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世界大学ランキングとは、世界各国の高等教育調査機関、

報道機関、教育研究機関などが、大学ごとに研究者の論文

発表実績や受賞歴、教員数と学生数の割合など、さまざま

な項目を評価して、世界におけるランキングを公表してい

るものである。

東京医科歯科大学も、世界大学ランキングの順位向上を通

じて、日本の高等教育の国際的競争力強化の一翼を担うこ

とを目指している。

数ある世界の大学ランキングの中でも代表的なものが

「Times Higher Education 世界大学ランキング」「QS（ク

アクアレリシモンズ）世界大学ランキング」であるが、こ

れらの2014年のランキングで、東京医科歯科大学の位置

づけは下記のとおりである。

世界大学ランキング
Academic Ranking of World Universities

世界大学ランキング2014-2015：総合　本学の順位
国内順位 世界順位

THE世界大学ランキング 8 276-300

QS世界大学ランキング 12 294

分野別QS世界大学ランキング2015　本学の順位
国内順位 世界順位

医学分野 4 101-150

歯学分野 1 6

分野別QS世界大学ランキング2015　本学の項目別スコア

項目
スコア

医学分野 歯学分野

大学教員からの研究についての評判 70.1 100

雇用者からの教育についての評判 68.4 89.5

論文あたりの被引用数 79.3 79.9

h指数（論文の数と質を総合的に評価した指標） 61.2 78.8

QS世界大学ランキング：総合　本学の項目別スコア
項目（配点） スコア

大学教員からの研究についての評判（40％） 18.7

雇用者からの教育についての評判（10％） 11.9

学生あたりの教員数（20％） 100

教員あたりの論文被引用数（20％） 60.2

全教員に占める外国人教員比率（5％） 5.4

全学生に占める外国人学生比率（5％） 17.1

出典： Times Higher Educations World University Rankings 2014-15
 QS World University Rankings 2014/15
 QS World University Rankings by Subject 2015

スーパーグローバル大学等事業「スーパーグローバル大学創成支援」（タイプＡ）　
Top Global University Project  事業推進責任者等

TMDU型グローバルヘルス推進人材育成構想：
地球規模での健康レベル向上への挑戦

理事・副学長
烏山 一

博士課程教育リーディングプログラム　Program for Leading Graduate Schools 事業推進責任者等

災害看護グローバルリーダー養成プログラム
高知県立大学、兵庫県立大学、日本赤十字看護大学、千葉大学と共同実施

大学院保健衛生学研究科
井上 智子 教授

大学間連携共同教育推進事業　Program for Promoting Inter-University Collaborative Education 事業推進責任者等

東京コンソーシアムを基盤とした大学院疾患予防科学コース設立
お茶の水女子大学、学習院大学、北里大学と連携

大学院医歯学総合研究科 副研究科長
影近 弘之 教授

研究者育成の為の行動規範教育の標準化と教育システムの全国展開
信州大学、福島県立医科大学、北里大学、上智大学、 沖縄科学技術大学院大学と連携

大学院医歯学総合研究科 副研究科長
江石 義信 教授

経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援（グローバル人材育成推進事業タイプB（特色型））
Project for Promotion of Global Human Resource Development 事業推進責任者等

東京医科歯科大学　グローバル人材育成推進事業 理事・副学長
田中 雄二郎

大学の世界展開力強化事業　Re-Inventing Japan Project 事業推進責任者等

東南アジア医療・歯科医療ネットワークの 構築を目指した
大学間交流プログラム

理事・副学長
田上 順次

未来医療研究人材養成拠点形成事業　
New Paradigms - Establishing Centers for Fostering Medical Researchers of the Future

● テーマ（Ａ） メディカル・イノベーション推進人材の養成 事業推進責任者等

IQ・EＱ両者強化によるイノベーター育成 大学院医歯学総合研究科 副研究科長
江石 義信 教授

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン　
Promotion Plan for the Platform of Human Resource Development for Cancer 事業推進責任者等

次世代がん治療推進専門家養成プラン
秋田大学、東京医科大学、東京工業大学、東京薬科大学、弘前大学と連携

大学院医歯学総合研究科 副研究科長
江石 義信 教授

基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成
Fostering Global Physicians - Reform of Medical Education by Balancing Basic Research and Clinical Practice

● テーマ（Ａ） 医学・医療の高度化の基盤を担う基礎研究医の養成 事業推進責任者等

シームレスな次世代研究者養成プログラム 大学院医歯学総合研究科 副研究科長
江石 義信 教授

● テーマ（C） 医学・歯学教育認証制度等の実施 事業推進責任者等

国際基準に対応した医学教育認証制度の確立
千葉大学、東京大学、新潟大学、東京慈恵会医科大学、 東京女子医科大学と連携

大学院医歯学総合研究科 副研究科長
江石 義信 教授

● テーマ（C） 医学・歯学教育認証制度等の実施 事業推進責任者等

歯学教育認証制度等の実施に関する調査研究
新潟大学、九州歯科大学、東京歯科大学、大阪歯科大学と連携

医歯学教育システム研究センター
荒木 孝二 教授

課題解決型高度医療人材養成プログラム
Problem-Solving Oriented Training Program for Advanced Medical Personnel

● 取組1：医師・歯科医師を対象とした人材養成
 1－（1）：横断的な診療力とマネジメント力の両方を兼ね備えた医師養成　①医療の質管理領域 事業推進責任者等

PDCA医療クオリティマネージャー養成 大学院医歯学総合研究科
伏見 清秀 教授

教育関係プログラム
Educational Program
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