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元素は宇宙でどうつくられたのか？

重イオン加速器
同位元素分離技術
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元素変換の科学・技術、イノベーション

宇宙利用半導体試験

人類は元素を自在につくることができるのか？

重イオン育種

医療用RI製造

Technology

Science

Innovation
世界人類への貢献

新元素生成中性子過剰な放射性同元素

放射性廃棄物
処理法



加速器：イオンを加速させて、イオンにエネルギーを与える装置

水素、炭素、ウランなどのイオンを電気の力で加速する

速さ 𝑣𝑣

エネルギーをもったイオンを元素に照射して、反応を起こし、元素の陽子や中性
子の数を変える

加速器では多種多様なイオンを加速でき、
エネルギーも可変

加速器を利用した元素変換：現代の錬金術

イオン（プラス）

⊖

⊕
速さ 0

＋電極 －電極

人工元素変換に必要なエネルギーは温度換算で100億度以上
（太陽の内部の温度は約1500万度）

ニホニウム
亜鉛イオン（原子番号30）＋ビスマス（原子番号83）
= ニホニウム（原子番号113（=30＋83）
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RIビームファクトリー施設：
世界ナンバーワンの元素変換効率

RIビームファクトリー：
水素からウランまでのイオンを光速の70％まで加速することができる施設
高いエネルギーの放射性同位元素（RI）を人工的に生成し、ビームとして取り出すことができる
日本発、世界初の日本人が発案した施設

2007年から世界のナンバーワン：
世界最強の元素変換効率、新同位元素発見数（2007年から142種）
論文出版数（世界の他の施設の2－3倍、2018-19年）

RIBFの高度化計画：
欧米がRIビームファクトリーを追随。イオンの強度を20倍にし、世界の先導的地位を確保

超伝導リングサイクロトロン加速器

119番元素、RI製造に向けて
施設整備完了（2019年度）

4



新魔法数N=34の発見 (Nature 2013)
78Niの二重魔法性 (Nature 2019)

金元素起源研究（世界初）

元素は宇宙でどうつくられたのか？ 人類は元素を自在につくることができるのか？

大量の寿命データの取得
第2ピーク (PRL 2011, 2015)
希土類領域 (PRL 2017)

元素変換科学

日本発、アジア初の新元素
ニホニウム「Nh」

放射性廃棄物中の長寿命核種の核変換

高エネルギー中性子利用の提案

理研（理）-原研（工）の理工連携による特許
「放射性廃物の処理方法」
（H30年度21世紀発明賞）

産業用加速器の提案
（PJS B 2019）

LLFPの反応データ取得
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○RI製造
・RIBFの加速器で製造されたRIをトレーサーとした除染技術、放射線測定器、次世代核医学用装置などの応用研究を実施。
・平成19年10月より、試験研究用に国内頒布が困難となった3核種（Zn-65, Cd-109, Y-88）を日本アイソトープ協会を通じて頒布。

除染技術開発用
トレーサーの提供

頒布用RI（日本アイソトー
プ協会を通じて頒布）

放射線測定器 複数分子同時イメージング装置

○重イオンビーム育種法によるゲノム育種
・次世代のオリジナル育種法による、植物等の品種改良により、高い効率で育種年限の大幅な短縮を実現し、津波塩害田で
も育つ耐塩性イネや台風でも倒れないソバ、新種ワカメなど、農業振興、食糧・環境問題に貢献。

○重イオンビームによる宇宙利用半導体の耐性試験

海洋農場で育つ作物耐塩性イネ（津波塩害田で試験栽培） 三陸特産ワカメの高品質新品種

ひとめぼれ まなむすめ

新種酵母による清酒「仁科誉」 トゲのないカンキツ樹

銀河起源の重イオン宇宙線環境

世界人類のための貢献
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空気中で照射試験が可能

• 長期間の惑星探査で問題となる、重イオン宇宙線
による半導体損傷 (シングルイベント:SE効果) に
ついて、宇宙産業企業が照射試験を行っている。

• 半導体素子の開発環境と同じ空気中で、しかも
SE効果に適した広いエネルギー範囲にわたり Ar
～Au ビームの照射が可能な点で、RIBFの高エネ
ルギー重イオン加速器施設は、国内唯一の施設。
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仁科芳雄博士
（1890-1951）

1937-1941年（昭和12-16年）

サイクロトロン加速器
第一号（日本初、世界で2台目）

3 MeV 重陽子ビーム

リチウム
標的

高速中性子

U3O8

八酸化三ウラン
1µA

仁科センターの源流：仁科研究室

理論研究
クライン・仁科の式、湯川・朝永の輩出

宇宙線研究
霧箱、ミューオンの観測

加速器研究
日本初、世界で2番目のサイクロトロン

大強度重陽子、高速中性子を利用した
原子核物理・原子力研究
ウランの対称核分裂の発見
12種の新同位元素の発見

化学・生物学分野でのRI利用（1938-）
放射線の生物学的効果 武見太郎
トレーサー
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現代物理学、原子力工学、
加速器科学の父



・23Na(d,p)24Na
“On the absorption and the translocation of sodium in the plant”
Y. Nishina and H. Nakayama, Sci. Rap. Inst. Phys. Chem. Res. 34, 1635 (1938).

・31P(d,p)32P
「人工放射性リンによる水草における塩類の吸収及び移動」

仁科芳雄，中山弘美，応用物理 9, 151 (1940).
・10B(d,n)11C

「放射性炭素を標識元素とする光合成の研究」

中山弘美，科学研究所報告 25, 14 (1949).
“Bacterial synthesis of some dicarboxylic acids by means of 
radioactive carbonic acid”
Y. Nishina, S. Endo, and H. Nakayama, Sci. Rap. Inst. Phys. Chem. Res. 38, 341 
(1941).

・12C(d,n)13N
“The exchange reaction between gaseous and combined nitrogen”
Y. Nishina, T. Iimori, H. Kubo, and H. Nakayama, J. Chem. Phys. 9, 571 (1941).

斉藤信房，放射化学ニュース 3, 6 (2000).

理研第1号サイクロトロンを用いたRIのトレーサー利用
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RI製造 研究用RI
核医薬品の基礎開発

社会実装

大学、研究所、
企業など

加速器技術
ビーム照射技術
化学分離技術

応用研究用・核医薬品開発のためのRI製造

共同研究契約
MTA
（研究成果有体物契約）

仁科センター
RI応用研究開発室 室長
核化学研究チーム チームリーダー
羽場 宏光

仁科センター 副センター長
加速器基盤研究部 部長
上垣外 修一

ビーム照射技術・化学分離技術 加速器技術

知財、技術移転

新元素の化学 世界最先端加速器
維持・管理・高度化



RIBFにおける応用研究用RIの製造

理研リングサイクロトロン
（1986-）

AVFサイクロトロン
（1989-） 超伝導重イオン

線形加速器
（1981/2020-）

AVFホットラボ

核化学実験室

ホットラボ室

p: 30 MeV, 20 μA
d: 24 MeV, 15 μA
α: 50 MeV, 40 μA
18O: 1 pμA
19F:1 pμA
22Ne: 1 pμA

14N: 135 MeV/u,
0.6 μA

18O, 19F, 
22Ne, 23Na: 
6 MeV/u,
3–7 pμA

RI実験棟

和光キャンパス内徒歩10分
動物実験可能
核燃料物質使用可能
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H. Haba., Phys. Rev. C 102, 024625 (2020).

RI製造技術の開発項目
(a) 核反応過程

励起関数・壊変データ

⇒ 効率的・定量的製造，

副反応生成物の低減，

理論計算コードの検証

(b) 照射技術

・照射装置

・標的（化学形，冷却，化学精製）

(c) 化学精製

・収率，時間，被ばく

・比放射能（担体無添加化学分離）

・放射性核種純度

・化学的純度

(d) 品質評価

・γ線・αスペクトロメトリー

・ICP-MSによる化学元素分析

RI製造装置

ICP-MSGe検出器

SHE化学分離装置 211At化学分離装置

8.46 (Iɑ = 70), 
8.68 (Iɑ = 30)

262Db
34 s

EC (b = 2.6) SF (b = 52)258Lr
3.5 s

266Bh
10.0 s

8.62–9.40
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1. 理研RIBFが製造する応用研究用RI
Nuclides Z T 1/2 Accel. Reactions Research fields Nuclides Z T 1/2 Accel. Reactions Research fields

7Be 4 53.29 d AVF natLi(p,xn) Ind. natLa(p,xn)
24Na 11 14.9590 h AVF natMg(d,x) Ind., Med. natLa(d,xn)
28Mg 12 20.91 h AVF 27Al(α,3p) Chem. 141Ce 58 32.501 d AVF natBa(α,x) Chem., Med.
42,43K 19 12.360 h, 22.3 h AVF nat,43,44Ca(d,x) Ind., Med. 141mNd* 60 62.0 s AVF 141Pr(d,2n) Chem.

natTi(d,x) 143Pm 61 265 d AVF 141Pr(α,x) Chem.
nat,44Ca(d,x) 143Sm* 62 66 s AVF 144Sm(d,p2n) Chem.

44Ti 22 49 y AVF 45Sc(d,3n) Ind. 143,144Eu* 63 2.63 min, 10.2 s AVF 144Sm(d,xn) Chem.
48V 23 15.9735 d AVF natTi(p,xn) Pharm. sci., Med. 146Gd 64 48.27 d AVF 144Sm(α,2n) Chem.

48,51Cr 24 21.56 h, 27.702 d AVF natTi(α,xn) Phys., Chem. 162,163Yb* 70 18.87 min, 11.05 min AVF natGd(12C,xn) Phys.
48Cr 24 21.56 h AVF 46Ti(α,2n) Ind. 163,164W* 74 2.75 s, 6.0 s RILAC 144Sm(24Mg,xn) Chem.

52g,54Mn 25 5.591 d, 312.3 d AVF natCr(p,xn) Pharm. sci., Med. 169Hf* 72 3.24 min AVF/RILAC natGd(18O,xn) Chem.
56,57,58Co 27 77.27 d, 271.79 d, 70.82 d AVF natFe(d,xn) Med. 170Ta* 73 6.76 min AVF/RILAC natGd(19F,xn) Chem.

61Cu 29 3.333 h AVF natZn(d,x) Chem. 170Re* 75 9.2 s RILAC 152Gd(23Na,5n) Chem.
natCu(p,xn) 173Hf* 72 23.6 h AVF natYb(α,xn) Chem.
natCu(d,xn) 173W* 74 7.6 min AVF/RILAC natGd(22Ne,xn) Chem.

66,67Ga 31 9.49 h, 3.2612 d AVF natZn(d,xn) Chem., Ind. 174Re* 75 2.40 min RILAC natGd(23Na,xn) Chem.
70Zn(p,α) natLu(p,xn)

70Zn(d,αn) natLu(d,xn)
69mZn 30 13.76 h AVF natZn(d,x) Chem. natHf(p,xn)
74As 33 17.77 d AVF natGa(α,x) Biol. natHf(d,xn)

75As(p,n) 177W* 74 135 min AVF natHf(α,xn) Chem.
75As(d,2n) 178aTa* 73 2.36 h AVF natHf(d,xn) Chem.
natGe(α,xn) 179mW* 74 6.40 min AVF natTa(d,xn) Chem.
natRb(p,xn) 180Re* 75 2.44 min AVF natTa(α,xn) Chem.
natRb(d,xn) natTa(p,xn)

85gZr* 40 7.86 min AVF/RILAC natGe(18O,xn) Chem. natTa(d,xn)
natSr(p,xn) 181Re* 75 19.9 h AVF natW(d,xn) Chem.
natSr(d,xn) 182Ta 73 114.43 d AVF natHf(α,x) Chem.
natRb(α,xn) 182a,183,184m,184gRe 75 12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d AVF natW(d,xn) Phys., Chem.

89Y(p,xn) 183Re 75 70.0 d AVF natTa(α,xn) Chem.
89Y(d,xn) 185Os 76 93.6 d AVF natRe(p,xn) Chem.
89Y(p,n) 186Re 75 90.64 h AVF 186W(d,2n) Med.

89Y(d,2n) natOs(α,xn) Med.
natSr(α,xn) natIr(d,xn) Phys.

88m,88gNb* 41 7.8, 14.5 min AVF/RILAC natGe(19F,xn) Chem. 203Pb 82 51.873 h AVF 203Tl(p,n) Med.
natZr(p,xn) natPb(p,xn) Pharm. sci., Med.
natZr(d,xn) natPb(d,xn) Chem.

90Mo* 42 5.67 h AVF/RILAC natGe(22Ne,xn) Chem. 206Fr* 87 15.9 s RILAC 169Tm(40Ar,3n) Phys.
natZr(p,xn) 209Fr* 87 50.0 s RILAC 197Au(18O,6n) Phys.
natZr(d,xn) 211At 85 7.214 h AVF 209Bi(α,2n) Pharm. sci., Med.

92,94Tc* 43 4.23 min, 293 min AVF natMo(d,xn) Chem. 212Fr* 87 20.0 min AVF 206,207,208,natPb(11B,x) Chem.
93Nb(p,n) 214Ac* 89 8.2 s RILAC 197Au(22Ne,5n) Phys.

93Nb(d,2n) 225Ac 89 10.0 d RRC 232Th(14N,xnyp) Chem., Med.
natZr(α,xn) 229Pa 91 1.50 d AVF 232Th(p,4n) Chem.

93g,94Tc* 43 2.75 h, 293 min AVF 93Nb(α,xn) Chem. 236Np 93 1.54×105 y AVF 232Th(7Li,3n) Environ. sci.
95,96Tc 43 20.0 h, 4.28 d AVF natMo(d,xn) Phys. 245Fm* 100 4.2 s RILAC 208Pb(40Ar,3n) Phys.

95Mo(p,n) Environ. sci., Chem. AVF/RILAC 238U(22Ne,5n)
natMo(d,xn) AVF 248Cm(12C,5n)
93Nb(α,2n) 255Lr* 103 22 s RILAC 209Bi(48Ca,2n) Phys.

99Mo 42 65.94 h AVF natZr(α,xn) Chem. 257Lr* 103 0.646 s AVF 248Cm(14N,5n) Phys.
99Rh 45 16.1 d AVF 99Ru(p,n) Chem. 259Lr* 103 6.3 s AVF 248Cm(15N,4n) Phys.

109mPd* 46 4.696 min AVF natPd(d,x) Chem. 261a,bRf* 104 68, 1.9 s AVF/RILAC 248Cm(18O,5n) Phys., Chem.
104m,gAg* 47 33.5 min, 69.2 min AVF natPd(d,xn) Chem. 262Db* 105 34 s AVF/RILAC 248Cm(19F,5n) Phys., Chem.

111Ag 47 7.45 d AVF natPd(d,xn) Chem., Med. 265a,bSg* 106 8.5, 14.4 s RILAC 248Cm(22Ne,5n) Phys., Chem.
natAg(p,xn) 266Bh* 107 10.0 s RILAC 248Cm(23Na,5n) Phys.
natAg(d,xn) Multitracer <22 RRC natTi(14N,xnyp)

124Sb 51 60.20 d AVF natSn(d,x) Chem. Multitracer* <29 RRC natCu(14N,xnyp)
natSn(α,xn) Multitracer <47 RRC natAg(14N,xnyp)
natSb(d,xn) Multitracer <72 RRC natHf(14N,xnyp)

124I 53 4.1760 d AVF 124Te(d,2n) Ind., Pharm. sci., Med. Multitracer* <73 RRC natTa(14N,xnyp)
133Cs(α,x) Multitracer <79 RRC 197Au(14N,xnyp)
natLa(d,x) Multitracer* <83 RRC 209Bi(14N,xnyp)

Multitracer <90 RRC 232Th(14N,xnyp)
* RIs produced with the gas-jet system.

Environ. sci.

255No* 102 3.1 min Phys., Chem.

109Cd 48 462.6 d AVF Biol., Med., Pharm. sci., Ind.,
Environ. sci.

Chem., Biol., Med., Pharm. sci.,
Ind., Environ. sci.

135mBa 56 28.7 h AVF Med.

121mTe 52 154 d AVF

95mTc 43 61 d AVF
Chem.

93mMo* 42 6.85 h AVF Chem.

92m,95Nb 41 10.15 d, 34.975 d AVF Chem., Environ. sci.

206Bi 83 6.243 d AVF90m,90gNb* 41 18.81 s, 14.60 h AVF Phys., Chem.

188,189,191Pt 78 10.2 d, 10.87 h, 2.802 d AVF
89mZr* 40 4.18 min AVF Chem.

88,89Zr 40 83.4 d, 78.41 h AVF Chem., Ind., Pharm. sci., Med.,
Environ. sci.

88Y 39 106.65 d AVF Chem., Biol., Med., Pharm. sci.

181W 74 121.2 d AVF

85Sr 38 64.84 d AVF Environ. sci., Chem.

75Se 34 119.779 d AVF Biol., Med., Pharm. sci., Environ.
sci.

Chem.

177,178a,179Ta 73 56.56 h, 2.36 h, 1.82 y AVF Chem., Environ. sci.

175Hf 72 70 d AVF Chem., Environ. sci.67Cu 29 61.83 h AVF Pharm. sci., Med.

65Zn 30 244.26 d AVF Phys., Chem., Biol., Med., Pharm.
sci., Ind., Environ. sci.

44m,gSc 21 58.6 h, 3.927 h AVF Ind., Med.

139Ce 58 137.640 d AVF Chem.
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RIリスト200818

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,43,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン

										nat,44Ca(d,x)

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		48Cr		24		21.56 h		AVF		46Ti(α,2n)		Ind.		Univ. Tokyo		工学 コウガク		東大 トウダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR

										natCu(d,xn)

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA

										70Zn(d,αn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

										natGe(α,xn)

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ

										natRb(d,xn)

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ

										natSr(d,xn)

										natRb(α,xn)

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ

										89Y(d,xn)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

										natSr(α,xn)

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ

										natZr(d,xn)

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natZr(d,xn)

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,xn)

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										93Nb(α,2n)

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.		IMP		化学 カガク		IMP

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										natAg(d,xn)

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ

										natSb(d,xn)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

										natLa(d,x)

		139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

										natLa(d,xn)

		141Ce		58		32.501 d		AVF		natBa(α,x)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

		143Sm*		62		66 s		AVF		144Sm(d,p2n)		Chem.				化学 カガク

		143,144Eu*		63		2.63 min, 10.2 s		AVF		144Sm(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										natLu(d,xn)

		177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natHf(d,xn)

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

										natTa(d,xn)

		181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		186Re		75		90.64 h		AVF		186W(d,2n)		Med.		Univ. Tokyo		医学 イガク		東大 トウダイ

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

		225Ac		89		10.0 d		RRC		232Th(14N,xnyp)		Chem., Med.				化学, 医学 カガク

		229Pa		91		1.50 d		AVF		232Th(p,4n)		Chem.				化学 カガク

		236Np		93		1.54×105 y		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		Multitracer		<90				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





RIリスト200818加工（日本語）

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ				Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク						139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク														natLa(d,xn)

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ				141Ce		58		32.501 d		AVF		natBa(α,x)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,43,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ				141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン				143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

										nat,44Ca(d,x)												143Sm*		62		66 s		AVF		144Sm(d,p2n)		Chem.				化学 カガク

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR				143,144Eu*		63		2.63 min, 10.2 s		AVF		144Sm(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ				146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ				162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		48Cr		24		21.56 h		AVF		46Ti(α,2n)		Ind.		Univ. Tokyo		工学 コウガク		東大 トウダイ				163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ				169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学						170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR				173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

										natCu(d,xn)												173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク						174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA				175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										70Zn(d,αn)																				natLu(d,xn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ												natHf(d,xn)

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク						177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

										75As(d,2n)												178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

										natGe(α,xn)												179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ				180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

										natRb(d,xn)												181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ												natTa(d,xn)

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ				181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										natSr(d,xn)												182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

										natRb(α,xn)												182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ				183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

										89Y(d,xn)												185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				186Re		75		90.64 h		AVF		186W(d,2n)		Med.		Univ. Tokyo		医学 イガク		東大 トウダイ

										89Y(d,2n)												188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natSr(α,xn)																				natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ				206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natZr(d,xn)																				natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ				209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

										natZr(d,xn)												211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ				214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

										93Nb(d,2n)												225Ac		89		10.0 d		RRC		232Th(14N,xnyp)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		化学, 医学 カガク イガク

										natZr(α,xn)												229Pa		91		1.50 d		AVF		232Th(p,4n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		化学 カガク

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク						236Np		93		1.54×105 y		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ						245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン				255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク												AVF		248Cm(12C,5n)

										93Nb(α,2n)												255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.		IMP		化学 カガク		IMP				257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ				259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク						261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク						262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ				265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA				266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

										natAg(d,xn)												Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ				Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ				Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

										natSb(d,xn)												Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR				Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク						Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

										natLa(d,x)												Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

																						Multitracer		<90				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





























































































































RIリスト200818加工（英語）

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ				Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク						139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク														natLa(d,xn)

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ				141Ce		58		32.501 d		AVF		natBa(α,x)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,43,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ				141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン				143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

										nat,44Ca(d,x)												143Sm*		62		66 s		AVF		144Sm(d,p2n)		Chem.				化学 カガク

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR				143,144Eu*		63		2.63 min, 10.2 s		AVF		144Sm(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ				146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ				162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		48Cr		24		21.56 h		AVF		46Ti(α,2n)		Ind.		Univ. Tokyo		工学 コウガク		東大 トウダイ				163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ				169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学						170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR				173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

										natCu(d,xn)												173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク						174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA				175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										70Zn(d,αn)																				natLu(d,xn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ												natHf(d,xn)

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク						177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

										75As(d,2n)												178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

										natGe(α,xn)												179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ				180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

										natRb(d,xn)												181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ												natTa(d,xn)

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ				181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										natSr(d,xn)												182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

										natRb(α,xn)												182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ				183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

										89Y(d,xn)												185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				186Re		75		90.64 h		AVF		186W(d,2n)		Med.		Univ. Tokyo		医学 イガク		東大 トウダイ

										89Y(d,2n)												188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natSr(α,xn)																				natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ				206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natZr(d,xn)																				natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ				209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

										natZr(d,xn)												211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ				214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

										93Nb(d,2n)												225Ac		89		10.0 d		RRC		232Th(14N,xnyp)		Chem., Med.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

										natZr(α,xn)												229Pa		91		1.50 d		AVF		232Th(p,4n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク						236Np		93		1.54×105 y		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ						245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン				255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク												AVF		248Cm(12C,5n)				JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										93Nb(α,2n)												255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.		IMP		化学 カガク		IMP				257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ				259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク						261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク						262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.				物理

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ				265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA				266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.

										natAg(d,xn)												Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ				Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ				Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

										natSb(d,xn)												Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR				Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク						Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

										natLa(d,x)												Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

																						Multitracer		<90				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





























































































































RIリスト200201

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,43,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン

										nat,44Ca(d,x)

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		48Cr		24		21.56 h		AVF		46Ti(α,2n)		Ind.		Univ. Tokyo		工学 コウガク		東大 トウダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR

										natCu(d,xn)

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA

										70Zn(d,αn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

										natGe(α,xn)

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ

										natRb(d,xn)

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ

										natSr(d,xn)

										natRb(α,xn)

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ

										89Y(d,xn)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

										natSr(α,xn)

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ

										natZr(d,xn)

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natZr(d,xn)

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,xn)

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										93Nb(α,2n)

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.		IMP		化学 カガク		IMP

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										natAg(d,xn)

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ

										natSb(d,xn)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

										natLa(d,x)

		139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

										natLa(d,xn)

		141Ce		58		32.501 d		AVF		natBa(α,x)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

		143Sm*		62		66 s		AVF		144Sm(d,p2n)		Chem.				化学 カガク

		143,144Eu*		63		2.63 min, 10.2 s		AVF		144Sm(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										natLu(d,xn)

		177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natHf(d,xn)

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

										natTa(d,xn)

		181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		186Re		75		90.64 h		AVF		186W(d,2n)		Med.		Univ. Tokyo		医学 イガク		東大 トウダイ

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

		236Np		93		1.54×105		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





RIリスト190511加工（日本語）

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ				Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク						135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク														natLa(d,x)

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ				139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ												natLa(d,xn)

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン				141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

										nat,44Ca(d,x)												143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR				144Eu*		63		10.2 s		AVF		144Sm(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ				146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ				162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ				163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学						169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR				170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

										natCu(d,xn)												173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク						173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA				174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

										70Zn(d,αn)												175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク														natLu(d,xn)

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ				177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク														natHf(d,xn)

										75As(d,2n)												177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

										natGe(α,xn)												178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ				179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

										natRb(d,xn)												180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ												natTa(d,xn)

										natSr(d,xn)												181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										natRb(α,xn)												182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ				182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

										89Y(d,xn)												183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

										89Y(d,2n)												188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natSr(α,xn)																				natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ				206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natZr(d,xn)																				natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ				209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

										natZr(d,xn)												211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ				214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

										93Nb(d,2n)												236Np		93		1.54×105		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

										natZr(α,xn)												245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク						255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ												AVF		248Cm(12C,5n)

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン				255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										93Nb(α,2n)												259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.				化学 カガク						261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ				262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク						265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク						266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ				Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA				Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

										natAg(d,xn)												Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ				Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ				Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

										natSb(d,xn)												Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR				Multitracer		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

																						Multitracer*		<90				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.



























































































































RIリスト190511加工（英語）

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ				Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク						135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク														natLa(d,x)

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ				139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ												natLa(d,xn)

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン				141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

										nat,44Ca(d,x)												143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR				144Eu*		63		10.2 s		AVF		144Sm(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ				146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ				162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ				163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学						169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR				170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

										natCu(d,xn)												173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク						173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA				174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

										70Zn(d,αn)												175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク														natLu(d,xn)

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ				177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク														natHf(d,xn)

										75As(d,2n)												177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

										natGe(α,xn)												178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ				179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

										natRb(d,xn)												180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ												natTa(d,xn)

										natSr(d,xn)												181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										natRb(α,xn)												182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ				182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

										89Y(d,xn)												183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

										89Y(d,2n)												188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natSr(α,xn)																				natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ				206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natZr(d,xn)																				natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ				209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

										natZr(d,xn)												211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ				214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

										93Nb(d,2n)												236Np		93		1.54×105		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

										natZr(α,xn)												245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク						255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ												AVF		248Cm(12C,5n)

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン				255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										93Nb(α,2n)												259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.				化学 カガク						261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ				262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク						265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク						266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ				Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA				Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

										natAg(d,xn)												Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ				Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ				Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

										natSb(d,xn)												Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR				Multitracer		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

																						Multitracer*		<90				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.



























































































































RIリスト190511

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン

										nat,44Ca(d,x)

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR

										natCu(d,xn)

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA

										70Zn(d,αn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

										natGe(α,xn)

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ

										natRb(d,xn)

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ

										natSr(d,xn)

										natRb(α,xn)

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ

										89Y(d,xn)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

										natSr(α,xn)

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ

										natZr(d,xn)

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natZr(d,xn)

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,xn)

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										93Nb(α,2n)

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										natAg(d,xn)

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ

										natSb(d,xn)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

										natLa(d,x)

		139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

										natLa(d,xn)

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

		144Eu*		63		10.2 s		AVF		144Sm(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										natLu(d,xn)

		177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natHf(d,xn)

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

										natTa(d,xn)

		181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

		236Np		93		1.54×105		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.
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		Reference		Authors		DOI		Reaction		Nuclide		Energy (MeV)

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 296,14–21 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2012.12.003		natTi(d,x)		48V,43,44m,44g,46,47,48Sc		24

		AIP Conf. Proc. 1528, 433–437 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka, H. A. Kassim, Y. M. Amin		doi: 10.1063/1.4803640		natTi(d,x)		48V		24

		Appl. Radiat. Isot. 90, 149-157 (2014).		M. Murakami, H.Haba, S.Goto, J.Kanaya, H. Kudo		http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.03.014		natZr(p,x)		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb, 95Zr, 87g,88Y		14

								natHf(p,x)		175,176,177,178,179Ta, 175Hf

		J. Radioanal. Nucl. Chem. 302, 759–764 (2014).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka, H. A. Kassim		DOI 10.1007/s10967-014-3186-y		natCu(d,x)		62,65Zn,64Cu,60g+mCo,59Fe		24		Deuteron-induced activation cross-sections on natural copper up to 24 MeV

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 335, 8–18 (2014).		M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, A. R. Usman		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2014.05.020		natYb(d,x)		169,170,171,172,173,174m,174,176m,177gLu, 169,175,177Yb		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 316, 33–41 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2013.08.032		natFe(d,x)		55,56,57,58g+mCo,52g,54,56Mn,51Cr,59Fe		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 397, 33–38 (2017).		S. Takács, F. Ditrói, Z. Szűcs, H. Haba, Y. Komori, M. Aikawa, M. Saito		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.02.033		27Al(α,x)		22,24Na		50

								natTi(α,x)		51Cr		50

								natCu(α,x)		66,67Ga,65Zn		50

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 399, 34–47 (2017).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, M. Murakami		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.03.120		natTi(α,x)		51,49,48Cr,48V,43K,43,44m,44g,46g+m,47,48Sc		50

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 385, 1–8 (2016).		F. Ditrói, S. Takács, H. Haba, Y. Komori, M. Aikawa, Z. Szűcs, M. Saito		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.08.016		116Cd(α,x)		117mSn,117m,g,116m,115mIn,115m,gCd		51		Excitation function of the alpha particle induced nuclear reactions on enriched 116Cd, production of the theranostic isotope 117mSn

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 383, 213–226 (2016).		S. Takács, M. P. Takács, F. Ditrói, M. Aikawa, H. Haba, Y. Komori		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.07.015		natGe(α,x)		72,73,75Se,71,72,74,76,78As,69Ge		50		Activation cross sections of longer-lived radionuclides produced in germanium by alpha particle irradiation

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 362, 151–162 (2015).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka, H. A. Kassim		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.09.045		natPt(d,x)		192,193,194,195,196m2,196,198m,198,199Au,195m,197Pt,190(g+m1+0.086m2),192(g+m1),194mIr		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 346, 8–16 (2015).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.01.011		natZn(d,x)		66,67Ga,64,67Cu,65,69mZn,58m+gCo		23

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 368, 112–119 (2016).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.10.077		natNi(d,x)		55–58,60Co,57Ni,52g,54Mn,61Cu		24

		Appl. Radiat. Isot. 125, 23–26 (2017).		M. Saito, M. Aikawa, Y. Komori, H. Haba, S.Takács		https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.04.010		169Tm(d,x)		169Yb,167,168,170Tm		24

		Appl. Radiat. Isot. 114, 104–113 (2016).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, M. Murakami, Y. Komori		https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2016.04.027		natCu(α,x)		66,67Ga,65Zn,57,58,60Co		50

								natZn(d,x)		68Ga

		Nucl. Instr. and Meth. B 427, 91–94 (2018). 		M. Aikawa, M. Saito, S. Ebata, Y. Komori, and H. Haba		https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.05.006		natZn(α,x)		68,69Ge, 66,67Ga		50.7		Activation cross sections of α-induced reactions on natZn for Ge and Ga production

								natCr(α,x)		52Fe

								89Y(d,x)

								natZr(d,x)		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb,95,97Zr,87mY,87g,88Y

		Appl. Radiat. Isot. 144, 47–53 (2019).		T. Murata, M. Aikawa, M. Saitoc, N. Ukon, Y. Komori, H, Haba, and S. Takács		https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2018.11.012		natZr(α,x)		99Mo

								natMo(d,x)

								natCd(α,x)

		Nucl. Instr. and Meth. B 426, 13–17 (2018).		N. Ukon, M. Aikawa, Y. Komori, and H. Haba		https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.04.019		natPd(d,x)		103,104g+m,105,106m,110m,111Ag		24		Production cross sections of deuteron-induced reactions on natural palladium for Ag isotopes

		Nucl. Instr. and Meth. B 449, 99–104 (2019).		M. Aikawa, M. Saito, Y. Komori, H. Haba, S. Takács, F. Ditrói, and Z. Szűcs				natPd(α,x)

		Nucl. Instr. and Meth. B 426, 18–21 (2018).		M. Aikawa, M. Saito, N. Ukon, Y. Komori, and H. Haba		https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.04.023		natIn(α,x)		117m,113Sn, 116m,117,118mSb		50		Activation cross sections of alpha-induced reactions on natIn for 117mSn production

								natCe(d,x)

								natSm(d,x)

								159Tb(d,x)

								natHo(α,x)

								169Tm(α,x)

								natLu(p,x)

								natLu(d,x)

								natHf(d,x)		175,176,178a,179Ta,175Hf179m2,180m,181gHf,180Ta

								natHf(α,x)		182Ta

								natTa(p,x)

								natTa(d,x)

								natIr(α,x)

								natTa(d,x)

		Nucl. Instr. and Meth. B 436 (2018) 119–129.		F. Ditrói, S. Takács, H. Haba, Y. Komori, M. Aikawa, M. Saito, T. Murata		https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.09.018		natAg(α,x)		111,110m,110g,109g,108gIn,111,110m,106m,105gAg,109Cd		50		Investigation of alpha particle induced reactions on natural silver in the 40–50 MeV energy range

		J. Radioanal. Nucl. Chem.		Enrico Corniani, Ferenc Ditrói, Sandor Takács, Hiromitsu Haba, Yukiko Komori, Masayuki Aikawa, Moemi Saito, and Tomonori Murata		https://doi.org/10.1007/s10967-019-06527-4

		Proceedings of the Eighth AASPP Workshop on Asian Nuclear Reaction Database Development, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia, 9–13 October 2017, Edited by Myagmarjav Odsuren, Gonchigdorj Khuukhenkhuu, Suren Davaa, and Naohiko Otuka, INDC(MGL)-0001, Distr. NC		N.Ukon, M.Aikawa, Y.Komori, H.Haba				natPd(d,x)		103Ag		23.95		Activation Cross Sections of Deuteron-Induced Reactions on Natural Palladium for 103Ag Production

		EPJ Web of Conferences 146, 11029 1-4 (2017).		Mayeen Uddin Khandaker, Hiromitsu Haba, Naohiko Otuka, and Hasan Abu Kassim		DOI: 10.1051/epjconf/201714611029		27Al(d,x)24Na		24Na		24		Investigation of the 27Al(d,x)24Na nuclear reaction for deuteron beam monitoring purpose

								natYb(α,x)

								natHf(α,x)

								natW(α,x)

								natZr(α,x)

								89Y(α,x)89Zr

								64Ni(α,p)67Cu

								93Nb(d,x)

								89Y(d,x)

								natEr(α,x)

								natPd(d,x)

								169Tm(α,x)

								natNi(α,x)

								natW(α,x)

								natZn(d,x)

								159Tb(d,x)

								natPd(d,x)

								natEr(d,x)

								natGd(α,x)

								natDy(α,x)

								natSb(α,x) 

								45Sc(d,x) 

								atTl(d,x)203Hg,202Tl





RIリスト170825

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		natCa(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind.		RIKEN CLST		工学 コウガク		理研CLST リケン

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN CLST		工学 コウガク		理研CLST

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN CLST		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研CLST

										natCu(d,xn)

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA

										70Zn(d,αn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

										natGe(α,xn)

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ

										natRb(d,xn)

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ

										natSr(d,xn)

										natRb(α,xn)

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN CLST, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研CLST, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ

										89Y(d,xn)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

										natSr(α,xn)

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ

										natZr(d,xn)

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natZr(d,xn)

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,xn)

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										93Nb(α,2n)

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										natAg(d,xn)

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ

										natSb(d,xn)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN CLST		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研CLST

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

		139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

										natLa(d,xn)

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		144Eu*		63		10.2 s		AVF		144Sm(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										natLu(d,xn)

		177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natHf(d,xn)

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

										natTa(d,xn)

		181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

		203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





励起関数170825

		Reference		Authors		DOI		Reaction		Nuclide		Energy (MeV)

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 296,14–21 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2012.12.003		natTi(d,x)		48V,43,44m,44g,46,47,48Sc		24

		AIP Conf. Proc. 1528, 433–437 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka, H. A. Kassim, Y. M. Amin		doi: 10.1063/1.4803640		natTi(d,x)		48V		24

		Appl. Radiat. Isot. 90, 149-157 (2014).		M. Murakami, H.Haba, S.Goto, J.Kanaya, H. Kudo		http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.03.014		natZr(p,x)		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb, 95Zr, 87g,88Y		14

								natHf(p,x)		175,176,177,178,179Ta, 175Hf

		J. Radioanal. Nucl. Chem. 302, 759–764 (2014).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka, H. A. Kassim		DOI 10.1007/s10967-014-3186-y		natCu(d,x)		62,65Zn,64Cu,60g+mCo,59Fe		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 335, 8–18 (2014).		M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, A. R. Usman		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2014.05.020		natYb(d,x)		169,170,171,172,173,174m,174,176m,177gLu, 169,175,177Yb		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 316, 33–41 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2013.08.032		natFe(d,x)		55,56,57,58g+mCo,52g,54,56Mn,51Cr,59Fe		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 397, 33–38 (2017).		S. Takács, F. Ditrói, Z. Szűcs, H. Haba, Y. Komori, M. Aikawa, M. Saito		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.02.033		27Al(α,x)		22,24Na		50

								natTi(α,x)		51Cr		50

								natCu(α,x)		66,67Ga,65Zn		50

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 399, 34–47 (2017).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, M. Murakami		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.03.120		natTi(α,x)		51,49,48Cr,48V,43K,43,44m,44g,46g+m,47,48Sc		50

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 385, 1–8 (2016).		F. Ditrói, S. Takács, H. Haba, Y. Komori, M. Aikawa, Z. Szűcs, M. Saito		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.08.016		116Cd(α,x)		117mSn,117m,g,116m,115mIn,115m,gCd		51

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 383, 213–226 (2016).		S. Takács, M. P. Takács, F. Ditrói, M. Aikawa, H. Haba, Y. Komori		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.07.015		natGe(α,x)		72,73,75Se,71,72,74,76,78As,69Ge		50

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 362, 151–162 (2015).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka, H. A. Kassim		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.09.045		natPt(d,x)		192,193,194,195,196m2,196,198m,198,199Au,195m,197Pt,190(g+m1+0.086m2),192(g+m1),194mIr		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 346, 8–16 (2015).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.01.011		natZn(d,x)		66,67Ga,64,67Cu,65,69mZn,58m+gCo		23

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 368, 112–119 (2016).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.10.077		natNi(d,x)		55–58,60Co,57Ni,52g,54Mn,61Cu		24

		Appl. Radiat. Isot. 125, 23–26 (2017).		M. Saito, M. Aikawa, Y. Komori, H. Haba, S.Takács		https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.04.010		169Tm(d,x)		169Yb,167,168,170Tm		24

		Appl. Radiat. Isot. 114, 104–113 (2017).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, M. Murakami, Y. Komori		https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2016.04.027		natCu(α,x)		66,67Ga,65Zn,57,58,60Co		50

								natZn(d,x)		68Ga

								natZn(α,x)

								natCr(α,x)		52Fe

								89Y(d,x)

								natZr(d,x)		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb,95,97Zr,87mY,87g,88Y

								natZr(α,x)		99Mo

								natMo(d,x)

								natCd(α,x)

								natPd(d,x)		103Ag

								natPd(α,x)

								natIn(α,x)

								natCe(d,x)

								natSm(d,x)

								159Tb(d,x)

								natHo(α,x)

								169Tm(α,x)

								natLu(p,x)

								natLu(d,x)

								natHf(d,x)		175,176,178a,179Ta,175Hf179m2,180m,181gHf,180Ta

								natHf(α,x)		182Ta

								natTa(p,x)

								natTa(d,x)

								natIr(α,x)

								natTa(d,x)





RIリスト151009

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		7Li(p,n)		Ind.				工学 コウガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48V		23		15.97 d		AVF		natTi(p,X)		Phys., Pharm. sci., Med.		Univ. Malaya, IAEA, Kyoto Pharm. Univ.		物理，薬学，医学 ブツリ ヤクガク イガク		Malaya大，IAEA，京都薬大 ダイ キョウト ヤク ダイ

										natTi(d,X)

		48Cr		24		21.56 h		AVF		natTi(d,X)		Phys.		Tohoku Univ.		物理 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		43,44m,44g,46,47,48Sc		21		3.891 h, 58.6 h, 3.927 h, 83.79 d, 3.3492 d, 43.67 h		AVF		natTi(d,X)		Phys., Med.		Univ. Malaya, IAEA		物理，医学 イガク		Malaya大，IAEA

		51Cr		24		27.702 d		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		52gMn		25		5.591 d		AVF		52Cr(p,n)		Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

										natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		54Mn		25		312.3 d		AVF		54Cr(p,n)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学，医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		56Mn		25		2.5785 h		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		55,56,57,58Co		27		17.53 h, 77.23 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,X)		Phys., Med.		Univ. Malaya, IAEA		物理，医学		Malaya大，IAEA

		59Fe		26		44.503 d		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

										natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		60Co		27		5.2714 y		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		62Zn		30		9.186 h		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		64Cu		29		12.700 h		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		65Zn		30		244.3 d		AVF		65Cu(p,n)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN CLST, Univ. Malaya, IAEA		物理，化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA，理研CLST，Malaya大，IAEA

										65Cu(d,2n)

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学，医学，薬学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

		85gSr		38		64.84 d		AVF		85Rb(p,n)		Environ. sci.		Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		筑波大 ツクバ ダイ

										85Rb(d,2n)		Chem.		JRIA		化学 カガク		JRIA

		88Y		39		106.7 d		AVF		88Sr(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		生物学，医学，薬学 セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA，岡山大 オカヤマダイ

										88Sr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		85gZr*				7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		87g,88Y		39		79.8 h, 106.65 d		AVF		natZr(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		87mY		39		13.37 h		AVF		natZr(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		88Zr		40		83.4 d		AVF		89Y(d,3n)		Chem.				化学 カガク

		89gZr		40		78.41 h		AVF		89Y(p,n)		Chem., Pharm. sci., Med.		JAEA, RIKEN CLST, Okayama Univ.		化学，薬学，医学 カガク ヤクガク イガク		JAEA，理研CLST，岡山大 リケン ゲンリ オカヤマダイ

										89Y(d,2n)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

		88m,gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90mNb*		41		18.81 s		AVF		90Zr(p,n)		Phys.		Tohoku Univ., Osaka Univ., Kyoto Univ.		物理 ブツリ		東北大，阪大，京大 トウホクダイ ハンダイ キョウダイ

		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb		41		14.60 h, 60.86 d, 10.15 d, 86.6 h, 34.975 d, 23.35 h 		AVF		natZr(p,X)		Phys., Chem.		Niigata Univ.		物理，化学 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		92mNb		41		10.15 d		AVF		92Zr(p,n)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，新潟大 ニイガタ

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大，阪大 シュト ダイ ハンダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,X)

		93g,94gTc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		natNb(α,X)		Chem.				化学 カガク

		95Zr		40		64.02 d		AVF		natZr(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		97Zr		40		16.91 h		AVF		natZr(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学，化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

		99Mo		42		65.94 h		AVF		96Zr(α,n)		Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,X)		Chem.				化学 カガク

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,X)		Chem.				化学 カガク

		109Cd		48		462.6 d		AVF		109Ag(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学，医学，薬学，工学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										109Ag(d,2n)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Pharm. sci., Med.		RIKEN CLST		薬学，医学 ヤクガク イガク		理研CLST

		139Ce		58		137.6 d		AVF		139La(p,n)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		169,175,177Yb		70		32.026d, 4.185 d, 1.911 h		AVF		natYb(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		169,170,171,172,173,174m,174,176m,177gLu		71		34.06 h, 3.012 d, 8.24 d, 6.70 d, 1.37 y, 142 d, 3.31 y, 3.635 h, 6.734 d		AVF		natYb(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		169Hf*		72		3.24 min		AVF		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		175Lu(p,n)		Chem.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，金沢大，新潟大 カナザワダイ ニイガタダイ

										175Lu(d,2n)

										natHf(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natHf(d,X)

		175,176,178a,179Ta		73		10.5 h, 8.09 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,X)		Phys., Chem.		Niigata Univ., JAEA		物理，化学 ブツリ		新潟大，JAEA ニイガタダイ

										natHf(d,X)

		177Ta		73		56.56 h		AVF		natHf(p,X)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，新潟大 ニイガタダイ

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,X)		Chem.				化学 カガク

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,X)		Chem.				化学 カガク

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,X)		Chem.				化学 カガク

		179m2,180m,181gHf		72		25.05 d, 5.5 h, 42.39 d		AVF		natHf(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		180gTa		73		8.152 h		AVF		natHf(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,X)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		181Ta(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,X)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		185Re(p,n)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,X)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

		203Pb		82		51.87 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		206Pb(p,n)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学，医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA		薬学，医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理，化学 ブツリ カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，金沢大，新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ., Mainz Univ., GSI, IMP, PSI, LBNL, UC Berkeley, Univ. Bern		物理，化学		JAEA，阪大，東北大，新潟大，マインツ大，GSI，IMP，PSI，LBNL，UCバークレー，ベルン大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ ダイ ダイ

		266Bh*		107		1.7 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		物理		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 カガク		JAEA，阪大，金沢大，東北大，BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





RIリスト151009 論文用

		RI		Z		Half-life		Accelerator		Nuclear reaction						Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)						Ind.				工学 コウガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)						Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn); natTi(d,xn)						Phys., Pharm. sci., Med.		Univ. Malaya, IAEA, Kyoto Pharm. Univ.		物理，薬学，医学 ブツリ ヤクガク イガク		Malaya大，IAEA，京都薬大 ダイ キョウト ヤク ダイ

		48Cr		24		21.56 h		AVF		natTi(α,xn)						Phys.		Tohoku Univ.		物理 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		52,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)						Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α); 70Zn(d,αn)						Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn); natCu(d,xn)						Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN CLST, Univ. Malaya, IAEA		物理，化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA，理研CLST，Malaya大，IAEA

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n); 75As(d,2n)						Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学，医学，薬学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn); natRb(d,xn)						Environ. sci.		Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		筑波大 ツクバ ダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn); natSr(d,xn)						Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		生物学，医学，薬学 セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA，岡山大 オカヤマダイ

		85Zr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)						Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		88,89gZr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn); 89Y(d,xn)						Chem.				化学 カガク

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,xn); 89Y(d,xn)						Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		88m,88gNb*		41		7.8 min, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)						Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90mNb*		41		18.81 s		AVF		natZr(p,xn)						Phys.		Tohoku Univ., Osaka Univ., Kyoto Univ.		物理 ブツリ		東北大，阪大，京大 トウホクダイ ハンダイ キョウダイ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,X); natZr(d,X)						Phys., Chem.		Niigata Univ.		物理，化学 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)						Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n); 93Nb(d,2n); natZr(α,xn)						Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大，阪大 シュト ダイ ハンダイ

		99Mo		42		65.94 h		AVF		96Zr(α,n)						Chem.				化学 カガク

		93,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)						Chem.				化学 カガク

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)						Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学，化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,X)						Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,X)						Chem.				化学 カガク

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn); natAg(d,xn)						Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学，医学，薬学，工学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)						Pharm. sci., Med.		RIKEN CLST		薬学，医学 ヤクガク イガク		理研CLST

		139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)						Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)						Chem.				化学 カガク

		169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)						Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn); natLu(d,xn)						Chem.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，金沢大，新潟大 カナザワダイ ニイガタダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)						Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		177Ta		73		56.56 h		AVF		natHf(p,xn)						Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，新潟大 ニイガタダイ

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)						Chem.				化学 カガク

		179Ta		73		1.82 y		AVF		natHf(d,xn)

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,X)						Chem.				化学 カガク

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)						Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,X)						Chem.				化学 カガク

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)						Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)						Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)						Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)						Chem.				化学 カガク

		183Re		75		70.0 d		AVF		natW(d,xn)

		185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)						Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)						Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

		203Pb		82		51.873 h		AVF		natTl(p,xn)						Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)						Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学，医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)						Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA		薬学，医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)						Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)						Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n); 248Cm(12C,5n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理，化学 ブツリ カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)						Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)						Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)						Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 2.6 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，金沢大，新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ., Mainz Univ., GSI, IMP, PSI, LBNL, UC Berkeley, Univ. Bern		物理，化学		JAEA，阪大，東北大，新潟大，マインツ大，GSI，IMP，PSI，LBNL，UCバークレー，ベルン大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ ダイ ダイ

		266Bh*		107		10.7 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		物理		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,X)						Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 カガク		JAEA，阪大，金沢大，東北大，BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,X)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,X)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,X)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,X)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,X)

		Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,X)

		* Radioisotopes produced with the gas-jet system





RIリスト140822

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		7Li(p,n)		Ind.				工学 コウガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48V		23		15.97 d		AVF		natTi(p,X)		Phys., Pharm. sci., Med.		Univ. Malaya, IAEA, Kyoto Pharm. Univ.		物理，薬学，医学 ブツリ ヤクガク イガク		Malaya大，IAEA，京都薬大 ダイ キョウト ヤク ダイ

										natTi(d,X)

		48Cr		24		21.56 h		AVF		natTi(d,X)		Phys.		Tohoku Univ.		物理 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		43,44m,44g,46,47,48Sc		21		3.891 h, 58.6 h, 3.927 h, 83.79 d, 3.3492 d, 43.67 h		AVF		natTi(d,X)		Phys., Med.		Univ. Malaya, IAEA		物理，医学 イガク		Malaya大，IAEA

		51Cr		24		27.702 d		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		52gMn		25		5.591 d		AVF		52Cr(p,n)		Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

										natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		54Mn		25		312.3 d		AVF		54Cr(p,n)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学，医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		56Mn		25		2.5785 h		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		55,56,57,58Co		27		17.53 h, 77.23 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,X)		Phys., Med.		Univ. Malaya, IAEA		物理，医学		Malaya大，IAEA

		59Fe		26		44.503 d		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

										natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		60Co		27		5.2714 y		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		62Zn		30		9.186 h		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		64Cu		29		12.700 h		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		65Zn		30		244.3 d		AVF		65Cu(p,n)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN CLST, Univ. Malaya, IAEA		物理，化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA，理研CLST，Malaya大，IAEA

										65Cu(d,2n)

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学，医学，薬学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

		85gSr		38		64.84 d		AVF		85Rb(p,n)		Environ. sci.		Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		筑波大 ツクバ ダイ

										85Rb(d,2n)		Chem.		JRIA		化学 カガク		JRIA

		88Y		39		106.7 d		AVF		88Sr(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		生物学，医学，薬学 セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA，岡山大 オカヤマダイ

										88Sr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		85gZr*				7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		87g,88Y		39		79.8 h, 106.65 d		AVF		natZr(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		87mY		39		13.37 h		AVF		natZr(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		88Zr		40		83.4 d		AVF		89Y(d,3n)		Chem.				化学 カガク

		89gZr		40		78.41 h		AVF		89Y(p,n)		Chem., Pharm. sci., Med.		JAEA, RIKEN CLST, Okayama Univ.		化学，薬学，医学 カガク ヤクガク イガク		JAEA，理研CLST，岡山大 リケン ゲンリ オカヤマダイ

										89Y(d,2n)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

		88m,gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90mNb*		41		18.81 s		AVF		90Zr(p,n)		Phys.		Tohoku Univ., Osaka Univ., Kyoto Univ.		物理 ブツリ		東北大，阪大，京大 トウホクダイ ハンダイ キョウダイ

		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb		41		14.60 h, 60.86 d, 10.15 d, 86.6 h, 34.975 d, 23.35 h 		AVF		natZr(p,X)		Phys., Chem.		Niigata Univ.		物理，化学 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		92mNb		41		10.15 d		AVF		92Zr(p,n)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，新潟大 ニイガタ

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大，阪大 シュト ダイ ハンダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,X)

		93g,94gTc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		natNb(α,X)		Chem.				化学 カガク

		95Zr		40		64.02 d		AVF		natZr(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		97Zr		40		16.91 h		AVF		natZr(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学，化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

		99Mo		42		65.94 h		AVF		96Zr(α,n)		Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,X)		Chem.				化学 カガク

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,X)		Chem.				化学 カガク

		109Cd		48		462.6 d		AVF		109Ag(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学，医学，薬学，工学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										109Ag(d,2n)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Pharm. sci., Med.		RIKEN CLST		薬学，医学 ヤクガク イガク		理研CLST

		139Ce		58		137.6 d		AVF		139La(p,n)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		169,175,177Yb		70		32.026d, 4.185 d, 1.911 h		AVF		natYb(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		169,170,171,172,173,174m,174,176m,177gLu		71		34.06 h, 3.012 d, 8.24 d, 6.70 d, 1.37 y, 142 d, 3.31 y, 3.635 h, 6.734 d		AVF		natYb(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		169Hf*		72		3.24 min		AVF		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		175Lu(p,n)		Chem.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，金沢大，新潟大 カナザワダイ ニイガタダイ

										175Lu(d,2n)

										natHf(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natHf(d,X)

		175,176,178a,179Ta		73		10.5 h, 8.09 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,X)		Phys., Chem.		Niigata Univ., JAEA		物理，化学 ブツリ		新潟大，JAEA ニイガタダイ

										natHf(d,X)

		177Ta		73		56.56 h		AVF		natHf(p,X)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，新潟大 ニイガタダイ

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,X)		Chem.				化学 カガク

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,X)		Chem.				化学 カガク

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,X)		Chem.				化学 カガク

		179m2,180m,181gHf		72		25.05 d, 5.5 h, 42.39 d		AVF		natHf(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		180gTa		73		8.152 h		AVF		natHf(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,X)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		181Ta(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,X)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		185Re(p,n)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,X)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

		203Pb		82		51.87 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		206Pb(p,n)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学，医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理，化学 ブツリ カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，金沢大，新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ., Mainz Univ., GSI, IMP, PSI, LBNL, UC Berkeley, Univ. Bern		物理，化学		JAEA，阪大，東北大，新潟大，マインツ大，GSI，IMP，PSI，LBNL，UCバークレー，ベルン大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ ダイ ダイ

		266Bh*		107		1.7 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		物理		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 カガク		JAEA，阪大，金沢大，東北大，BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.







Nuclides Z T 1/2 Accel. Reactions Research fields Nuclides Z T 1/2 Accel. Reactions Research fields
7Be 4 53.29 d AVF natLi(p,xn) Ind. natLa(p,xn)
24Na 11 14.9590 h AVF natMg(d,x) Ind., Med. natLa(d,xn)
28Mg 12 20.91 h AVF 27Al(α,3p) Chem. 141Ce 58 32.501 d AVF natBa(α,x) Chem., Med.
42,43K 19 12.360 h, 22.3 h AVF nat,43,44Ca(d,x) Ind., Med. 141mNd* 60 62.0 s AVF 141Pr(d,2n) Chem.

natTi(d,x) 143Pm 61 265 d AVF 141Pr(α,x) Chem.
nat,44Ca(d,x) 143Sm* 62 66 s AVF 144Sm(d,p2n) Chem.

44Ti 22 49 y AVF 45Sc(d,3n) Ind. 143,144Eu* 63 2.63 min, 10.2 s AVF 144Sm(d,xn) Chem.
48V 23 15.9735 d AVF natTi(p,xn) Pharm. sci., Med. 146Gd 64 48.27 d AVF 144Sm(α,2n) Chem.

48,51Cr 24 21.56 h, 27.702 d AVF natTi(α,xn) Phys., Chem. 162,163Yb* 70 18.87 min, 11.05 min AVF natGd(12C,xn) Phys.
48Cr 24 21.56 h AVF 46Ti(α,2n) Ind. 163,164W* 74 2.75 s, 6.0 s RILAC 144Sm(24Mg,xn) Chem.

52g,54Mn 25 5.591 d, 312.3 d AVF natCr(p,xn) Pharm. sci., Med. 169Hf* 72 3.24 min AVF/RILAC natGd(18O,xn) Chem.
56,57,58Co 27 77.27 d, 271.79 d, 70.82 d AVF natFe(d,xn) Med. 170Ta* 73 6.76 min AVF/RILAC natGd(19F,xn) Chem.

61Cu 29 3.333 h AVF natZn(d,x) Chem. 170Re* 75 9.2 s RILAC 152Gd(23Na,5n) Chem.
natCu(p,xn) 173Hf* 72 23.6 h AVF natYb(α,xn) Chem.
natCu(d,xn) 173W* 74 7.6 min AVF/RILAC natGd(22Ne,xn) Chem.

66,67Ga 31 9.49 h, 3.2612 d AVF natZn(d,xn) Chem., Ind. 174Re* 75 2.40 min RILAC natGd(23Na,xn) Chem.
70Zn(p,α) natLu(p,xn)

70Zn(d,αn) natLu(d,xn)
69mZn 30 13.76 h AVF natZn(d,x) Chem. natHf(p,xn)
74As 33 17.77 d AVF natGa(α,x) Biol. natHf(d,xn)

75As(p,n) 177W* 74 135 min AVF natHf(α,xn) Chem.
75As(d,2n) 178aTa* 73 2.36 h AVF natHf(d,xn) Chem.
natGe(α,xn) 179mW* 74 6.40 min AVF natTa(d,xn) Chem.
natRb(p,xn) 180Re* 75 2.44 min AVF natTa(α,xn) Chem.
natRb(d,xn) natTa(p,xn)

85gZr* 40 7.86 min AVF/RILAC natGe(18O,xn) Chem. natTa(d,xn)
natSr(p,xn) 181Re* 75 19.9 h AVF natW(d,xn) Chem.
natSr(d,xn) 182Ta 73 114.43 d AVF natHf(α,x) Chem.
natRb(α,xn) 182a,183,184m,184gRe 75 12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d AVF natW(d,xn) Phys., Chem.

89Y(p,xn) 183Re 75 70.0 d AVF natTa(α,xn) Chem.
89Y(d,xn) 185Os 76 93.6 d AVF natRe(p,xn) Chem.
89Y(p,n) 186Re 75 90.64 h AVF 186W(d,2n) Med.

89Y(d,2n) natOs(α,xn) Med.
natSr(α,xn) natIr(d,xn) Phys.

88m,88gNb* 41 7.8, 14.5 min AVF/RILAC natGe(19F,xn) Chem. 203Pb 82 51.873 h AVF 203Tl(p,n) Med.
natZr(p,xn) natPb(p,xn) Pharm. sci., Med.
natZr(d,xn) natPb(d,xn) Chem.

90Mo* 42 5.67 h AVF/RILAC natGe(22Ne,xn) Chem. 206Fr* 87 15.9 s RILAC 169Tm(40Ar,3n) Phys.
natZr(p,xn) 209Fr* 87 50.0 s RILAC 197Au(18O,6n) Phys.
natZr(d,xn) 211At 85 7.214 h AVF 209Bi(α,2n) Pharm. sci., Med.

92,94Tc* 43 4.23 min, 293 min AVF natMo(d,xn) Chem. 212Fr* 87 20.0 min AVF 206,207,208,natPb(11B,x) Chem.
93Nb(p,n) 214Ac* 89 8.2 s RILAC 197Au(22Ne,5n) Phys.

93Nb(d,2n) 225Ac 89 10.0 d RRC 232Th(14N,xnyp) Chem., Med.
natZr(α,xn) 229Pa 91 1.50 d AVF 232Th(p,4n) Chem.

93g,94Tc* 43 2.75 h, 293 min AVF 93Nb(α,xn) Chem. 236Np 93 1.54×105 y AVF 232Th(7Li,3n) Environ. sci.
95,96Tc 43 20.0 h, 4.28 d AVF natMo(d,xn) Phys. 245Fm* 100 4.2 s RILAC 208Pb(40Ar,3n) Phys.

95Mo(p,n) Environ. sci., Chem. AVF/RILAC 238U(22Ne,5n)
natMo(d,xn) AVF 248Cm(12C,5n)
93Nb(α,2n) 255Lr* 103 22 s RILAC 209Bi(48Ca,2n) Phys.

99Mo 42 65.94 h AVF natZr(α,xn) Chem. 257Lr* 103 0.646 s AVF 248Cm(14N,5n) Phys.
99Rh 45 16.1 d AVF 99Ru(p,n) Chem. 259Lr* 103 6.3 s AVF 248Cm(15N,4n) Phys.

109mPd* 46 4.696 min AVF natPd(d,x) Chem. 261a,bRf* 104 68, 1.9 s AVF/RILAC 248Cm(18O,5n) Phys., Chem.
104m,gAg* 47 33.5 min, 69.2 min AVF natPd(d,xn) Chem. 262Db* 105 34 s AVF/RILAC 248Cm(19F,5n) Phys., Chem.

111Ag 47 7.45 d AVF natPd(d,xn) Chem., Med. 265a,bSg* 106 8.5, 14.4 s RILAC 248Cm(22Ne,5n) Phys., Chem.
natAg(p,xn) 266Bh* 107 10.0 s RILAC 248Cm(23Na,5n) Phys.
natAg(d,xn) Multitracer <22 RRC natTi(14N,xnyp)

124Sb 51 60.20 d AVF natSn(d,x) Chem. Multitracer* <29 RRC natCu(14N,xnyp)
natSn(α,xn) Multitracer <47 RRC natAg(14N,xnyp)
natSb(d,xn) Multitracer <72 RRC natHf(14N,xnyp)

124I 53 4.1760 d AVF 124Te(d,2n) Ind., Pharm. sci., Med. Multitracer* <73 RRC natTa(14N,xnyp)
133Cs(α,x) Multitracer <79 RRC 197Au(14N,xnyp)
natLa(d,x) Multitracer* <83 RRC 209Bi(14N,xnyp)

Multitracer <90 RRC 232Th(14N,xnyp)
* RIs produced with the gas-jet system.

Environ. sci.

255No* 102 3.1 min Phys., Chem.

109Cd 48 462.6 d AVF Biol., Med., Pharm. sci., Ind.,
Environ. sci.

Chem., Biol., Med., Pharm. sci.,
Ind., Environ. sci.

135mBa 56 28.7 h AVF Med.

121mTe 52 154 d AVF

95mTc 43 61 d AVF
Chem.

93mMo* 42 6.85 h AVF Chem.

92m,95Nb 41 10.15 d, 34.975 d AVF Chem., Environ. sci.

206Bi 83 6.243 d AVF90m,90gNb* 41 18.81 s, 14.60 h AVF Phys., Chem.

188,189,191Pt 78 10.2 d, 10.87 h, 2.802 d AVF
89mZr* 40 4.18 min AVF Chem.

88,89Zr 40 83.4 d, 78.41 h AVF Chem., Ind., Pharm. sci., Med.,
Environ. sci.

88Y 39 106.65 d AVF Chem., Biol., Med., Pharm. sci.

181W 74 121.2 d AVF

85Sr 38 64.84 d AVF Environ. sci., Chem.

75Se 34 119.779 d AVF Biol., Med., Pharm. sci., Environ.
sci.

Chem.

177,178a,179Ta 73 56.56 h, 2.36 h, 1.82 y AVF Chem., Environ. sci.

175Hf 72 70 d AVF Chem., Environ. sci.67Cu 29 61.83 h AVF Pharm. sci., Med.

65Zn 30 244.26 d AVF Phys., Chem., Biol., Med., Pharm.
sci., Ind., Environ. sci.

44m,gSc 21 58.6 h, 3.927 h AVF Ind., Med.

139Ce 58 137.640 d AVF Chem.

周期表のほぼ全領域、100種以上のRI製造実績

AVF: 様々な元素のRI (7Be – 105番元素262Db)
RRC: マルチトレーサー (7Be – 225Ac)
RILAC: 超重元素のRI (85Zr – 107番元素266Bh)

物理学，化学，生物学，工学，医学，薬学，

環境科学など，様々な研究分野におけるRI
応用研究を展開
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RIリスト200818

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,43,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン

										nat,44Ca(d,x)

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		48Cr		24		21.56 h		AVF		46Ti(α,2n)		Ind.		Univ. Tokyo		工学 コウガク		東大 トウダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR

										natCu(d,xn)

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA

										70Zn(d,αn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

										natGe(α,xn)

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ

										natRb(d,xn)

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ

										natSr(d,xn)

										natRb(α,xn)

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ

										89Y(d,xn)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

										natSr(α,xn)

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ

										natZr(d,xn)

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natZr(d,xn)

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,xn)

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										93Nb(α,2n)

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.		IMP		化学 カガク		IMP

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										natAg(d,xn)

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ

										natSb(d,xn)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

										natLa(d,x)

		139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

										natLa(d,xn)

		141Ce		58		32.501 d		AVF		natBa(α,x)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

		143Sm*		62		66 s		AVF		144Sm(d,p2n)		Chem.				化学 カガク

		143,144Eu*		63		2.63 min, 10.2 s		AVF		144Sm(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										natLu(d,xn)

		177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natHf(d,xn)

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

										natTa(d,xn)

		181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		186Re		75		90.64 h		AVF		186W(d,2n)		Med.		Univ. Tokyo		医学 イガク		東大 トウダイ

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

		225Ac		89		10.0 d		RRC		232Th(14N,xnyp)		Chem., Med.				化学, 医学 カガク

		229Pa		91		1.50 d		AVF		232Th(p,4n)		Chem.				化学 カガク

		236Np		93		1.54×105 y		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		Multitracer		<90				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





RIリスト200818加工（日本語）

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ				Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク						139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク														natLa(d,xn)

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ				141Ce		58		32.501 d		AVF		natBa(α,x)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,43,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ				141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン				143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

										nat,44Ca(d,x)												143Sm*		62		66 s		AVF		144Sm(d,p2n)		Chem.				化学 カガク

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR				143,144Eu*		63		2.63 min, 10.2 s		AVF		144Sm(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ				146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ				162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		48Cr		24		21.56 h		AVF		46Ti(α,2n)		Ind.		Univ. Tokyo		工学 コウガク		東大 トウダイ				163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ				169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学						170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR				173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

										natCu(d,xn)												173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク						174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA				175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										70Zn(d,αn)																				natLu(d,xn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ												natHf(d,xn)

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク						177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

										75As(d,2n)												178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

										natGe(α,xn)												179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ				180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

										natRb(d,xn)												181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ												natTa(d,xn)

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ				181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										natSr(d,xn)												182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

										natRb(α,xn)												182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ				183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

										89Y(d,xn)												185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				186Re		75		90.64 h		AVF		186W(d,2n)		Med.		Univ. Tokyo		医学 イガク		東大 トウダイ

										89Y(d,2n)												188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natSr(α,xn)																				natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ				206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natZr(d,xn)																				natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ				209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

										natZr(d,xn)												211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ				214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

										93Nb(d,2n)												225Ac		89		10.0 d		RRC		232Th(14N,xnyp)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		化学, 医学 カガク イガク

										natZr(α,xn)												229Pa		91		1.50 d		AVF		232Th(p,4n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		化学 カガク

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク						236Np		93		1.54×105 y		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ						245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン				255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク												AVF		248Cm(12C,5n)

										93Nb(α,2n)												255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.		IMP		化学 カガク		IMP				257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ				259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク						261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク						262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ				265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA				266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

										natAg(d,xn)												Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ				Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ				Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

										natSb(d,xn)												Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR				Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク						Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

										natLa(d,x)												Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

																						Multitracer		<90				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





























































































































RIリスト200818加工（英語）

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ				Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク						139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク														natLa(d,xn)

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ				141Ce		58		32.501 d		AVF		natBa(α,x)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,43,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ				141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン				143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

										nat,44Ca(d,x)												143Sm*		62		66 s		AVF		144Sm(d,p2n)		Chem.				化学 カガク

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR				143,144Eu*		63		2.63 min, 10.2 s		AVF		144Sm(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ				146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ				162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		48Cr		24		21.56 h		AVF		46Ti(α,2n)		Ind.		Univ. Tokyo		工学 コウガク		東大 トウダイ				163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ				169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学						170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR				173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

										natCu(d,xn)												173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク						174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA				175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										70Zn(d,αn)																				natLu(d,xn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ												natHf(d,xn)

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク						177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

										75As(d,2n)												178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

										natGe(α,xn)												179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ				180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

										natRb(d,xn)												181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ												natTa(d,xn)

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ				181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										natSr(d,xn)												182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

										natRb(α,xn)												182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ				183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

										89Y(d,xn)												185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				186Re		75		90.64 h		AVF		186W(d,2n)		Med.		Univ. Tokyo		医学 イガク		東大 トウダイ

										89Y(d,2n)												188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natSr(α,xn)																				natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ				206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natZr(d,xn)																				natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ				209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

										natZr(d,xn)												211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ				214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

										93Nb(d,2n)												225Ac		89		10.0 d		RRC		232Th(14N,xnyp)		Chem., Med.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

										natZr(α,xn)												229Pa		91		1.50 d		AVF		232Th(p,4n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク						236Np		93		1.54×105 y		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ						245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン				255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク												AVF		248Cm(12C,5n)				JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										93Nb(α,2n)												255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.		IMP		化学 カガク		IMP				257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ				259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク						261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク						262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.				物理

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ				265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA				266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.

										natAg(d,xn)												Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ				Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ				Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

										natSb(d,xn)												Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR				Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク						Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

										natLa(d,x)												Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

																						Multitracer		<90				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





























































































































RIリスト200201

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,43,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン

										nat,44Ca(d,x)

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		48Cr		24		21.56 h		AVF		46Ti(α,2n)		Ind.		Univ. Tokyo		工学 コウガク		東大 トウダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR

										natCu(d,xn)

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA

										70Zn(d,αn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

										natGe(α,xn)

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ

										natRb(d,xn)

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ

										natSr(d,xn)

										natRb(α,xn)

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ

										89Y(d,xn)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

										natSr(α,xn)

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ

										natZr(d,xn)

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natZr(d,xn)

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,xn)

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										93Nb(α,2n)

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.		IMP		化学 カガク		IMP

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										natAg(d,xn)

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ

										natSb(d,xn)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

										natLa(d,x)

		139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

										natLa(d,xn)

		141Ce		58		32.501 d		AVF		natBa(α,x)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

		143Sm*		62		66 s		AVF		144Sm(d,p2n)		Chem.				化学 カガク

		143,144Eu*		63		2.63 min, 10.2 s		AVF		144Sm(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										natLu(d,xn)

		177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natHf(d,xn)

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

										natTa(d,xn)

		181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		186Re		75		90.64 h		AVF		186W(d,2n)		Med.		Univ. Tokyo		医学 イガク		東大 トウダイ

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

		236Np		93		1.54×105		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





RIリスト190511加工（日本語）

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ				Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク						135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク														natLa(d,x)

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ				139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ												natLa(d,xn)

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン				141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

										nat,44Ca(d,x)												143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR				144Eu*		63		10.2 s		AVF		144Sm(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ				146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ				162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ				163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学						169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR				170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

										natCu(d,xn)												173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク						173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA				174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

										70Zn(d,αn)												175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク														natLu(d,xn)

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ				177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク														natHf(d,xn)

										75As(d,2n)												177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

										natGe(α,xn)												178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ				179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

										natRb(d,xn)												180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ												natTa(d,xn)

										natSr(d,xn)												181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										natRb(α,xn)												182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ				182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

										89Y(d,xn)												183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

										89Y(d,2n)												188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natSr(α,xn)																				natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ				206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natZr(d,xn)																				natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ				209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

										natZr(d,xn)												211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ				214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

										93Nb(d,2n)												236Np		93		1.54×105		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

										natZr(α,xn)												245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク						255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ												AVF		248Cm(12C,5n)

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン				255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										93Nb(α,2n)												259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.				化学 カガク						261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ				262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク						265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク						266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ				Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA				Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

										natAg(d,xn)												Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ				Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ				Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

										natSb(d,xn)												Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR				Multitracer		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

																						Multitracer*		<90				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.



























































































































RIリスト190511加工（英語）

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ				Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク						135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク														natLa(d,x)

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ				139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ												natLa(d,xn)

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン				141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

										nat,44Ca(d,x)												143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR				144Eu*		63		10.2 s		AVF		144Sm(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ				146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ				162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ				163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学						169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク						170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR				170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

										natCu(d,xn)												173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク						173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA				174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

										70Zn(d,αn)												175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク														natLu(d,xn)

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ				177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク														natHf(d,xn)

										75As(d,2n)												177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

										natGe(α,xn)												178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ				179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

										natRb(d,xn)												180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ												natTa(d,xn)

										natSr(d,xn)												181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										natRb(α,xn)												182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ				182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

										89Y(d,xn)												183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ				185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

										89Y(d,2n)												188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natSr(α,xn)																				natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ				206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natZr(d,xn)																				natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ				206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ				209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

										natZr(d,xn)												211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ				214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

										93Nb(d,2n)												236Np		93		1.54×105		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

										natZr(α,xn)												245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク						255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ												AVF		248Cm(12C,5n)

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン				255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク						257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

										93Nb(α,2n)												259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.				化学 カガク						261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ				262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク						265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク						266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ				Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA				Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

										natAg(d,xn)												Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ				Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ				Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

										natSb(d,xn)												Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR				Multitracer		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

																						Multitracer*		<90				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.



























































































































RIリスト190511

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		nat,44Ca(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR, Univ. Tokyo		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR, 東大 トウダイ

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind., Med.		RIKEN BDR		工学, 医学 コウガク イガク		理研BDR リケン

										nat,44Ca(d,x)

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN BDR		工学 コウガク		理研BDR

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN BDR		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研BDR

										natCu(d,xn)

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA

										70Zn(d,αn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		74As		33		17.77 d		AVF		natGa(α,x)		Biol.		Tohoku Univ.		生物学 セイブツガク		東北大 トウホクダイ

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

										natGe(α,xn)

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ

										natRb(d,xn)

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ

										natSr(d,xn)

										natRb(α,xn)

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN BDR, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研BDR, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ

										89Y(d,xn)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

										natSr(α,xn)

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ

										natZr(d,xn)

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natZr(d,xn)

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,xn)

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										93Nb(α,2n)

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		111Ag		47		7.45 d		AVF		natPd(d,xn)		Chem., Med.		Osaka Univ.		化学, 医学 カガク イガク		阪大 ハンダイ

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										natAg(d,xn)

		124Sb		51		60.20 d		AVF		natSn(d,x)		Chem.		Niigata Univ.		化学 カガク		新潟大 ニイガタダイ

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ

										natSb(d,xn)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN BDR		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研BDR

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

										natLa(d,x)

		139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

										natLa(d,xn)

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		143Pm		61		265 d		AVF		141Pr(α,x)		Chem.				化学 カガク

		144Eu*		63		10.2 s		AVF		144Sm(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										natLu(d,xn)

		177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natHf(d,xn)

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

										natTa(d,xn)

		181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

										natIr(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natPb(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

		236Np		93		1.54×105		AVF		232Th(7Li,3n)		Environ. sci.		Kanazawa Univ., Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		金沢大, 筑波大 カナザワダイ ツクバ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		232Th(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.
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		Reference		Authors		DOI		Reaction		Nuclide		Energy (MeV)

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 296,14–21 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2012.12.003		natTi(d,x)		48V,43,44m,44g,46,47,48Sc		24

		AIP Conf. Proc. 1528, 433–437 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka, H. A. Kassim, Y. M. Amin		doi: 10.1063/1.4803640		natTi(d,x)		48V		24

		Appl. Radiat. Isot. 90, 149-157 (2014).		M. Murakami, H.Haba, S.Goto, J.Kanaya, H. Kudo		http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.03.014		natZr(p,x)		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb, 95Zr, 87g,88Y		14

								natHf(p,x)		175,176,177,178,179Ta, 175Hf

		J. Radioanal. Nucl. Chem. 302, 759–764 (2014).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka, H. A. Kassim		DOI 10.1007/s10967-014-3186-y		natCu(d,x)		62,65Zn,64Cu,60g+mCo,59Fe		24		Deuteron-induced activation cross-sections on natural copper up to 24 MeV

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 335, 8–18 (2014).		M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, A. R. Usman		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2014.05.020		natYb(d,x)		169,170,171,172,173,174m,174,176m,177gLu, 169,175,177Yb		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 316, 33–41 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2013.08.032		natFe(d,x)		55,56,57,58g+mCo,52g,54,56Mn,51Cr,59Fe		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 397, 33–38 (2017).		S. Takács, F. Ditrói, Z. Szűcs, H. Haba, Y. Komori, M. Aikawa, M. Saito		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.02.033		27Al(α,x)		22,24Na		50

								natTi(α,x)		51Cr		50

								natCu(α,x)		66,67Ga,65Zn		50

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 399, 34–47 (2017).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, M. Murakami		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.03.120		natTi(α,x)		51,49,48Cr,48V,43K,43,44m,44g,46g+m,47,48Sc		50

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 385, 1–8 (2016).		F. Ditrói, S. Takács, H. Haba, Y. Komori, M. Aikawa, Z. Szűcs, M. Saito		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.08.016		116Cd(α,x)		117mSn,117m,g,116m,115mIn,115m,gCd		51		Excitation function of the alpha particle induced nuclear reactions on enriched 116Cd, production of the theranostic isotope 117mSn

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 383, 213–226 (2016).		S. Takács, M. P. Takács, F. Ditrói, M. Aikawa, H. Haba, Y. Komori		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.07.015		natGe(α,x)		72,73,75Se,71,72,74,76,78As,69Ge		50		Activation cross sections of longer-lived radionuclides produced in germanium by alpha particle irradiation

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 362, 151–162 (2015).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka, H. A. Kassim		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.09.045		natPt(d,x)		192,193,194,195,196m2,196,198m,198,199Au,195m,197Pt,190(g+m1+0.086m2),192(g+m1),194mIr		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 346, 8–16 (2015).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.01.011		natZn(d,x)		66,67Ga,64,67Cu,65,69mZn,58m+gCo		23

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 368, 112–119 (2016).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.10.077		natNi(d,x)		55–58,60Co,57Ni,52g,54Mn,61Cu		24

		Appl. Radiat. Isot. 125, 23–26 (2017).		M. Saito, M. Aikawa, Y. Komori, H. Haba, S.Takács		https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.04.010		169Tm(d,x)		169Yb,167,168,170Tm		24

		Appl. Radiat. Isot. 114, 104–113 (2016).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, M. Murakami, Y. Komori		https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2016.04.027		natCu(α,x)		66,67Ga,65Zn,57,58,60Co		50

								natZn(d,x)		68Ga

		Nucl. Instr. and Meth. B 427, 91–94 (2018). 		M. Aikawa, M. Saito, S. Ebata, Y. Komori, and H. Haba		https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.05.006		natZn(α,x)		68,69Ge, 66,67Ga		50.7		Activation cross sections of α-induced reactions on natZn for Ge and Ga production

								natCr(α,x)		52Fe

								89Y(d,x)

								natZr(d,x)		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb,95,97Zr,87mY,87g,88Y

		Appl. Radiat. Isot. 144, 47–53 (2019).		T. Murata, M. Aikawa, M. Saitoc, N. Ukon, Y. Komori, H, Haba, and S. Takács		https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2018.11.012		natZr(α,x)		99Mo

								natMo(d,x)

								natCd(α,x)

		Nucl. Instr. and Meth. B 426, 13–17 (2018).		N. Ukon, M. Aikawa, Y. Komori, and H. Haba		https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.04.019		natPd(d,x)		103,104g+m,105,106m,110m,111Ag		24		Production cross sections of deuteron-induced reactions on natural palladium for Ag isotopes

		Nucl. Instr. and Meth. B 449, 99–104 (2019).		M. Aikawa, M. Saito, Y. Komori, H. Haba, S. Takács, F. Ditrói, and Z. Szűcs				natPd(α,x)

		Nucl. Instr. and Meth. B 426, 18–21 (2018).		M. Aikawa, M. Saito, N. Ukon, Y. Komori, and H. Haba		https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.04.023		natIn(α,x)		117m,113Sn, 116m,117,118mSb		50		Activation cross sections of alpha-induced reactions on natIn for 117mSn production

								natCe(d,x)

								natSm(d,x)

								159Tb(d,x)

								natHo(α,x)

								169Tm(α,x)

								natLu(p,x)

								natLu(d,x)

								natHf(d,x)		175,176,178a,179Ta,175Hf179m2,180m,181gHf,180Ta

								natHf(α,x)		182Ta

								natTa(p,x)

								natTa(d,x)

								natIr(α,x)

								natTa(d,x)

		Nucl. Instr. and Meth. B 436 (2018) 119–129.		F. Ditrói, S. Takács, H. Haba, Y. Komori, M. Aikawa, M. Saito, T. Murata		https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.09.018		natAg(α,x)		111,110m,110g,109g,108gIn,111,110m,106m,105gAg,109Cd		50		Investigation of alpha particle induced reactions on natural silver in the 40–50 MeV energy range

		J. Radioanal. Nucl. Chem.		Enrico Corniani, Ferenc Ditrói, Sandor Takács, Hiromitsu Haba, Yukiko Komori, Masayuki Aikawa, Moemi Saito, and Tomonori Murata		https://doi.org/10.1007/s10967-019-06527-4

		Proceedings of the Eighth AASPP Workshop on Asian Nuclear Reaction Database Development, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia, 9–13 October 2017, Edited by Myagmarjav Odsuren, Gonchigdorj Khuukhenkhuu, Suren Davaa, and Naohiko Otuka, INDC(MGL)-0001, Distr. NC		N.Ukon, M.Aikawa, Y.Komori, H.Haba				natPd(d,x)		103Ag		23.95		Activation Cross Sections of Deuteron-Induced Reactions on Natural Palladium for 103Ag Production

		EPJ Web of Conferences 146, 11029 1-4 (2017).		Mayeen Uddin Khandaker, Hiromitsu Haba, Naohiko Otuka, and Hasan Abu Kassim		DOI: 10.1051/epjconf/201714611029		27Al(d,x)24Na		24Na		24		Investigation of the 27Al(d,x)24Na nuclear reaction for deuteron beam monitoring purpose

								natYb(α,x)

								natHf(α,x)

								natW(α,x)

								natZr(α,x)

								89Y(α,x)89Zr

								64Ni(α,p)67Cu

								93Nb(d,x)

								89Y(d,x)

								natEr(α,x)

								natPd(d,x)

								169Tm(α,x)

								natNi(α,x)

								natW(α,x)

								natZn(d,x)

								159Tb(d,x)

								natPd(d,x)

								natEr(d,x)

								natGd(α,x)

								natDy(α,x)

								natSb(α,x) 

								45Sc(d,x) 

								atTl(d,x)203Hg,202Tl





RIリスト170825

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)		Ind.				工学 コウガク

		24Na		11		14.9590 h		AVF		natMg(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		42,43K		19		12.360 h, 22.3 h		AVF		natCa(d,x)		Ind., Med.				工学, 医学 コウガク イガク

		44m,gSc		21		58.6 h, 3.927 h		AVF		natTi(d,x)		Ind.		RIKEN CLST		工学 コウガク		理研CLST リケン

		44Ti		22		49 y		AVF		45Sc(d,3n)		Ind.		RIKEN CLST		工学 コウガク		理研CLST

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kyoto Pharm. Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		京都薬大 キョウト ヤク ダイ

		48,51Cr		24		21.56 h, 27.702 d		AVF		natTi(α,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ.		物理, 化学 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		52g,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		56,57,58Co		27		77.27 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,xn)		Med.				医学

		61Cu		29		3.333 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN CLST		物理, 化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA, 理研CLST

										natCu(d,xn)

		66,67Ga		31		9.49 h, 3.2612 d		AVF		natZn(d,xn)		Chem., Ind.				化学, 工学 カガク コウガク

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.		JRIA		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA

										70Zn(d,αn)

		69mZn		30		13.76 h		AVF		natZn(d,x)		Chem.				化学 カガク

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学, 医学, 薬学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

										natGe(α,xn)

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn)		Environ. sci., Chem.		Univ. Tsukuba, JRIA		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		筑波大, JRIA ツクバ ダイ

										natRb(d,xn)

		85gZr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		化学, 生物学, 医学, 薬学 カガク セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA, 岡山大 オカヤマダイ

										natSr(d,xn)

										natRb(α,xn)

		88,89Zr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn)		Chem., Ind., Pharm. sci., Med., Environ. sci.		Univ. Tsukuba, Kyoto Univ., JAEA, RIKEN CLST, Okayama Univ.		化学, 工学, 薬学, 医学, 環境科学 カガク		筑波大, 京大, JAEA, 理研CLST, 岡山大 ツクバダイ キョウダイ

										89Y(d,xn)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

										natSr(α,xn)

		88m,88gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90m,90gNb*		41		18.81 s, 14.60 h		AVF		natZr(p,xn)		Phys., Chem.		Tohoku Univ., JAEA, Niigata Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		東北大, JAEA, 新潟大 トウホクダイ ニイガタダイ

										natZr(d,xn)

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natZr(d,xn)

		92,94Tc*		43		4.23 min, 293 min		AVF		natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 阪大, 新潟大 シュト ダイ ハンダイ ニイガタダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,xn)

		93g,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		95,96Tc		43		20.0 h, 4.28 d		AVF		natMo(d,xn)		Phys.				物理 ブツリ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学, 化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

										natMo(d,xn)		Chem.				化学 カガク

										93Nb(α,2n)

		99Mo		42		65.94 h		AVF		natZr(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		99Rh		45		16.1 d		AVF		99Ru(p,n)		Chem.		Univ. Elec.-Com.		化学 カガク		電通大 デンツウ ダイ

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,x)		Chem.				化学 カガク

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										natAg(d,xn)

		121mTe		52		154 d		AVF		natSn(α,xn)		Environ. sci.		Kyoto Univ.		環境科学 カンキョウ カガク		京大 キョウダイ

										natSb(d,xn)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Ind., Pharm. sci., Med.		RIKEN CLST		工学, 薬学, 医学 コウガク ヤクガク イガク		理研CLST

		135mBa		56		28.7 h		AVF		133Cs(α,x)		Med.				医学 イガク

		139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大 シュトダイ

										natLa(d,xn)

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		144Eu*		63		10.2 s		AVF		144Sm(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		146Gd		64		48.27 d		AVF		144Sm(α,2n)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		162,163Yb*		70		18.87 min, 11.05 min		AVF		natGd(12C,xn)		Phys.		Kanazawa Univ.		物理 ブツリ		金沢大 カナザワダイ

		163,164W*		74		2.75 s, 6.0 s		RILAC		144Sm(24Mg,xn)		Chem.		Univ. Mainz		化学 カガク		マインツ大 ダイ

		169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.,Niigata Univ.		化学 カガク		阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタ ダイ

		170Re*		75		9.2 s		RILAC		152Gd(23Na,5n)		Chem.				化学 カガク

		173Hf*		72		23.6 h		AVF		natYb(α,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 阪大, 東北大, 新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 金沢大, 新潟大, 筑波大学 カナザワダイ ニイガタダイ ツクバ ダイガク

										natLu(d,xn)

		177,178a,179Ta		73		56.56 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,xn)		Chem., Environ. sci.		JAEA, Niigata Univ., Univ. Tsukuba		化学, 環境科学 カガク		JAEA, 新潟大, 筑波大 ニイガタダイ ツクバダイ

										natHf(d,xn)

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,xn)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 新潟大 ニイガタダイ

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)		Chem.		Niigata Univ., JAEA		化学 カガク		新潟大, JAEA ニイガタダイ

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA, 首都大, 新潟大 ニイガタダイ

										natTa(d,xn)

		181Re*		75		19.9 h		AVF		natW(d,xn)		Chem.				化学 カガク

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,x)		Chem.				化学 カガク

		182a,183,184m,184gRe		75		12.7 h, 70.0 d, 169 d, 38.0 d		AVF		natW(d,xn)		Phys., Chem.				物理, 化学 ブツリ カガク

		183Re		75		70.0 d		AVF		natTa(α,xn)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

		203Pb		82		51.873 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys.				物理 ブツリ

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys.				物理 ブツリ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		薬学, 医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		212Fr*		87		20.0 min		AVF		206,207,208,natPb(11B,x)		Chem.				化学

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys.				物理 ブツリ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys.		JAEA, Osaka Univ.		物理 ブツリ		JAEA, 阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理, 化学 ブツリ カガク		JAEA, 阪大, 金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 金沢大, 新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理, 化学		JAEA, 阪大, 新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		Univ. Mainz, PSI		物理, 化学		マインツ大, PSI ダイ

		266Bh*		107		10.0 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys.				物理

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学, 生物学, 医学, 薬学, 工学, 環境科学 カガク		JAEA, 阪大, 金沢大, 東北大, BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





励起関数170825

		Reference		Authors		DOI		Reaction		Nuclide		Energy (MeV)

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 296,14–21 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2012.12.003		natTi(d,x)		48V,43,44m,44g,46,47,48Sc		24

		AIP Conf. Proc. 1528, 433–437 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka, H. A. Kassim, Y. M. Amin		doi: 10.1063/1.4803640		natTi(d,x)		48V		24

		Appl. Radiat. Isot. 90, 149-157 (2014).		M. Murakami, H.Haba, S.Goto, J.Kanaya, H. Kudo		http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.03.014		natZr(p,x)		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb, 95Zr, 87g,88Y		14

								natHf(p,x)		175,176,177,178,179Ta, 175Hf

		J. Radioanal. Nucl. Chem. 302, 759–764 (2014).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka, H. A. Kassim		DOI 10.1007/s10967-014-3186-y		natCu(d,x)		62,65Zn,64Cu,60g+mCo,59Fe		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 335, 8–18 (2014).		M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, A. R. Usman		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2014.05.020		natYb(d,x)		169,170,171,172,173,174m,174,176m,177gLu, 169,175,177Yb		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 316, 33–41 (2013).		M. U. Khandaker, H. Haba, J. Kanaya, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2013.08.032		natFe(d,x)		55,56,57,58g+mCo,52g,54,56Mn,51Cr,59Fe		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 397, 33–38 (2017).		S. Takács, F. Ditrói, Z. Szűcs, H. Haba, Y. Komori, M. Aikawa, M. Saito		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.02.033		27Al(α,x)		22,24Na		50

								natTi(α,x)		51Cr		50

								natCu(α,x)		66,67Ga,65Zn		50

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 399, 34–47 (2017).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, M. Murakami		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2017.03.120		natTi(α,x)		51,49,48Cr,48V,43K,43,44m,44g,46g+m,47,48Sc		50

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 385, 1–8 (2016).		F. Ditrói, S. Takács, H. Haba, Y. Komori, M. Aikawa, Z. Szűcs, M. Saito		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.08.016		116Cd(α,x)		117mSn,117m,g,116m,115mIn,115m,gCd		51

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 383, 213–226 (2016).		S. Takács, M. P. Takács, F. Ditrói, M. Aikawa, H. Haba, Y. Komori		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2016.07.015		natGe(α,x)		72,73,75Se,71,72,74,76,78As,69Ge		50

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 362, 151–162 (2015).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka, H. A. Kassim		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.09.045		natPt(d,x)		192,193,194,195,196m2,196,198m,198,199Au,195m,197Pt,190(g+m1+0.086m2),192(g+m1),194mIr		24

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 346, 8–16 (2015).		M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.01.011		natZn(d,x)		66,67Ga,64,67Cu,65,69mZn,58m+gCo		23

		Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 368, 112–119 (2016).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, M. Murakami, N. Otuka		http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2015.10.077		natNi(d,x)		55–58,60Co,57Ni,52g,54Mn,61Cu		24

		Appl. Radiat. Isot. 125, 23–26 (2017).		M. Saito, M. Aikawa, Y. Komori, H. Haba, S.Takács		https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.04.010		169Tm(d,x)		169Yb,167,168,170Tm		24

		Appl. Radiat. Isot. 114, 104–113 (2017).		A. R. Usman, M. U. Khandaker, H. Haba, N. Otuka, M. Murakami, Y. Komori		https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2016.04.027		natCu(α,x)		66,67Ga,65Zn,57,58,60Co		50

								natZn(d,x)		68Ga

								natZn(α,x)

								natCr(α,x)		52Fe

								89Y(d,x)

								natZr(d,x)		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb,95,97Zr,87mY,87g,88Y

								natZr(α,x)		99Mo

								natMo(d,x)

								natCd(α,x)

								natPd(d,x)		103Ag

								natPd(α,x)

								natIn(α,x)

								natCe(d,x)

								natSm(d,x)

								159Tb(d,x)

								natHo(α,x)

								169Tm(α,x)

								natLu(p,x)

								natLu(d,x)

								natHf(d,x)		175,176,178a,179Ta,175Hf179m2,180m,181gHf,180Ta

								natHf(α,x)		182Ta

								natTa(p,x)

								natTa(d,x)

								natIr(α,x)

								natTa(d,x)





RIリスト151009

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		7Li(p,n)		Ind.				工学 コウガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48V		23		15.97 d		AVF		natTi(p,X)		Phys., Pharm. sci., Med.		Univ. Malaya, IAEA, Kyoto Pharm. Univ.		物理，薬学，医学 ブツリ ヤクガク イガク		Malaya大，IAEA，京都薬大 ダイ キョウト ヤク ダイ

										natTi(d,X)

		48Cr		24		21.56 h		AVF		natTi(d,X)		Phys.		Tohoku Univ.		物理 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		43,44m,44g,46,47,48Sc		21		3.891 h, 58.6 h, 3.927 h, 83.79 d, 3.3492 d, 43.67 h		AVF		natTi(d,X)		Phys., Med.		Univ. Malaya, IAEA		物理，医学 イガク		Malaya大，IAEA

		51Cr		24		27.702 d		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		52gMn		25		5.591 d		AVF		52Cr(p,n)		Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

										natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		54Mn		25		312.3 d		AVF		54Cr(p,n)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学，医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		56Mn		25		2.5785 h		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		55,56,57,58Co		27		17.53 h, 77.23 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,X)		Phys., Med.		Univ. Malaya, IAEA		物理，医学		Malaya大，IAEA

		59Fe		26		44.503 d		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

										natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		60Co		27		5.2714 y		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		62Zn		30		9.186 h		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		64Cu		29		12.700 h		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		65Zn		30		244.3 d		AVF		65Cu(p,n)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN CLST, Univ. Malaya, IAEA		物理，化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA，理研CLST，Malaya大，IAEA

										65Cu(d,2n)

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学，医学，薬学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

		85gSr		38		64.84 d		AVF		85Rb(p,n)		Environ. sci.		Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		筑波大 ツクバ ダイ

										85Rb(d,2n)		Chem.		JRIA		化学 カガク		JRIA

		88Y		39		106.7 d		AVF		88Sr(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		生物学，医学，薬学 セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA，岡山大 オカヤマダイ

										88Sr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		85gZr*				7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		87g,88Y		39		79.8 h, 106.65 d		AVF		natZr(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		87mY		39		13.37 h		AVF		natZr(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		88Zr		40		83.4 d		AVF		89Y(d,3n)		Chem.				化学 カガク

		89gZr		40		78.41 h		AVF		89Y(p,n)		Chem., Pharm. sci., Med.		JAEA, RIKEN CLST, Okayama Univ.		化学，薬学，医学 カガク ヤクガク イガク		JAEA，理研CLST，岡山大 リケン ゲンリ オカヤマダイ

										89Y(d,2n)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

		88m,gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90mNb*		41		18.81 s		AVF		90Zr(p,n)		Phys.		Tohoku Univ., Osaka Univ., Kyoto Univ.		物理 ブツリ		東北大，阪大，京大 トウホクダイ ハンダイ キョウダイ

		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb		41		14.60 h, 60.86 d, 10.15 d, 86.6 h, 34.975 d, 23.35 h 		AVF		natZr(p,X)		Phys., Chem.		Niigata Univ.		物理，化学 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		92mNb		41		10.15 d		AVF		92Zr(p,n)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，新潟大 ニイガタ

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大，阪大 シュト ダイ ハンダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,X)

		93g,94gTc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		natNb(α,X)		Chem.				化学 カガク

		95Zr		40		64.02 d		AVF		natZr(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		97Zr		40		16.91 h		AVF		natZr(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学，化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

		99Mo		42		65.94 h		AVF		96Zr(α,n)		Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,X)		Chem.				化学 カガク

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,X)		Chem.				化学 カガク

		109Cd		48		462.6 d		AVF		109Ag(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学，医学，薬学，工学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										109Ag(d,2n)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Pharm. sci., Med.		RIKEN CLST		薬学，医学 ヤクガク イガク		理研CLST

		139Ce		58		137.6 d		AVF		139La(p,n)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		169,175,177Yb		70		32.026d, 4.185 d, 1.911 h		AVF		natYb(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		169,170,171,172,173,174m,174,176m,177gLu		71		34.06 h, 3.012 d, 8.24 d, 6.70 d, 1.37 y, 142 d, 3.31 y, 3.635 h, 6.734 d		AVF		natYb(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		169Hf*		72		3.24 min		AVF		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		175Lu(p,n)		Chem.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，金沢大，新潟大 カナザワダイ ニイガタダイ

										175Lu(d,2n)

										natHf(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natHf(d,X)

		175,176,178a,179Ta		73		10.5 h, 8.09 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,X)		Phys., Chem.		Niigata Univ., JAEA		物理，化学 ブツリ		新潟大，JAEA ニイガタダイ

										natHf(d,X)

		177Ta		73		56.56 h		AVF		natHf(p,X)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，新潟大 ニイガタダイ

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,X)		Chem.				化学 カガク

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,X)		Chem.				化学 カガク

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,X)		Chem.				化学 カガク

		179m2,180m,181gHf		72		25.05 d, 5.5 h, 42.39 d		AVF		natHf(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		180gTa		73		8.152 h		AVF		natHf(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,X)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		181Ta(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,X)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		185Re(p,n)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,X)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

		203Pb		82		51.87 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		206Pb(p,n)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学，医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)		Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA		薬学，医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理，化学 ブツリ カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，金沢大，新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ., Mainz Univ., GSI, IMP, PSI, LBNL, UC Berkeley, Univ. Bern		物理，化学		JAEA，阪大，東北大，新潟大，マインツ大，GSI，IMP，PSI，LBNL，UCバークレー，ベルン大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ ダイ ダイ

		266Bh*		107		1.7 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		物理		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 カガク		JAEA，阪大，金沢大，東北大，BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.





RIリスト151009 論文用

		RI		Z		Half-life		Accelerator		Nuclear reaction						Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		natLi(p,xn)						Ind.				工学 コウガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)						Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48V		23		15.9735 d		AVF		natTi(p,xn); natTi(d,xn)						Phys., Pharm. sci., Med.		Univ. Malaya, IAEA, Kyoto Pharm. Univ.		物理，薬学，医学 ブツリ ヤクガク イガク		Malaya大，IAEA，京都薬大 ダイ キョウト ヤク ダイ

		48Cr		24		21.56 h		AVF		natTi(α,xn)						Phys.		Tohoku Univ.		物理 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		52,54Mn		25		5.591 d, 312.3 d		AVF		natCr(p,xn)						Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α); 70Zn(d,αn)						Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

		65Zn		30		244.26 d		AVF		natCu(p,xn); natCu(d,xn)						Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN CLST, Univ. Malaya, IAEA		物理，化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA，理研CLST，Malaya大，IAEA

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n); 75As(d,2n)						Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学，医学，薬学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

		85Sr		38		64.84 d		AVF		natRb(p,xn); natRb(d,xn)						Environ. sci.		Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		筑波大 ツクバ ダイ

		88Y		39		106.65 d		AVF		natSr(p,xn); natSr(d,xn)						Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		生物学，医学，薬学 セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA，岡山大 オカヤマダイ

		85Zr*		40		7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)						Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		88,89gZr		40		83.4 d, 78.41 h		AVF		89Y(p,xn); 89Y(d,xn)						Chem.				化学 カガク

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,xn); 89Y(d,xn)						Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		88m,88gNb*		41		7.8 min, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)						Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90mNb*		41		18.81 s		AVF		natZr(p,xn)						Phys.		Tohoku Univ., Osaka Univ., Kyoto Univ.		物理 ブツリ		東北大，阪大，京大 トウホクダイ ハンダイ キョウダイ

		92m,95Nb		41		10.15 d, 34.975 d		AVF		natZr(p,X); natZr(d,X)						Phys., Chem.		Niigata Univ.		物理，化学 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)						Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n); 93Nb(d,2n); natZr(α,xn)						Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大，阪大 シュト ダイ ハンダイ

		99Mo		42		65.94 h		AVF		96Zr(α,n)						Chem.				化学 カガク

		93,94Tc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		93Nb(α,xn)						Chem.				化学 カガク

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)						Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学，化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,X)						Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,X)						Chem.				化学 カガク

		109Cd		48		462.6 d		AVF		natAg(p,xn); natAg(d,xn)						Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学，医学，薬学，工学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)						Pharm. sci., Med.		RIKEN CLST		薬学，医学 ヤクガク イガク		理研CLST

		139Ce		58		137.640 d		AVF		natLa(p,xn)						Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)						Chem.				化学 カガク

		169Hf*		72		3.24 min		AVF/RILAC		natGd(18O,xn)						Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		natLu(p,xn); natLu(d,xn)						Chem.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，金沢大，新潟大 カナザワダイ ニイガタダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)						Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		177Ta		73		56.56 h		AVF		natHf(p,xn)						Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，新潟大 ニイガタダイ

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,xn)						Chem.				化学 カガク

		179Ta		73		1.82 y		AVF		natHf(d,xn)

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,X)						Chem.				化学 カガク

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)						Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,X)						Chem.				化学 カガク

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,xn)						Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		natTa(p,xn)						Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)						Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,xn)						Chem.				化学 カガク

		183Re		75		70.0 d		AVF		natW(d,xn)

		185Os		76		93.6 d		AVF		natRe(p,xn)						Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,xn)						Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

		203Pb		82		51.873 h		AVF		natTl(p,xn)						Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		natPb(p,xn)						Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学，医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		211At		85		7.214 h		AVF		209Bi(α,2n)						Pharm. sci., Med.		JRIA, JAEA		薬学，医学 ヤクガク イガク		JRIA, JAEA

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)						Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)						Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n); 248Cm(12C,5n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理，化学 ブツリ カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)						Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)						Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)						Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 2.6 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，金沢大，新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ., Mainz Univ., GSI, IMP, PSI, LBNL, UC Berkeley, Univ. Bern		物理，化学		JAEA，阪大，東北大，新潟大，マインツ大，GSI，IMP，PSI，LBNL，UCバークレー，ベルン大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ ダイ ダイ

		266Bh*		107		10.7 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)						Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		物理		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,X)						Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 カガク		JAEA，阪大，金沢大，東北大，BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,X)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,X)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,X)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,X)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,X)

		Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,X)

		* Radioisotopes produced with the gas-jet system





RIリスト140822

		Nuclides		Z		T1/2		Accel.		Reactions		Research fields		Collaborations		研究分野 ケンキュウ ブンヤ		主な共同研究先 オモ キョウドウ ケンキュウ サキ

		7Be		4		53.29 d		AVF		7Li(p,n)		Ind.				工学 コウガク

		28Mg		12		20.91 h		AVF		27Al(α,3p)		Chem.		Tohoku Univ.		化学 カガク		東北大 トウホクダイ

		48V		23		15.97 d		AVF		natTi(p,X)		Phys., Pharm. sci., Med.		Univ. Malaya, IAEA, Kyoto Pharm. Univ.		物理，薬学，医学 ブツリ ヤクガク イガク		Malaya大，IAEA，京都薬大 ダイ キョウト ヤク ダイ

										natTi(d,X)

		48Cr		24		21.56 h		AVF		natTi(d,X)		Phys.		Tohoku Univ.		物理 ブツリ		東北大 トウホクダイ

		43,44m,44g,46,47,48Sc		21		3.891 h, 58.6 h, 3.927 h, 83.79 d, 3.3492 d, 43.67 h		AVF		natTi(d,X)		Phys., Med.		Univ. Malaya, IAEA		物理，医学 イガク		Malaya大，IAEA

		51Cr		24		27.702 d		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		52gMn		25		5.591 d		AVF		52Cr(p,n)		Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

										natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		54Mn		25		312.3 d		AVF		54Cr(p,n)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学，医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

										natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		56Mn		25		2.5785 h		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		55,56,57,58Co		27		17.53 h, 77.23 d, 271.79 d, 70.82 d		AVF		natFe(d,X)		Phys., Med.		Univ. Malaya, IAEA		物理，医学		Malaya大，IAEA

		59Fe		26		44.503 d		AVF		natFe(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

										natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		60Co		27		5.2714 y		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		62Zn		30		9.186 h		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		64Cu		29		12.700 h		AVF		natCu(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		65Zn		30		244.3 d		AVF		65Cu(p,n)		Phys., Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA, RIKEN CLST, Univ. Malaya, IAEA		物理，化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 ブツリ カガク セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA，理研CLST，Malaya大，IAEA

										65Cu(d,2n)

		67Cu		29		61.83 h		AVF		70Zn(p,α)		Pharm. sci., Med.				薬学，医学 ヤクガク イガク

		75Se		34		119.779 d		AVF		75As(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Environ. sci.				生物学，医学，薬学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク カンキョウ カガク

										75As(d,2n)

		85gSr		38		64.84 d		AVF		85Rb(p,n)		Environ. sci.		Univ. Tsukuba		環境科学 カンキョウ カガク		筑波大 ツクバ ダイ

										85Rb(d,2n)		Chem.		JRIA		化学 カガク		JRIA

		88Y		39		106.7 d		AVF		88Sr(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci.		JRIA, Okayama Univ.		生物学，医学，薬学 セイブツガク イガク ヤクガク		JRIA，岡山大 オカヤマダイ

										88Sr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		85gZr*				7.86 min		AVF/RILAC		natGe(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		87g,88Y		39		79.8 h, 106.65 d		AVF		natZr(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		87mY		39		13.37 h		AVF		natZr(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		88Zr		40		83.4 d		AVF		89Y(d,3n)		Chem.				化学 カガク

		89gZr		40		78.41 h		AVF		89Y(p,n)		Chem., Pharm. sci., Med.		JAEA, RIKEN CLST, Okayama Univ.		化学，薬学，医学 カガク ヤクガク イガク		JAEA，理研CLST，岡山大 リケン ゲンリ オカヤマダイ

										89Y(d,2n)

		89mZr*		40		4.18 min		AVF		89Y(p,n)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

										89Y(d,2n)

		88m,gNb*		41		7.8, 14.5 min		AVF/RILAC		natGe(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		90mNb*		41		18.81 s		AVF		90Zr(p,n)		Phys.		Tohoku Univ., Osaka Univ., Kyoto Univ.		物理 ブツリ		東北大，阪大，京大 トウホクダイ ハンダイ キョウダイ

		90g,91m,92m,95m,95g,96Nb		41		14.60 h, 60.86 d, 10.15 d, 86.6 h, 34.975 d, 23.35 h 		AVF		natZr(p,X)		Phys., Chem.		Niigata Univ.		物理，化学 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		92mNb		41		10.15 d		AVF		92Zr(p,n)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，新潟大 ニイガタ

		90Mo*		42		5.67 h		AVF/RILAC		natGe(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		93mMo*		42		6.85 h		AVF		93Nb(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ., Osaka Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大，阪大 シュト ダイ ハンダイ

										93Nb(d,2n)

										natZr(α,X)

		93g,94gTc*		43		2.75 h, 293 min		AVF		natNb(α,X)		Chem.				化学 カガク

		95Zr		40		64.02 d		AVF		natZr(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natZr(d,X)

		97Zr		40		16.91 h		AVF		natZr(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		95mTc		43		61 d		AVF		95Mo(p,n)		Environ. sci., Chem.		NIRS		環境科学，化学 カンキョウ カガク カガク		放医研 ホウイケン

		99Mo		42		65.94 h		AVF		96Zr(α,n)		Chem.				化学 カガク

		104m,gAg*		47		33.5 min, 69.2 min		AVF		natPd(d,X)		Chem.				化学 カガク

		109mPd*		46		4.696 min		AVF		natPd(d,X)		Chem.				化学 カガク

		109Cd		48		462.6 d		AVF		109Ag(p,n)		Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JRIA		生物学，医学，薬学，工学，環境科学 セイブツガク イガク ヤクガク コウガク カンキョウ カガク		JRIA

										109Ag(d,2n)

		124I		53		4.1760 d		AVF		124Te(d,2n)		Pharm. sci., Med.		RIKEN CLST		薬学，医学 ヤクガク イガク		理研CLST

		139Ce		58		137.6 d		AVF		139La(p,n)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		141mNd*		60		62.0 s		AVF		141Pr(d,2n)		Chem.				化学 カガク

		169,175,177Yb		70		32.026d, 4.185 d, 1.911 h		AVF		natYb(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		169,170,171,172,173,174m,174,176m,177gLu		71		34.06 h, 3.012 d, 8.24 d, 6.70 d, 1.37 y, 142 d, 3.31 y, 3.635 h, 6.734 d		AVF		natYb(d,X)		Phys.		Univ. Malaya, IAEA		物理 ブツリ		Malaya大，IAEA

		169Hf*		72		3.24 min		AVF		natGd(18O,xn)		Chem.		Osaka Univ., Kanazawa Univ.		化学 カガク		阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

		170Ta*		73		6.76 min		AVF/RILAC		natGd(19F,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		173W*		74		7.6 min		AVF/RILAC		natGd(22Ne,xn)		Chem.		Osaka Univ.		化学 カガク		阪大 ハンダイ

		174Re*		75		2.40 min		RILAC		natGd(23Na,xn)		Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		175Hf		72		70 d		AVF		175Lu(p,n)		Chem.		JAEA, Kanazawa Univ., Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，金沢大，新潟大 カナザワダイ ニイガタダイ

										175Lu(d,2n)

										natHf(p,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

										natHf(d,X)

		175,176,178a,179Ta		73		10.5 h, 8.09 h, 2.36 h, 1.82 y		AVF		natHf(p,X)		Phys., Chem.		Niigata Univ., JAEA		物理，化学 ブツリ		新潟大，JAEA ニイガタダイ

										natHf(d,X)

		177Ta		73		56.56 h		AVF		natHf(p,X)		Chem.		JAEA, Niigata Univ.		化学 カガク		JAEA，新潟大 ニイガタダイ

		177W*		74		135 min		AVF		natHf(α,X)		Chem.				化学 カガク

		178aTa*		73		2.36 h		AVF		natHf(d,X)		Chem.				化学 カガク

		179mW*		74		6.40 min		AVF		natTa(d,X)		Chem.				化学 カガク

		179m2,180m,181gHf		72		25.05 d, 5.5 h, 42.39 d		AVF		natHf(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		180gTa		73		8.152 h		AVF		natHf(d,X)		Phys.		Niigata Univ.		物理 ブツリ		新潟大 ニイガタダイ

		180Re*		75		2.44 min		AVF		natTa(α,X)		Chem.				化学 カガク

		181W		74		121.2 d		AVF		181Ta(p,n)		Chem.		JAEA, Tokyo Metro. Univ.		化学 カガク		JAEA，首都大

		182Ta		73		114.43 d		AVF		natHf(α,X)		Chem.				化学 カガク

		185Os		76		93.6 d		AVF		185Re(p,n)		Chem.		JAEA		化学 カガク		JAEA

		188,189,191Pt		78		10.2 d, 10.87 h, 2.802 d		AVF		natOs(α,X)		Med.		Okayama Univ.		医学 イガク		岡山大 オカヤマダイ

		203Pb		82		51.87 h		AVF		203Tl(p,n)		Med.		Kanazawa Univ.		医学 イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Bi		83		6.243 d		AVF		206Pb(p,n)		Pharm. sci., Med.		Kanazawa Univ.		薬学，医学 ヤクガク イガク		金沢大 カナザワダイ

		206Fr*		87		15.9 s		RILAC		169Tm(40Ar,3n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		209Fr*		87		50.0 s		RILAC		197Au(18O,6n)		Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		214Ac*		89		8.2 s		RILAC		197Au(22Ne,5n)		Phys., Chem.				物理，化学 ブツリ

		245Fm*		100		4.2 s		RILAC		208Pb(40Ar,3n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ.		物理，化学 ブツリ		JAEA，阪大

		255No*		102		3.1 min		AVF/RILAC		238U(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ.		物理，化学 ブツリ カガク		JAEA，阪大，金沢大 ハンダイ カナザワダイ

								AVF		248Cm(12C,5n)

		255Lr*		103		22 s		RILAC		209Bi(48Ca,2n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		257Lr*		103		0.646 s		AVF		248Cm(14N,5n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		259Lr*		103		6.3 s		AVF		248Cm(15N,4n)		Phys.		JAEA		物理 ブツリ		JAEA

		261a,bRf*		104		68, 1.9 s		AVF/RILAC		248Cm(18O,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，金沢大，新潟大 ハンダイ カナザワダイ ニイガタダイ

		262Db*		105		34 s		AVF/RILAC		248Cm(19F,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Niigata Univ.		物理，化学		JAEA，阪大，新潟大 ハンダイ ニイガタダイ

		265a,bSg*		106		8.5, 14.4 s		RILAC		248Cm(22Ne,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ., Mainz Univ., GSI, IMP, PSI, LBNL, UC Berkeley, Univ. Bern		物理，化学		JAEA，阪大，東北大，新潟大，マインツ大，GSI，IMP，PSI，LBNL，UCバークレー，ベルン大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ ダイ ダイ

		266Bh*		107		1.7 s		RILAC		248Cm(23Na,5n)		Phys., Chem.		JAEA, Osaka Univ., Tohoku Univ., Niigata Univ.		物理		JAEA，阪大，東北大，新潟大 ハンダイ トウホクダイ ニイガタダイ

		Multitracer		<22				RRC		natTi(14N,xnyp)		Chem., Biol., Med., Pharm. sci., Ind., Environ. sci.		JAEA, Osaka Univ., Kanazawa Univ., Tohoku Univ., BARC		化学，生物学，医学，薬学，工学，環境科学 カガク		JAEA，阪大，金沢大，東北大，BARC ハンダイ カナザワダイ トウホクダイ

		Multitracer*		<29				RRC		natCu(14N,xnyp)

		Multitracer		<47				RRC		natAg(14N,xnyp)

		Multitracer		<72				RRC		natHf(14N,xnyp)

		Multitracer*		<73				RRC		natTa(14N,xnyp)

		Multitracer		<79				RRC		197Au(14N,xnyp)

		Multitracer*		<83				RRC		209Bi(14N,xnyp)

		* RIs produced with the gas-jet system.







理研内
RNC 研究室・部・チーム
RCBDR健康・病態科学研究チーム
RCBDR非天然型アミノ酸技術研究チーム
CPR田中生体機能合成化学研究室

国内研究機関
大阪大学
新潟大学
金沢大学
東北大学
筑波大学
京都大学
岡山大学
北海道大学
東京大学
東京工業大学
首都大学東京
福島県立医科大学
国際医療福祉大学
浜松医科大学
鈴鹿医療科学大学
星薬科大学
近畿大学
日本原子力研究開発機構
量子科学技術研究開発機構

高崎量子応用研究所

理研RIを通じた共同研究
量子科学技術研究開発機構

量⼦医科学研究所
国立がん研究センター

国外研究機関
Institute of Modern Physics
ATOMKI
Sunway University
Johannes Gutenberg University Mainz
Helmholtzzentrum für

Schwerionenforschung GmbH
Helmholtz-Institut Mainz
Bern University
Paul Scherrer Institut
Saha Institute of Nuclear Physics
Umaru Musa Yar'adua University
International Atomic Energy Agency
公益社団法人
日本アイソトープ協会

企業
富士フイルム富山化学株式会社
金属技研株式会社
株式会社アトックス
株式会社千代田テクノル
株式会社凜研究所

※所外は機関名のみ記載
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2. RI頒布事業

核種 頒布先 件数 放射能 (MBq)
65Zn 27 104 559.1
67Cu 1 1 5
85Sr 5 7 14.4
88Y 2 13 12.03

109Cd 15 36 214.15

合計 50 161 804.68

FY2007 – FY2020実績

FY2016 – FY2020実績

短寿命RI供給プラットフォームMTA（研究成果有体物を提供）

FY2019 – FY2020実績

FY2016 – FY2021
中野貴志（代表者）

年度 核種 件数 放射能 (MBq)

2019 211At 12 2,400

2020 211At 16 3,200

合計 28 5,600

核種 件数 課題 放射能 (MBq)
7Be 1 1 0.45

44mSc 7 4 30
67Cu 2 1 20
88Zr 13 12 21

95Nb 9 7 15
111Ag 3 2 0.72

121mTe 5 4 10
124Sb 2 2 4
141Ce 2 1 0.022
175Hf 8 8 12
179Ta 5 5 6
211At 79 21 4,876

Total 136 68 4,995.2
15



2. RI頒布事業

核種 頒布先 件数 放射能 (MBq)
65Zn 27 104 559.1
67Cu 1 1 5
85Sr 5 7 14.4
88Y 2 13 12.03

109Cd 15 36 214.15

合計 50 161 804.68

FY2007 – FY2020実績

FY2016 – FY2020実績

短寿命RI供給プラットフォームMTA（研究成果有体物を提供）

FY2019 – FY2020実績

FY2016 – FY2021
中野貴志（代表者）

年度 核種 件数 放射能 (MBq)

2019 211At 12 2,400

2020 211At 16 3,200

合計 28 5,600

核種 件数 課題 放射能 (MBq)
7Be 1 1 0.45

44mSc 7 4 30
67Cu 2 1 20
88Zr 13 12 21

95Nb 9 7 15
111Ag 3 2 0.72

121mTe 5 4 10
124Sb 2 2 4
141Ce 2 1 0.022
175Hf 8 8 12
179Ta 5 5 6
211At 79 21 4,876

Total 136 68 4,995.2

FY2020: +71%

FY2020: +30%

FY2020: +14%
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アスタチン211（211At）
・α粒子は生体組織内での飛程がβ粒子に比較して短く，

高い線エネルギー付与

・高い細胞毒性，正常細胞への影響が低い

・播種性のがん，血液由来のがん，微小転移がん，手術

後の部位に残存する微小がんの治療に期待

・高エネルギーガンマ線放出が少ない．外来治療可

・加速器製造可： 209Bi(α,2n)211At

粒子 エネルギー
(MeV)

組織内飛程
(μm)

線エネルギー付与
(keV/μm)

α 5~9 40~100 60~80, 240
β 0.05~2.3 50~1200 0.2

211At
がん細胞

正常細胞 β

α

Hermanne et al., Appl. Radiat. Isot. 63 (2005) 1.

210At
(210Po)211At

< 29 MeV

211At
7.214 h EC (58.2%)

211Po
0.516 s

207Pb
Stable

207Bi
31.55 y

α decay (41.8%)
Eα = 5.87 MeV

α decay (100%)
Eα = 7.45 MeV

210Poが生成しない

ようビームエネル
ギーの管理が重要

17



AVFサイクロトロンを用いた211Atの製造技術開発

水・ヘリウム冷却式
標的照射装置AVF

29-MeV α
40 μA

15o

Be真空窓
(10 μm)

静電型ピックアップ
→ 29 (±1%) MeV

冷却ヘリウム (30 L/min)

29-MeV α ビーム
(40 μA)

209Bi標的
(~75 mg/cm2)

冷却水
(1.5 L/min)ビーム軸回転用

電磁石

(2 Hz, φ3 mm)

H. Haba, Drug Delivery System 35, 114 (2020).

40 μA×1 h → 1.3 GBq

209Bi金属標的

化学純度: 99.9999%
厚さ: ~20 mg/cm2

46 mm

12 mm

211Atの化学分離

850oC

冷却PFAトラップ
(C2H5OH)酸素

H2O, CH3OH,
CHCCl3等で溶出

化学収率：~80%

0 50 [mm]
18



量研機構（高崎） 国立がん研究センター

東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構

大阪大学

理研神戸

金沢大学

理研和光

・田中生体機能合成化学研究室

・健康・病態科学研究チーム

・非天然型アミノ酸技術研究チーム

東北大学CYRIC
星薬科大学

富士フィルム富山化学

RIBF

国内17グループ（2021年7月）

→ 211At製造技術・核医薬品開発

東京大学

・大学院工学系研究科

・アイソトープ総合センター

・医学部附属病院

JST OPERA (FY2017–2021)

大規模211At製造（金属技研）

500 μA α x 1 h → 15 GBq

理研211Atの供給実績（共同研究）

近畿大学

日本アイソトープ協会

19



211At応用研究の成果

S. Manabe et al., ACS Omega 6, 14887 (2021).K. Fujiki et al., Chem. Sci. 10, 1936 (2019).

H. Takashima et al., Cancer Science 112, 1975 (2021).

理研内共同研究

理研－国立がん研究センター－星薬科大学－東北大学

20



RIBFにおける211At製造計画

α: 40 μA (国内最大)
(→ 60 μA)

(α: 20 μA → 150 μA
→ 200 μA) (世界最大)

(→ α: 200 μA
→ α: 500 μA)

(世界最大)

大強度αビームを利用した
大規模211At製造技術開発

211At製造の継続

21

理研リングサイクロトロン
（1986-）

AVFサイクロトロン
（1989-） 超伝導重イオン

線形加速器
（1981/2020-）



JST OPERA (FY2017–2021)

金属技研株式会社と共同研究
200 μA in FY2022, Goal: 500 μA

211At製造装置（開発中）
SRILAC RI製造ビーム

ライン（建設中）

大規模211At製造技術開発

22



理研リングサイクロトロンAVFサイクロトロン

RIBFにおける225Acの製造開発・製造計画

135 MeV/u 14N

232Th(14N,xnyp)225Ac226Ra(p,2n)225Ac

19 MeV p

2017年度製造試験実施済
試験予定

Yin et al., RIKEN Accel. Prog. Rep. (in press).

10-1
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225Ac: 3 MBq
(精製後)

225Acの生成放射能の見積もり

ビー
ム

エネルギー
(MeV/u)

ビーム強度
(pμA)

標的厚*

(g/cm2)
照射時間

(d)
生成放射能

(MBq)

p
210 1 4.5 2 170
135 1 4.5 2 120

14N 135 1 4.5 2 160

226Ra照射装置開発済み，
Ba標的を利用した模擬試験完了。
2022年度中（変更申請の許可次第）
に本試験。
乞うご期待

232Th >100g 所有

23



24

まとめ

〇仁科センターは1938年よりRI製造の実績あり

〇仁科センターのRIBF施設で最先端基礎研究を推進

〇最先端基礎研究の基盤技術（加速器技術、ビーム照射技術、

化学分離技術）をRIBFでのRI製造に応用、高度化

〇製造されたRIを利用した共同研究を実施

〇RI協会などを通じた頒布事業も展開

〇日本発、世界初の新たな核医薬品開発に貢献

理研産At-211を用いて、国内初のα核医薬品の治験が阪大病院にて実施予定

〇211At

2016年度から約8GBqを供給。現状は、1時間で1.3GBqの生産能力（国内最大）。

大強度ビームによる大規模211At製造技術を開発中

〇225Ac
232Th標的を利用した試験実施済（2017年度に3 MBq製造実績あり）
226Ra標的を利用した製造試験を予定（価格的に232Th標的よりも優位）

〇RI製造の規模拡大には、人材育成、人員増、運転費増、新頒布方式導入などが必要

〇世界で競争が激化する中、世界的視野での戦略性、全国規模での円滑で

効率的なコヒーレントな運営が必要
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(a) AVFサイクロトロン

30-MeV p (~20 μA)
24-MeV d (~15 μA)
50-MeV α (~40 μA)
~7-MeV 12C, 18O, 19F, and 22Ne (~1 pμA)

7Be（Z = 4）～262Db（Z = 105）までのRIを製造

K70 AVFサイクロトロン
26



(a) AVFサイクロトロン

20-MeV p (~20 μA)
24-MeV d (~15 μA)
50-MeV α (~32 μA)
~7-MeV 12C, 18O, 19F, and 22Ne (~1 pμA)

7Be（Z = 4）～262Db（Z = 105）までのRIを製造

K70 AVFサイクロトロン

短寿命RI

励起関数測定211At

超重元素RI

27



RI製造装置

ビーム
(p, d, α, …)
TOF

短寿命RI製造用
ガスジェット標的

長寿命RI製造用標的

冷却水
(1.5 L/min)

0                     50 mm

Taスリット
(i.d. 9 mm)

Heガス (2 L/min)
+ KClエアロゾル

Taビームストッパー化学実験室へ

冷却Heガス (30 L/min)

Be箔 (10 μm)

冷却Heガス (30 L/min)

KCl
RI

ガスジェット法

1. 反跳分離により化学分離が不要

2. 短寿命RIを利用可能 (T1/2 = ~1 s)
3. 蒸着・電着法により様々な元素，

化学形の標的を利用可能

4. 異なる標的の組み合わせでマル

チトレーサーを製造可能

ウォブラー

28



・長寿命RI
natTi, natAg, natHf, 197Au, 232ThO2 (1–5 g/cm2) ⇒ 化学分離

・短寿命RI
natCu, natAg, 197Au, natTa, natPb (1–5 μm x 30) ⇒ ガスジェット

(b) 理研リングサイクロトロン
マルチトレーサー法 [Ambe et al., Chem. Lett. 1991, 149 (1991). ]
135 MeV/nucl. 14N（または12C，16O）ビームをTi，Ag，Auなどの標的

に照射すると，多元素のRIが標的核の核破砕反応によって同時に生成．

照射後，標的物質を化学分離で除去し，マルチトレーサーを取得

理研リングサイクロトロン

135 MeV/nucl. 14N, 0.6 pμA

H. Haba et al., Radiochim. Acta 93, 539 (2005).

ガスジェット結合型多重標的
照射システム（2003～）
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マルチトレーサーのγ線スペクトルの例
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マルチトレーサーの利点
• 同一実験条件下における多元素同時分析

• 希少なRIを含有（28Mg, 42,43K, 47Ca, 225Ac）

照射後2週間natAg(14N,xnyp)
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GARIS ガスジェット搬送装置

SHEs

RILAC

~7-MeV/u 18O, 19F, 22Ne, 23Na 
(3–7 pμA)

(c) 理研重イオン線形加速器
とくに新元素（超重元素）のRI: 261Rf, 262Db, 265Sg, 266Bhなど

焦点面

1 2 m0

D2Q2Q1D1

リニアックから
のビーム

ガス導入口

超重元素の同位体
(SHEs)

マイラー窓

He/KCl

0 100 mm

33 Pa

~50 kPa

気体充填型反跳核分離装置（GARIS） ガスジェット搬送装置

回転式
248Cm標的

SHEs

化学実験

31



Haba et al., Chem. Lett. 38, 426 (2009).
Haba et al., Phys. Rev. C 83, 034602 (2011).
Haba et al., Phys. Rev. C 85, 024611 (2012).

Haba et al., Phys. Rev. C 89, 024618 (2014).
Haba et al., Phys. Rev. C 102, 024625 (2020).

GARISで質量分離した新元素RIを化学実験に利用可能

257No
24.5 s

8.69
(Iɑ = 20/80)
SF (≤ 51)

8.51
(18)

8.28,
SF (b < 13)

8.222 (Iɑ = 83), 
8.323 (Iɑ = 17)

8.84 (Iɑ = 91/9), SF (b ≤ 50)

SF (82)

265Sg
8.5 s 14.4 s

261Rf

68 s 2.6 s

248Cm(22Ne,5n): 180/200 pb

248Cm(18O,5n): 12/11 nb

8.46 (Iɑ = 70), 8.68 (Iɑ = 30)

8.565 (Iɑ = 20), 8.595 (Iɑ = 46),
8.621 (Iɑ = 25), 8.654 (Iɑ = 9)

262Db
34 s

EC (b = 2.6) SF (b = 52)

248Cm(19F,5n): 2.1 nb

258Lr
3.5 s

~5 h–1 (262Db)~0.5 min–1

(261Rfa)

~1 h–1 (265Sga,b)

266Bh
10.0 s

248Cm(23Na,5n): 57 pb

8.62–9.40

~5 d–1 (266Bh)

新元素RIの製造
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回転式248Cm, 
144Sm, natZn標的

22Ne, 24Mgビームの軌跡

265Sg, 87,88Mo, 164Wの軌跡

32対のシリコン半導体検出器で構成
されるガスクロマトグラフカラム

低温ガスクロマトグラフ装置（COMPACT）

GARIS

カルボニル錯体合成用
He/COガスジェット
チャンバー

テフロン管

液体窒素冷却

D1
Q1

Q2D2

マイラー真空窓

化学室

照射室

248Cm(22Ne,5n)265Sg
natZn(24Mg,xn)87,88Mo
144Sm(24Mg,4n)164W

Sg

C

C

O

O

C OCO

C C
OO

J. Even et al., Science 345, 1491 (2014).

106Sg

42Mo

Group 6

5

6

7

74W

Sgが第6族元素であることを実証

・Sgのカルボニル錯体の化学合成

→ 超重元素初の有機金属錯体

・吸着エンタルピー（揮発性）

Sg(CO)6 ≈ W(CO)6 ≈ Mo(CO)6

国際共同研究：理研, GSI, Mainz Univ., …

検出器番号

各
検

出
器

の
収

率

(d) 106番元素シーボーギウム（Sg）の化学実験
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Sg(CO)6のSg–C結合の安定性？

熱分解実験 ➡ 第一結合解離エンタルピー

• Mo(CO)6, W(CO)6: GARIS + PSI COLD
Usoltsev et al., Radiochim. Acta 104, 141 (2016).

• Sg(CO)6: GARIS + PSI COLD
Eichler et al. (実験中).

Bh, Hs, Mtの同族元素のカルボニル錯体による基礎研究

テフロン／石英表面への吸着エンタルピーと化学収率

• Tc(CO)5: IMP 252Cf SF線源

Wang et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 13228 (2015).
• Ru(CO)5, Rh(CO)4: IMP 252Cf SF線源

Cao et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 119 (2016).
• Re(CO)5: GARIS;  natGd(23Na,xn)172–177Re

Wang et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 7147 (2019).
• Mo, W, Re, Ru, Os, Rh, Irカルボニル錯体: IMP TOF-MS

6 7 8 9

5 Mo Tc Ru Rh

6 W Re Os Ir

7 Sg Bh Hs Mt

Sg

C

O

C

O

C OCO

C C
OO

超重元素カルボニル錯体の系統的研究
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(e) AVFと従来ガスジェット法を利用した超重元素の化学

AVFサイクロトロン

RIBF

AVFホットラボ

10 m

超重元素合成装置
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104Rf

105Db

• TTA樹脂によるRfフッ化物の逆相抽出（金沢大）
Yokoyama et al., Radiochim. Acta 107, 27 (2019). → Rf < Zr ≈ Hf

• Rfの塩化物錯体形成機構 （阪大）
Kasamatsu et al., Radiochim. Acta 103, 513 (2015).
Kasamatsu et al., Solv. Ext. Ion Exchange 38, 318 (2020).
Yokokita et al., Dalton Trans. 45, 18827 (2016). → Rf > Zr > Hf

• Rfの水酸化物の生成機構（阪大）
Kasamatsu et al., J. Nucl. Radiochem. Sci. 14, 7 (2014).
Kasamatsu et al., Appl. Radiat. Isot. 118, 105 (2016). 
Kasamatsu et al., Nat. Chem. 13, 226–230 (2021). → Rf > Zr ≈ Hf

• Dbフッ化物の逆相抽出（新潟大）
Murakami et al., to be submitted. → Db ≈ Nb, Db ≠ Ta 

+
単一原子溶液化学装置

• ARCA (原子力機構)
• CHIN (阪大)
• AMBER (阪大)
• ISE (阪大) ARCA (原子力機構) 理研自動迅速α/SF計測装置

(e) AVFと従来ガスジェット法を利用した超重元素の化学
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(f) BigRIPSからのRIビームを利用したRI製造

・従来のRIと比較して極めて多彩かつ高純度

・全元素について利用目的に最適な寿命や壊変特性を有するRIを選択

・質量分離により化学精製が不要

作業者の被ばく低減

・238Uビームによるα放出RIの製造

SRC BigRIPS

RIビーム
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RIビームの強度

Assuming a primary beam intensity of 1 pµA

RIビーム (pps) 一次ビーム (pμA) 照射時間 (日) 放射能 (GBq)
28Mg 8.90 x 108 48Ca 1 1 3.4
67Cu 1.46 x 1010 70Zn 1 1 0.49

28Mgと67Cuの生成放射能
Neutron number

Pr
ot

on
 n

um
be

r

Pr
od

uc
tio

n 
ra

te
 (p

ps
)

In-flight fission
• 238U 100 pnA
Projectile fragmentation
• 238U 100 pnA
• 124Xe 100 pnA
• 78Kr 500 pnA
• 70Zn 250 pnA
• 48Ca 1000 pnA
• 18O 100 pnA

1 pps limit

December 11th, 2018
N. Fukuda

Dripline prediction by KTUY05
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