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年頭に寄せて

アルコールとバイオマス
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「考える」

健康とバイオ
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バイオテクノロジーによる循環型産業の新展開と問題点

バイオベンチャーの事業化を支援する施設

バイオインダストリー協会賞・発酵と代謝研究奨励金・化学素材研究開発振興財団記念基金『グラント』研究奨励金

合同授与式および発表会

バイオエンジニアリング研究会講演会　

バイオマスを原料とするバイオエネルギー問題の技術的課題とその展望

(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）委託 ｢ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブ

ラリーの構築」事業 国際ワークショップ2007 ～ドキュメンタリーQ&A～

平成20年 バイオ関連団体合同賀詞交歓会

「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築」事業 国際ワークショップ2007

パネルディスカッション「微生物資源の産業利用促進とメタボローム」の記録

糖鎖産業技術フォーラム（GLIT）設立＆第1回 糖鎖産業技術フォーラム開催報告

ラウンドテーブル「ブラジルにおけるアクセスと利益配分措置の実施」

平成19年度産学交流部会の開催

平成20年度事業計画を承認 ─第428回 理事会を開催─

首都圏バイオネットワーク「アライアンスプロモーション」について

「第13回日本バイオ産業人会議」報告─「BT（バイオテクノロジー）推進官民会議」への取組みについて議論─

「バイオマスにもあるC1化合物：バイオ技術による温室効果ガス排出削減に向けて」開催報告

技術・情報部会 平成19年度 知的財産権分科会 報告会

バイオサイエンスとインダストリー新編集委員長に加藤暢夫教授 ─平成20年度編集委員会総会を開催─

第８回ライフサイエンス・サミット

医薬分野におけるイノベーション促進と環境・エネルギー問題の解決にむけて

“未来へのバイオ技術”勉強会6月度｢メタル・バイオ・リサイクル～稀少金属の生物回収システム開発～」開催

BioJapan2008の見どころ

平成20年度 首都圏バイオネットワーク 総会・研修会

「知的財産推進計画2008」説明会を開催

平成20年度（第1回）先進バイオインダストリー集団研修

「バイオマスを骨までしゃぶる新技術（資源循環の観点より）」開催報告

バイオエンジニアリング研究会　ラウンドテーブルディスカッション ―抗体医薬品の製造技術―

バイオジャパン2008 ―注目は創薬アライアンスとバイオマス―

バイオインダストリー協会賞・JBA産学交流部会奨励賞・発酵と代謝研究奨励金・化学素材研究開発振興財団

記念基金『グラント』研究奨励金　合同授与式および発表会 ―2008年はバイオジャパン会場にて開催―

平成20年度発酵と代謝研究会シンポジウム「微生物機能の解析技術とその応用」

第17回JBAバイオベンチャーフォーラム

“未来へのバイオ技術”勉強会10月度「カーボンナノチューブ ～バイオから宇宙まで～」を開催
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