 部では「ヒト ES 細胞株の樹立と利用：なぜ万能細胞

とよばれるのか」「ヒト間葉系幹細胞のマーカー遺伝子を用いた品質検定」「成育バイオリソー

スとしての小児軟骨・胎盤・臍帯血・子宮内膜・月経血・皮膚・脂肪」について、第 3 部では「レ

ンチウイルスベクターを利用した幹細胞研究の可能性」「In vitro におけるマウス胚発生と個体形

成」「細胞資源の充実による知的基盤整備への貢献」について報告がなされ、会場からも多くの

質問を頂戴し、たいへん活発な会となりました。 以下に、その開催報告概要を掲載させていた

だきます。

　我が国の知的基盤の整備を目標とするナショナルバ

イオリソースプロジェクトには、研究者のみならず産

業界からも大きな期待が寄せられております。 官民

の期待に応えるために、理研バイオリソースセンター

は中核機関としての責務を果たしていく所存です。 

今後ともご理解、ご支援を頂きたくよろしくお願い申

し上げます。

ナショナルバイオリソースプロジェクト 

　細胞（動物細胞、がん細胞）、ヒト細胞 

　中核機関：理化学研究所・バイオリソースセンター

  センター長 　小幡  裕一

                   細胞材料開発室長 　中村  幸夫  
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開催趣旨

開催概要 1.   テーマ：「ナショナルバイオリソースプロジェクト『細胞』シンポジウム」

2.   開催日時：平成 17 年 9 月 29 日（木）10:00 ～ 17:10

3.   会場：日本科学未来館・みらい CAN ホール

4.   主催：独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター

5.   後援：文部科学省 / ナショナルバイオリソースプロジェクト推進委員会

6.   開催形態：公開・無料

プログラム （ご挨拶）

 開催挨拶

  ( 独 ) 理化学研究所 筑波研究所　所長　柴田  勉

 来賓ご挨拶

  文部科学省研究振興局ライフサイエンス課　ゲノム研究企画調整官　呉  茂

 ご挨拶

  理化学研究所　特任顧問　森脇  和郎

（第 1 部）

 「放射線感受性と遺伝子多型」

  放射線医学総合研究所フロンティア研究センター

      プロジェクトリーダー　今井  高志 

 「成人 T 細胞白血病の治療の現状と今後の展開」

  鹿児島大学大学院医歯薬総合研究科 難治ウイルス病制御研究センター  

  教授　有馬  直道 

 「幹細胞を用いた再生医療の現状」

  京都大学大学院医学研究科　教授　中畑  龍俊 

   座長

          　理化学研究所 バイオリソースセンター　室長　中村  幸夫

独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター（理研 BRC）細胞材料開発室は、文部科学

省のナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）において、平成 14 年度より「細胞（動

物細胞、がん細胞）」の、また、平成 15 年度からは「ヒト細胞」の中核機関に選定され、日本

における細胞材料の確保・充実・安定供給に努めております。 従来の細胞バンク事業の中心で

あった培養細胞株に加えて、「ポストゲノム研究」や「発生・再生医学研究」等で求められてい

る新しい細胞材料の安定した供給体制を構築することは、21 世紀の世界において我が国の生命

科学分野が他国に遅れをとらないためにも喫緊の課題となっております。 本シンポジウムでは、

「ゲノムインキュベーターとしてのヒト細胞材料」「ヒト体性幹細胞」「胚性幹細胞」に焦点をあ

て、最新の知見や話題を提供いたしました。
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（第 2 部） 

 「ヒト ES 細胞株の樹立と利用 : なぜ万能細胞とよばれるのか」    

 京都大学再生医科学研究所　教授　中辻   憲夫

 「ヒト間葉系幹細胞マーカー遺伝子を用いた品質検定」

  広島大学大学院医歯薬総合研究科　教授　加藤  幸夫

 「成育バイオリソースとしての小児軟骨・胎盤・臍帯血・子宮内膜・月経血・  

     皮膚・脂肪」

  国立成育医療センター研究所　部長　梅澤  明弘
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  　 座長

    京都大学大学院医学研究科　教授　中畑  龍俊  

（ 第 3 部） 

 「レンチウイルスベクターを利用した幹細胞研究の可能性」

  理化学研究所 バイオリソースセンター

  サブチームリーダー 　三好  浩之

 「In vitro におけマウス胚発生と個体形成～ヒト胚細胞応用のため基盤技術開発～」

  石渡病院細胞生物学研究所　院長　石渡  勇

 「細胞資源の充実による知的基盤整備への貢献

 ～細胞材料の信頼性・安全性・倫理性・知的財産権～」 

   理化学研究所 バイオリソースセンター　室長　中村　幸夫 

   座長

    国立成育医療センター研究所　部長　梅澤  明弘

（閉会）

 閉会挨拶

  理化学研究所バイオリソースセンター　センター長　小幡  裕一

独立行政法人理化学研究所 バイオリソースセンター 

理研 BRC － JCM 設立 25 周年記念式典ならびに 記念シンポジウム 

 平成 17 年 10 月 21 日（金）に開催いたしました『理研 BRC-JCM 設立 25 周年記念式典 な

らびに 記念シンポジウム』に、大学、民間企業等より多数のご参加をいただき、誠にあり

がとうございました。また、後援いただいた文部科学省及び

協賛いただいた日本微生物資源学会をはじめ、開催にあたり

ご協力を頂きました皆様にも、厚く御礼申し上げます。

　 記念式典では、理研筑波研究所・大河内眞所長からの開会

の辞、理研・森脇和郎特任顧問からの挨拶、文部科学省研究

振興局ライフサイエンス課・呉茂ゲノム研究企画調整官から

の来賓ご挨拶、理研 BRC 微生物材料開発室・辨野義己室長か

らの 25 年の歩みについての発表がありました。

　 記念シンポジウムでは、国内関係機関の演者 5 名により「理

研 BRC-JCM が求められる役割とその未来像」に関する講演が

ありました

　 記念国際シンポジウムでは、「微生物リソースに対する取り

組み」という共通テーマで、オランダ微生物株保存センター

（Centraalbureau voor Schimmelcultures :  CBS）所長のペドロ・W・

クラウス博士とドイツ微生物細胞培養コレクション（Deutsche 

Sammlung von Mikrooganismen und Zellkulturen GmbH : DSMZ）

のステファン・スプリング博士によるご講演並びに理研 BRC-

JCM 室員７名による活動紹介がありました。また、理研 BRC-
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プログラム （記念式典） 

 開催挨拶 

               理化学研究所 筑波研究所 

               所長　大河内  眞

JCM における技術開発等の現状を紹介したポスター発表も合わせて行われました。

　 我が国の知的研究基盤の整備を目標とするバイオリソース事業には、学術界のみならず

産業界からも大きな期待が寄せられています。コミュニティーの要望に応え、また次の 25

年も科学の発展に貢献できるよう、理研 BRC-JCM 職員一同最大の努力をいたす覚悟です。

今後ともご理解、ご支援を賜りたく宜しくお願い申し上げます。 

 

    理化学研究所・バイオリソ�スセンターソ�スセンター�スセンター 

                  センター長　小幡 裕一  裕一裕一

                  微生物材料開発室長　辨野　辨野辨野  義己

開催趣旨 　独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター（理研 BRC）微生物材料開発室（Japan 

Collection of Microorganisms : JCM）は、微生物系統保存事業を開始して、本年で 25 年目の

節目を迎えました。

　当室の前身であります「微生物系統保存施設（JCM）」は、設立以来理研・中央研に属し

ておりましたが、平成 16 年 7 月より理研 BRC の一員として、名称を「微生物材料開発室

（JCM）」とあらため、微生物系統保存事業の継続・発展を図ることになりました。

　今回、理研 BRC-JCM 設立 25 周年を迎えるにあたり、記念式典、記念シンポジウム、記

念国際シンポジウム、ポスター発表を開催し、我が国の微生物学研究の発展への貢献するこ

とを目指しました。 

開催概要 1.　 テーマ：   『理研 BRC-JCM 設立 25 周年記念式典 ならびに 記念シンポジウム』 

2.　 開催日時： 平成 17 年 10 月 21 日（金）10:00 ～ 17:30

3.　 会場： 日本科学未来館・みらい CAN ホール、会議室 3（ポスター発表） 

4.　 主催： 独立行政法人理化学研究所バイオリソースセンター 

5.　 後援 ：文部科学省 

6.　 協賛： 日本微生物資源学会

7.     開催形態： 公開・無料 

25 周年にあたって

　　理化学研究所

　　　特任顧問特任顧問　森脇 和郎 

25 周年にあたって

　　文部科学省研究振興局ライフサイエンス課

　　　ゲノム研究企画調整官ノム研究企画調整官　呉  茂 

BRC-JCM：25 年の歩み

　　理化学研究所バイオリソースセンター

            微生物材料開発室長 　辨野  義己 
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司会

　　理化学研究所 バイオリソースセンター　　　　　センター長　　　　　センター長センター長　小幡  裕一 

  

（記念シンポジウム）「理研記念シンポジウム）「理研）「理研 BRC-JCM が求められる役割とその未来像」

  バイオリソースとしての微生物

  理化学研究所バイオリソースセンター　センター長　センター長センター長　小幡  裕一

 理研 BRC-JCM への期待：生物多様性条約の観点から

              ( 財）バイオインダストリー協会　��理事　�田　��理事　�田��理事　�田　�田�田  精造   

 BRC による微生物資源利用環境の創成

               製品評価技術基盤機構　部門長 　鈴木  健一朗

 新生 JCM：日本における環境・健康分野の中核的微生物資源機関として求められ 

　　　　る 役割

  国立環境研究所     領域長　渡邊  信

 理研 BRC-JCM への期待：東南アジアの熱帯微生物資源国からの視点から

  製品評価技術基盤機構 　顧問　中瀬  崇 

 司会 

   理化学研究所　特任顧問　森脇  和郎 

          

   （Memorial International Symposium） 

  “Current status, strategy and future prospects of microbial resources in BRCs” 

 BRCs in the twenty first century: a 100-years history at CBS

  CBS, The Netherlands, Director, DirectorDirector　Dr. Pedro W. Crous   

 Toward establishing the unique filamentous fungus collection at RIKEN BRC-JCM  

  RIKEN BRC-JCM, Senior Research Scientist　Dr. Gen Okada 

 The collection of archaea and extremophiles in the DSMZ 

   DSMZ, Germany,  Research Scientist Dr. Stefan Spring 

 Approach to new bioresources: Thermophilic archaea 

  RIKEN BRC-JCM, Senior Research Scientist　Dr. Takashi Itoh    

Chairperson

  RIKEN BRC-JCM,  Senior Scientist   Dr. Yoshimi Benno

 From culture collection to BRC: Recent changes in procedures and perspective and   

 perspective

  RIKEN BRC-JCM, Senior Research Scientist　Dr. Masako Takashima

 Quest for novel yeast resources from plants, terrestrial soils and the related invertebrates 

  RIKEN BRC-JCM,  Senior Research Scientist　Dr. Motofumi Suzuki   

Aerobic actinomycete collection: Features and aims

  RIKEN BRC-JCM,  Senior Research Scientist　Dr. Takuji Kudo  

 Gram negative bacterial collection including bacteria classified in BSL2  

  RIKEN BRC-JCM,  Senior Research Scientist　Dr. Yoshimasa Kosako
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BRC-JCM is the base of resources of lactic acid bacteria 

and anaerobes  

 RIKEN BRC-JCM

 Senior Scientist  Dr. Yoshimi Benno  

Chairperson

 RIKEN BRC　　

 Director  Dr. Yuichi Obata 

（閉会）

 閉会の挨拶

 理化学研究所 バイオリソースセンター バイオリソースセンターバイオリソースセンター  

  センター長　小幡 裕一　小幡 裕一小幡  裕一




