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統計的学習の基礎 : データマイニング・推論・予測 Hastie T. J 共立出版 新着資料 007.1||Fri T021393

MLS機械学習スタートアップシリーズ Pythonで学ぶ強化学習 : 入門から実践まで 久保 隆宏 講談社 1 007.1||Kub T021391

Dynamical Systems with Applications using Python Stephen Lynch Birkhaeuser 新着資料 007.1||Lyn T021402

MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ ガウス過程と機械学習 = Gaussian process and machine learning持橋 大地 講談社 1 007.1||Moc T021392

ITエンジニアのための機械学習理論入門 中井 悦司 技術評論社 新着資料 007.1||Nak T021371

実践機械学習システム Richert Willi オライリー・ジャパン 新着資料 007.1||Ric T021376

MATLABではじめるプログラミング教室 奥野 貴俊 コロナ社 新着資料 007.64||Oku T021386

The clinical handbook of mindfulness-integrated cognitive behavior therapy : a step-by-step guide for therapistsCayoun Bruno A Wiley Blackwell 新着資料 146.8||Cay T021398

Practitioner's Guide to Ethics and Mindfulness-Based Interventions Lynette M. Monteiro Springer 新着資料 146.8||Mon T021399

WAIS-IV, WMS-IV, and ACS : advanced clinical interpretation Holdnack James A. Elsevier 新着資料 371.7||Hol T021425

道徳教育は「いじめ」をなくせるのか : 教師が明日からできること 藤川 大祐 NHK出版 新着資料 375.35||Fuj T021428

最新使える!MATLAB 青山 貴伸 講談社 1 410||Aoy T021385

カオス : 力学系入門 1 Alligood Kathleen T. 丸善出版 1 413.6||Cha T021366

カオス : 力学系入門 2 Alligood Kathleen T. 丸善出版 1 413.6||Cha T021374

カオス : 力学系入門 3 Alligood Kathleen T. 丸善出版 1 413.6||Cha T021365

【シリーズ多変量データの統計科学 8】 カーネル法入門 : 正定値カーネルによるデータ解析 福水 健次 朝倉書店 1 417||Fuk T021388

【シリーズ予測と発見の科学 5】 計算統計学の方法 : ブートストラップ・EMアルゴリズム・MCMC 小西 貞則 朝倉書店 1 417||Kon T021364

論文を正しく読み書くためのやさしい統計学 中村 好一 診断と治療社 新着資料 417||Nak T021444

【調査観察データ解析の実際 1】 欠測データの統計科学 : 医学と社会科学への応用 高井 啓二 岩波書店 1 417||Tak T021383

基礎からのベイズ統計学 : ハミルトニアンモンテカルロ法による実践的入門 豊田 秀樹 朝倉書店 新着資料 417||Toy T021384

ベイズ統計の理論と方法 渡辺 澄夫 コロナ社 1 417||Wat T021394

【新物理学シリーズ　32】 熱力学 : 現代的な視点から 田崎 晴明 培風館 新着資料 426.5||Taz T021419

イラスト基礎からわかる生化学 : 構造・酵素・代謝 坂本 順司 裳華房 2 464||Sak T021362

突然変異主導進化論 : 進化論の歴史と新たな枠組み 根井 正利 丸善出版 2 467.5||Nei T021389

Coalescent theory : an introduction Wakeley John H. Roberts & Co. Publishers新着資料 467||Wak T021429

Mouse development : from oocyte to stem cells Kubiak Jacek Z Springer 新着資料 481.2||Kub T021423

仮病の見抜きかた 國松 淳和 金原出版 新着資料 490.14||Kun T021449

CBT・医師国家試験のためのレビューブック内科・外科 2020-2021 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 T021469

Ross組織学 Ross Michael H. 南江堂 新着資料 491.11||Ros T021446

オルガノイド実験スタンダード : 決定版 : 開発者直伝!珠玉のプロトコール集 佐藤 俊朗 羊土社 2 491.11||Sat T021397

Ganong's review of medical physiology 26th Barrett Kim E. McGraw-Hill Education新着資料 491.3||Gan T021472

Cell Culture Techniques 2nd ed Michael Aschner Humana Press 3 491.37||Neu T021401

Cognitive neuroscience : the biology of the mind 5th ed Gazzaniga Michael S. W.W. Norton 3 491.371||Gaz T021400

7月新着図書(本館)

哲学、心理学

自然科学

医学一般
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High-Resolution Imaging of Cellular Proteins Steven D. SchwartzbachSpringer Nature 新着資料 491.4||Sch T021422

ハマー&マクフィー 疾患の病態生理: 臨床医学入門 原書7版 Hammer, Gary D. 丸善出版 新着資料 491.6||Kok T021439

もっとよくわかる!炎症と疾患 : あらゆる疾患の基盤病態から治療薬までを理解する 松島 綱治 羊土社 新着資料 491.64||Mat T021443

【遺伝子医学MOOK 34】 臨床応用に向けた疾患シーケンス解析 松本 直通 メディカルドゥ 新着資料 491.69||Mat T021415

病気がみえる 眼科 医療情報科学研究所 Medic Media 新着資料 492||Byo T021445

病気がみえる 眼科 医療情報科学研究所 Medic Media 新着資料 492||Byo T021461

病気がみえる 眼科 医療情報科学研究所 Medic Media 新着資料 492||Byo T021462

臨床研究の道標 (みちしるべ) : 7つのステップで学ぶ研究デザイン 上巻 福原 俊一 健康医療評価研究機構新着資料 492.07||Fuk T021458

臨床研究の道標 (みちしるべ) : 7つのステップで学ぶ研究デザイン 下巻 福原 俊一 健康医療評価研究機構新着資料 492.07||Fuk T021459

病名がなくてもできること : 診断名のない3つのフェーズ : 最初の最初すぎて診断名がない : あとがなさすぎて診断名がない : 不明・不定すぎて診断名がない國松 淳和 中外医学社 新着資料 492.1||Kun T021450

Gノート : 患者を診る地域を診るまるごと診る ジェネラリストのための診断がつかないときの診断学 : 非典型症例・複雑な症例に出会ったときの考え方とヒント松村 正巳 羊土社 新着資料 492.1||Mat T021451

新・総合診療医学 病院総合診療医学編 : 初めて総合診療を学ぶ人のために 阿部 智一 カイ書林 新着資料 492.1||Shi T021452

スタンダード細胞診テキスト 水口 國雄 医歯薬出版 新着資料 492.19||Tok T021464

医学における放射線防護 International Commission on Radiological Protection日本アイソトープ協会 4 492.4||Icr T021369

放射線診断およびIVRにおける放射線防護教育と訓練 International Commission on Radiological Protection日本アイソトープ協会 4 492.4||Icr T021368

解いて身につくPET・SPECT 120症例 : 専門医認定試験に役立つ 小須田 茂 金芳堂 4 492.43||Kos T021372

超実践マニュアル核医学 VERSUS研究会 医療科学社 4 492.43||Tsu T021416

臨床医・RI技師のための脳SPECTパーフェクトガイド : 診断・治療・手術に使える 玉岡 晃 メディカ出版 4 492.4371||TamT021370

アレルギー総合ガイドライン2019 日本アレルギー学会 協和企画 新着資料 493.14||Nih T021465

EXPERT膠原病・リウマチ 住田 孝之 診断と治療社 新着資料 493.14||Sum T021455

エビデンスに基づいた胆道癌診療ガイドライン 日本肝胆膵外科学会胆道癌診療ガイドライン作成委員会医学図書出版 新着資料 493.47||Nih T021467

バセドウ病治療ガイドライン 2019 日本甲状腺学会 南江堂 新着資料 493.49||Nih T021457

腰痛診療ガイドライン 2019 日本整形外科学会 南江堂 新着資料 493.6||Nih T021453

睡眠障害の対応と治療ガイドライン 睡眠障害の診断・治療ガイドライン研究会じほう 新着資料 493.7||Sui T021471

アトラス脳腫瘍病理 中里 洋一 中外医学社 新着資料 493.73||Nak T021375

グリオーマ : 病態と治療 田渕 和雄 丸善出版 新着資料 493.73||Tab T021417

【Journal of clinical rehabilitation books】 高次脳機能障害のリハビリテーション 武田 克彦 医歯薬出版 5 493.73||Tak T021387

MCI・認知症のリハビリテーション : Assistive technologyによる生活支援 安田 清 エスコアール 5 493.75||Yas T021367

ひと目でわかる認知症画像診断ハンドブック 羽生 春夫 医学と看護社 新着資料 493.758||Han T021427

【形成外科治療手技全書 7】 美容医療 大慈弥 裕之 克誠堂出版 6 494.288||Hir T021360

【局所皮弁 第3巻】 下肢・足 工藤 俊哉 克誠堂出版 6 494.288||Kyo T021361

がんのリハビリテーション診療ガイドライン 日本リハビリテーション医学会 金原出版 新着資料 494.5||Nih T021456

脳腫瘍外科経験したい手術16 : スタンダードからアドバンス 中尾 直之 メジカルビュー社 6 494.627||Kaw T021396

心臓血管外科専攻医・専門医必修!Off the job trainingテキスト 3学会構成心臓血管外科専門医認定機構南江堂 新着資料 494.643||Nih T021447

【心臓血管外科手術エクセレンス】 手術画と動画で伝える 手術画 弁膜症の手術 高梨 秀一郎 中山書店 新着資料 494.643||Shi T021448

すぐできる!リハビリテーション統計[解析ソフト付](改訂第2版): データのみかたから検定・多変量解析まで下井俊典, 勝平純司 南江堂 新着資料 494.78||Kat T021460

【15レクチャーシリーズ】 リハビリテーション統計学 石川 朗 中山書店 新着資料 494.78||Rih T021363

疣贅「いぼ」のみかた,治療のしかた 江川 清文 学研メディカル秀潤社 7 494.8||Ega T021381

皮疹の因数分解・ロジック診断 : まぎらわしい炎症性の皮疹を絶対に見間違えない方法 北島 康雄 学研メディカル秀潤社 7 494.8||Kit T021382

泌尿器科手術における血管外科 = Vascular surgery in urology 田邉 一成 メジカルビュー社 7 494.92||Tan T021373

臨床医学系
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腎生検病理診断取扱い規約 日本腎病理協会 金原出版 新着資料 494.93||Nih T021466

間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン 日本間質性膀胱炎研究会 リッチヒルメディカル 新着資料 494.95||Nih T021463

解剖学的視点で解き明かす女性骨盤手術 金尾 祐之 南江堂 7 495.2||Kan T021378

生殖外科のすべて : 妊孕性温存を目指した婦人科内視鏡手術と不妊診療 森田 峰人 メディカ出版 新着資料 495.24||Mor T021420

産婦人科内視鏡手術ガイドライン2019年版 日本産科婦人科内視鏡学会金原出版 新着資料 495.24||Nih T021468

【産婦人科手術スーパーレッスン】 子宮体癌・卵巣癌におけるStaging Laparotomy : en bloc骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術田畑 務 メディカ出版 新着資料 495.43||Tab T021414

患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2019年版 日本乳癌学会 金原出版 新着資料 495.46||Nih T021470

妊娠期がん診療ガイドブック 北野 敦子 南山堂 7 495.6||Kit T021380

硬膜外無痛分娩 : 安全に行うために 照井 克生 南山堂 新着資料 495.7||Ter T021379

耳鳴診療ガイドライン 2019年版 日本聴覚医学会 金原出版 新着資料 496.6||Nih T021454

歯科再生医学 村上 伸也 医歯薬出版 8 497||Mur T021390

Handbook of mindfulness : theory, research, and practice Brown Kirk Warren Guilford Press 新着資料 498.39||Bro T021426

Handbook of mindfulness : culture, context, and social engagement Purser Ronald E. Springer 新着資料 498.39||Pur T021424

食品成分表 2019 香川 芳子 女子栄養大学出版部 新着資料 498.51||Kag Z114179

創薬化学 : メディシナルケミストへの道 長野 哲雄 東京化学同人 8 499.3||Nag T021395

スパイス百科 : 起源から効能、利用法まで 丁 宗鉄 丸善出版 新着資料 499.87||Tei T021421

外部被ばくに対する放射線防護量のための換算係数 International Commission on Radiological Protection日本アイソトープ協会 新着資料 539.68||Icr T021418

国際放射線防護委員会の2007年勧告 International Commission on Radiological Protection日本アイソトープ協会 8 539.68||Icr T021377

パブリックスピーカーの告白 : 効果的な講演、プレゼンテーション、講義への心構えと話し方 Berkun Scott オライリー・ジャパン 新着資料 809.4||Ber T021403

【ブルーバックス B-2097】 地球をめぐる不都合な物質 : 拡散する化学物質がもたらすもの 日本環境化学会 講談社 新書 Blue T021409

【ブルーバックス B-2098】 高校数学でわかる複素関数 : 微分からコーシー積分、留数定理まで 竹内 淳 講談社 新書 Blue T021410

【ブルーバックス B-2099】 王家の遺伝子 : DNAが解き明かした世界史の謎 石浦 章一 講談社 新書 Blue T021411

【ブルーバックス B-2100】 物体の運動 Newton Isaac Sir 講談社 新書 Blue T021412

【岩波科学ライブラリー 286】 結局、ウナギは食べていいのか問題 海部 健三 岩波書店 新着資料 Iwanami T021473
【岩波新書 新赤版 1780】 日本のマクロ経済政策 : 未熟な民主政治の帰結 熊倉 正修 岩波書店 新書 Iwanami T021405

【岩波新書 新赤版 1781】 労働法入門 水町 勇一郎 岩波書店 新書 Iwanami T021406

【岩波新書 新赤版 1782】 朝鮮に渡った「日本人妻」 : フォト・ドキュメンタリー : 60年の記憶 林 典子 岩波書店 新書 Iwanami T021407

【岩波新書 新赤版 1783】 生きるための図書館 : 一人ひとりのために 竹内 悊 岩波書店 新書 Iwanami T021408
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