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特別講演 :　  ８月８日 ( 月）１８：００～１９：００

「粒子線治療の過去 , 現在 , 未来」
講師：  辻井　博彦  放射線医学総合研究所 元理事

技術研修会 :８月９日 ( 火）  １５：２０～１６：２０
８月１０日 ( 水）  ９：００～１０：００　　
「超伝導電磁石技術」

施設見学会 :８月７日 ( 日）午後
放射線医学総合研究所加速器施設

会期 : 2016 年 8 月 8 日 ( 月）～ 10 日（水）会期 : 2016 年 8 月 8 日 ( 月）～ 10 日（水）

場所：幕張メッセ　国際会議場場所：幕張メッセ　国際会議場

講師： 荻津　透 高エネルギー加速器研究機構
超伝導低温工学センター　センター長・教授

講師： 株式会社東芝 京浜事業所機器装置部・参事
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千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1 (JR 海浜幕張駅から徒歩 6 分 )(JR 海浜幕張駅から徒歩 6 分 )

（市民公開講座）
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