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学生支援・保健管理機構
Student Support and Health Administration Organization

生活、修学、就職、メンタルへルス及びハラスメントに関

する相談等キャンパスライフ全般にわたる全学的支援並び

に女性の支援策に係る企画立案を行う。また学生に対して、

健康診断、予防接種等を通じた健康保持増進その他学生の

福利厚生に対応する。

学生・女性支援センター

本学の学生及び職員に対し、生活、修学、就職、メンタル

ヘルスやハラスメント、キャリアパスや学業・仕事と家庭

との両立に関することなどキャンパスライフ全般の支援活

動を行う。また、障害を持つ学生に対する支援や女性研究

者（大学院生を含む）の研究活動の支援及びキャリア支援

を行う。

保健管理センター

本学の保健管理の充実を図るための専門的業務を行うとと

もに、学生、職員の健康保持増進を図ることを目的とする。

The organization supports students and female staff, promoting 
a healthy working environment, as well as planning welfare 
programs.

Support Center for Students and Female Staff

The center supports students’ staffs’ and campus life and work 
l i fe - school work, career placement, mental health issues, 
harassment, career development, as well balancing work and life. 
The center also supports students with disabilities and manages 
projects for supporting research activities and balancing work 
and life for female researches and gr aduate students.

Health Administration Center

The center improves healthcare management at the university 
and promotes the health of students, faculty, and employees.
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世界各国の高等教育調査機関、教育研究機関、報道機関な

どが、大学ごとに研究者の論文発表実績や評判、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。

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。
出典： Times Higher Education
 Quacquarelli Symonds (QS)

World university rankings are compiled by research organizations 
in the field of higher education, education and research institu-
tions and media outlets throughout the world by evaluating a 
variety of items such as the number of research papers pub-
lished by staff members affiliated with each university, reputa-
tion and the ratio of faculty staff to students.TMDU hopes, by 
boosting its ranking among world universities, to help improve 
the international competitiveness of Japanese higher education.

Source: Times Higher Education
 Quacquarelli Symonds (QS)

世界大学ランキング2016-2017　本学の総合順位
World University Rankings 2016-2017: Rankings of TMDU

国内順位
National Ranking 

(among 779 universities)

世界順位
World Ranking

タイムズ・ハイアー・エデュケーション世界大学ランキング
Times Higher Education’s World University Ranking 9 401-500

クアクアレリ・シモンズ（QS）世界大学ランキング
Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking 13 329

本学の特徴を示すその他の大学ランキング
World University Rankings: TMDU Ranked by Specific Criteria

国内順位
National Ranking 

(among 779 universities)

世界順位
World Ranking

タイムズ・ハイアー・エデュケーション世界最高の
小規模世界大学ランキング2017
Times Higher Education’s World’s Best Small Universities 2017

1 17

タイムズ・ハイアー・エデュケーション世界大学ランキング日本版
教育リソース指標部門
Times Higher Education’s Japan University Rankings / 
Category: Resources

1

分野別QS世界大学ランキング2017　本学の順位
QS World University Rankings by Subject 2017: Rankings of TMDU

国内順位
National Ranking

(among 779 universities)

世界順位
World Ranking

分野：医学
Subject: Medicine 4 101-150

分野：歯学
Subject: Dentistry 1 3
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