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Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow : concepts,

tools, and techniques to build intelligent systems
Géron, Aurélien O'Reilly 新着資料 007.64||Ger T019539

Fluent Python Ramalho, Luciano O'Reilly 新着資料 007.64||Ram T019529

セルフ・コントロールの心理学 : 自己制御の基礎と教育・医療・矯正への応用 高橋 雅治 北大路書房 新着資料 141.8||Tak T019540

ケースに学ぶ心理学 : 交流分析のサイコセラピー 島田 涼子 新興医学出版社 1 146.8||Shi T019487

【保健と健康の心理学標準テキスト 1】保健と健康の心理学 : ポジティブヘルスの実現 大竹 恵子 ナカニシヤ出版 1 146||Ota T019507

Purifying and culturing neural cells : a laboratory manual  : cloth Barres, Ben
Cold Spring Harbor Laboratory

Press
1 460.75||Bar T019516

細胞の分子生物学   第6版 Alberts, Bruce ニュートンプレス 新着資料 463||Alb T019535 教育要項

生物学と医学のための物理学   Davidovits, Paul 共立出版 新着資料 464.9||Dav T019486

連帯の医学 大高 道也 京都大学学術出版会 新着資料 490.49||Ota T019541

海外医学留学のすべて   改題改訂2版 島田 悠一 日本医事新報社 新着資料 490.7||Shi T019552

【あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! : シンプルに伝える魔法のテクニック 続】とことんシンプル

に作り込むスライドテクニック
渡部 欣忍 南江堂 新着資料 490.7||Wat T019547

CBT・医師国家試験のためのレビューブック公衆衛生  2018 第3版 国試対策問題編集委員会 メディックメディア 新着資料 490.79||Ish T019506

【インテグレーテッドシリーズ 3】解剖学・発生学 Bogart, Bruce Ian 東京化学同人 2 491.1||Int T019491

【インテグレーテッドシリーズ 5】生理学 Carroll, Robert G. 東京化学同人 2 491.3||Int T019493

ラボ必携：フローサイトメトリーＱ＆Ａ：正しいデータを出すための100箇条 戸村 道夫 羊土社 新着資料 491.31||Tom T019534

Hematology : basic principles and practice   7th ed Hoffman, Ronald Elsevier 新着資料 491.321||Hof T019554

【インテグレーテッドシリーズ 6】神経科学 Nolte, John 東京化学同人 3 491.37||Int T019494

【実験医学 別冊】もっとよくわかる!脳神経科学 : やっぱり脳はスゴイのだ! 工藤 佳久 羊土社 3 491.371||Kud T019505

生化学きほんノート 浅賀 宏昭 南山堂 3 491.4||Asa T019488

【インテグレーテッドシリーズ 1】生化学 Pelley, John W. 東京化学同人 3 491.4||Int T019489

Ion Channels : A laboratory manual Paul J. Kammermeier
Cold spring Harbor Laboratory

Press
新着資料 491.42||Kam T019528

【インテグレーテッドシリーズ 4】薬理学 Kester, Mark 東京化学同人 3 491.5||Int T019492

Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics : concepts and

applications   4th ed
Rowland, Malcolm

Wolters Kluwer/Lippincott

William & Wilkins
新着資料 491.5||Row T019546

Fundamentals of Toxicologic Pathology   3rd edition Wanda M. Haschek Academic Press 新着資料 491.59||Fun T019553

Toxicologic pathology: nonclinical safety assessment Pritam S. Sahota CRC press 新着資料 491.59||Sah T019537

【Methods in molecular biology 1692】Cancer Stem Cells : Methods and

protocols   2018
Papaccio, Gianpaolo Humana Press 新着資料 491.65||Pap T019538

【インテグレーテッドシリーズ 2】免疫学・微生物学 Actor, Jeffrey K. 東京化学同人 4 491.8||Int T019490

免疫学コア講義   改訂4版 熊ノ郷 淳 南山堂 新着資料 491.8||Kum T019584

シンプル免疫学   改訂第5版 中島 泉 南江堂 4 491.8||Shi T019503

肺癌診療Q&A : 一つ上を行く診療の実践   第3版 弦間 昭彦 中外医学社 新着資料 493.385||Gen T019550

胃癌取扱い規約   第15版 日本胃癌学会 金原出版 新着資料 493.455||Nih T019531

感染症内科ただいま診断中! 伊東 直哉 中外医学社 新着資料 493.8||Ito T019579

先天性骨髄不全症診療ガイドライン 日本小児血液・がん学会 診断と治療社 新着資料 493.932||Nih T019549

シンプル内科学   改訂第2版 寺野 彰 南江堂 4 493||Shi T019504

Rosai and Ackerman's Surgical Pathology  v.1 11th edition John R. Goldblum Elsevier 新着資料 494.16||Ros T019585

Rosai and Ackerman's Surgical Pathology  v.2 11th edition John R. Goldblum Elsevier 新着資料 494.16||Ros T019586

皮膚病理組織診断学入門   改訂第3版 斎田 俊明 南江堂 新着資料 494.8||Sai T019580

レジデントのための腎臓病診療マニュアル   第3版 深川雅史 医学書院 新着資料 494.93||Fuk T019551

腎臓病診療レジデントマニュアル 小松 康宏 医学書院 新着資料 494.93||Kom T019581

レジデントのための腎臓教室 前嶋 明人 日本医事新報社 新着資料 494.93||Mae T019583

11月新着図書

http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781491962299
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781491962299
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781491946008
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784762829734
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784880028590
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784779511127
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781621820116
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784315520620
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784320035942
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784876982486
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784784943517
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784524251285
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784524251285
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784896326840
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784807916450
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784807916443
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784758122351
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9780323357623
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784807916467
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784758122016
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784525131517
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784807916436
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781621821205
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784807916429
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9780781750097
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9780781750097
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9780128098417
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781138199545
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781493974009
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781493974009
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784807916412
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784525167547
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784524254460
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784498131002
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784307203753
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784498021266
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784787823311
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784524266586
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9780323263399
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9780323263399
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784524258789
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260032445
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260030502
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784784947133


書名 編著者名 出版社 配置場所 請求記号 登録番号 備考

腎・泌尿器疾患ビジュアルブック   第2版 落合 慈之 学研メディカル秀潤社 新着資料 494.93||Och T019533

二分脊椎に伴う下部尿路機能障害の診療ガイドライン  2017年版 日本排尿機能学会 リッチヒルメディカル 新着資料 494.95||Nih T019548

遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)診療の手引き  2017年版

厚生労働科学研究がん対策推進

総合研究事業「わが国における遺

伝性乳癌卵巣癌の臨床遺伝学

的特徴の解明と遺伝子情報を用

いた生命予後の改善に関する研

究」班

金原出版 新着資料 495.46||Kos T019532

【毎日ムック 】自分で探す病気のサイン 毎日新聞社 毎日新聞出版 新着資料 498.3||Mai Z109255

Advanced engineering mathematics   10th ed Kreyszig, Erwin Wiley 8 501.1||Kre T019517

作りながら学ぶHTML 高橋 朋代 SBクリエイティブ 新着資料 547.48||Tak T019559

Nouveau on pratique! 北村 亜矢子 朝日出版社 新着資料 855||Kit T019582

【Standard books 】寺田寅彦 : 科学者とあたま 寺田 寅彦 平凡社 8 914.6||Sta T019495

【Standard books 】野尻抱影 : 星は周る 野尻 抱影 平凡社 8 914.6||Sta T019496

【Standard books 】岡潔 : 数学を志す人に 岡 潔 平凡社 8 914.6||Sta T019497

【Standard books 】中谷宇吉郎 : 雪を作る話 中谷 宇吉郎 平凡社 8 914.6||Sta T019498

【Standard books 】牧野富太郎 : なぜ花は匂うか 牧野 富太郎 平凡社 8 914.6||Sta T019499

【Standard books 】串田孫一 : 緑の色鉛筆 串田 孫一 平凡社 8 914.6||Sta T019500

【Standard books 】稲垣足穂 : 飛行機の黄昏 稲垣 足穂 平凡社 8 914.6||Sta T019501

【Standard books 】朝永振一郎 : 見える光、見えない光 朝永 振一郎 平凡社 8 914.6||Sta T019502

【ブルーバックス B-2013, B-2024】カラー図解新しい人体の教科書  下 山科 正平 講談社 9 Blue T019509

【ブルーバックス B-2038】城の科学 : 個性豊かな天守の「超」技術 萩原 さちこ 講談社 新着資料 Blue T019577

【ブルーバックス B-2039】世界の名作数理パズル100 : 推理力・直観力を鍛える 中村 義作 講談社 新着資料 Blue T019578

【岩波新書 新赤版 1680】日本の無戸籍者 井戸 まさえ 岩波書店 9 Iwanami T019510

【岩波新書 新赤版 1681】出羽三山 : 山岳信仰の歴史を歩く 岩鼻 通明 岩波書店 9 Iwanami T019511

【岩波新書 新赤版 1682】アウグスティヌス : 「心」の哲学者 出村 和彦 岩波書店 9 Iwanami T019512

【岩波新書 新赤版 1683】生と死のことば : 中国の名言を読む 川合 康三 岩波書店 9 Iwanami T019513

【岩波科学ライブラリー 267】うつも肥満も腸内細菌に訊け! 小澤 祥司 岩波書店 新着資料 Iwanami T019576

Question Bank 公衆衛生  2018(第34版) 国試対策問題編集委員会 メディックメディア 1 国試 T019515 教員用
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