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1 ご使⽤前に            

1.1 はじめに            

・Medi-point は医療機関の受付、看護師、医師などの医療従事者に適した医療英語

学習サービスです。 

・Medi-point-STD は現場で使われる会話シーン、フレーズ、単語を AI による正確

な⾳声サンプルを聞きながら学習することができます。 

・本サービス Medi-point-SPE は STD の学習をベースに AI による⾳声認識技術に

よりスピーキング⼒を鍛える学習するをすることができます。 

・理想的な⾳声サンプルを聞きながら発⾳し、その正確さを AI により判定して貰

うことにより、極めて効率的なスピーキング⼒の向上が図れます。 

 
1.2 主な機能            

（1）英語または⽇本語による単語検索    
（2）英語または⽇本語によるフレーズを検索    
（3）英語または⽇本語による会話の検索    
（4）サンプル⾳声の再⽣   
（5）⾳声録⾳  

（6）録⾳した⾳声の評価・採点 
（7）録⾳した⾳声のを再⽣    
（8）ユーザーログイン    
（9）ユーザー登録    
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1.3 ご準備必要な環境            
 本サービスの動作させるためには下記の環境を整えて頂く必要があります。下記以
外の環境では動作しませんのでご注意お願い致します。 
 

(1) Window10 OS 及び Chrome ブラウザが搭載された PC 
(2) MaC OS \及び Chrome ブラウザが搭載された PC 
 

 

2 ユーザーインターフェース            
  

2.1 ログイン            

  (1) ログインページへのログイン 
 Chrome 上で下記、アドレスを⼊⼒ください。 
 
https://taurisjapan-ai.com 
 
注）Windows Edge その他のブラウザでは正常に動作しませんのでご注意くだ
さい。 

 
 (2) ログインページでの認証 

このページでユーザー認証が⾏われます。（このソフトウェアを使⽤するに
は、ユーザー認証が必要です。）[Login:ログイン] 画⾯が表⽰されます。ユ
ーザー⼊⼒名とパスワード、あなたが登録プロセスで提供されたが、[Login:
ログイン]ボタンをクリックしてください。 
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番号。 名前 説明 
1 User ID 

ユーザーID 
ユーザーID を⼊⼒してください。 
例：MP-XXXXX 

2 Password 
パスワード 

パスワードを⼊⼒してください。 
例：YYYYY 

３ Login 
ログイン 

⼊⼒されたユーザーID とパスワードでログイン認
証を⾏います。 

  
 注）ユーザーID とパスワードは事前にタウリスから発⾏したものをお使いください。 
 
  

ページ 
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2.2 検索            

 ⽇本語或いは英語で単語、フレーズ、会話を検索することができます。 
下表の順番で選択をお願いします。  

番号。 名前 説明 
1 In Japanese 

⽇本語検索 
⽇本語を使⽤して単語、フレーズ、会話を検索しま
す。 

2 In English 
英語検索 

英語を使⽤して単語、フレーズ、会話を検索します。 

３ Search Type 
検索タイプ 

検索するタイプを 1 つ選択してください 
例：単語、フレーズ、会話 

4 Category 
カテゴリ- 

検索する前に、カテゴリ-名の 1 つを選択してください 

5 Type keyword 
検索⼊⼒テキスト 

検索するテキストを⼊⼒します。 

6 Search 
検索 

検索をクリックすると検索を開始します。 

7 Clear the result 
結果をクリア 

これをクリックして、検索されたデータをすべて削除
し,検索⼊⼒モードに戻ります。ただし、5 分間以上経
ってこのボタンを押すと Login page に戻ります。 

8 Logout 
ログアウト 

システムから Logout し、Login page に戻ります。 

   
  

８ 
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2.3 検索結果 

 検索結果が下図のように表⽰されます。 

 
  

番号。 名前 説明 
1 Category name and 

number of search 
result 
カテゴリー名と検
索結果数 

選択したカテゴリー名と検索結果の総数を表⽰しま
す。 

2 Search result list 
検索結果⼀覧 

検索結果はここに表⽰されます。 

3 Go to top 検索結果表⽰の先頭に戻ります。 

  
    

３ 

１ 
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検索結果の表⽰は検索タイプ、カテゴリー及び⼊⼒テキストの有無により、下表のよ
うになります。 

タイプ カテゴリー 検索入力 検索機能 検索結果 順次表示 

ワード 全選択 なし 動作せず   

⼊⼒あり 動作 検索表⽰  

個別選択 なし 動作  順次表⽰ 

⼊⼒あり 動作 検索表⽰  

フレーズ 全選択 なし 動作せず   

⼊⼒あり 動作 検索表⽰  

個別選択 なし 動作  順次表⽰. 

⼊⼒あり 動作 検索表⽰  

会話シーン 全選択 なし 動作せず   

⼊⼒あり 動作. 検索表⽰  

個別選択 なし 動作  順次表⽰ 

⼊⼒あり 動作. 検索表⽰  
 

注）上記、順次表⽰とは選択されたカテゴリー内のフレーズ或いは会話シーンを先頭か
ら表⽰ものです。⼀⽅、検索表⽰は⼊⼒した単語或いはフレーズが含まれている単語、
フレーズ或いは⽂書のみ表⽰します。 
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2.4 プレイオーディオと⾳声録⾳ 

  サンプル⾳声の再⽣と⾃分の声の録⾳ができます。 

録⾳された声は AI の⾳声認識に掛けられ、テキストで表⽰されます。 

 
録⾳中

 
番号。 名前 説明 

1 Play sample 
サンプル再⽣ 

サンプル⾳声の再⽣ができます。 

2 Record 
録⾳ 

⾃分の声を録⾳できます。⾳声を録⾳する際はクリ
ックすると Recording(録⾳中)に切り替わります。 

３ ⾳声認識された 
テキスト 

⾳声認識されたテキストを表⽰します。 

4 Recording 
録⾳中 

録⾳中となります。録⾳が終り暫く経つと（３）に
⾳声認識されたテキストを表⽰。 

 

4 
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  2.5 発⾳評価及び結果表⽰ 

 評価ボタンを押すと発⾳の評価結果が％で表⽰されます。 

 

 

 
番号。 名前 説明 

1 Evaluate 
評価 

クリックすると録⾳されたテキスト（２）とサンプ
ルのテキストを⽐較評価を開始します。 

2 ⾳声認識された 
テキスト 

録⾳した⾳声を⾳声認識したテキストが表⽰されま
す。 

３ Score 
評価結果(100%) 

⽐較評価した結果が％で表⽰されます。 
サンプルのワード数より録⾳されたテキストのワー
ド数が多い場合はエラーが表⽰されます。 

   
  
  

３ 
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2.6 録⾳⾳声の再⽣ 

 録⾳した⾃分の声を Play recording(録⾳再⽣)を押すことにより、再⽣
して聞くことができます。 

 
 

番号。 名前 説明 
1 音声認識された 

テキスト 

録音した自分の音声を音声認識したテキストが表

示されます。 

2 Play recorded 

録音再生 
クリックすることで、録音した音声を再生できま

す。 

  

 

  

 1 
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3.  データベース           

3.1 データベースの概要 

 Medi-point-SPE には下表のようなデータベースが装備されています。医療の多様
な分野をカバーしています。 
 

種類。 概要 備考 
会話シーン 35 の会話シーン  

フレーズ 23 のカテゴリーに分割された合計約
1300 のフレーズ 

 

単語 28 のカテゴリーに分割された合計約
2500 の単語 

 

 
注 1）これらのデータベースは基本的には弊社の別サービス Medi-point-STD でベー
スとして使⽤しているものとほぼ同じものです。 
注２）これらのデータベースは順次拡張する予定です。 
 

3.2 データベースの基本構成 

 各々の単語・フレーズ・会話シーンは下記の情報で構成されています。 
種類。 概要 備考 

⽇本語データ ⽇本語の単語・フレーズ  

英語エータ 英語の単語・フレーズ  

⾳声データ 英語の単語・フレーズに対応した
⾳声データ 

 

カテゴリー情報 所属するカテゴリー  
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3.3 カテゴリーの概要 

 (1) 下表に単語とフレーズのカテゴリーPart1 の種類を⽰します。 

 

(2) 下表に単語とフレーズのカテゴリーPart2 の種類を⽰します。 

Cat.No. 英語 日本語 単語 ﾌﾚｰｽﾞ 会話 

1 General-medicine ⼀般-薬 〇   

2 General-inspection ⼀般-検査 〇 〇  

3 General-symptom ⼀般-症状 〇 〇  

4 General-occupation ⼀般-職名 〇   

5 General-treatment ⼀般-治療 〇 〇  

6 General-examination ⼀般-診察  〇  

7 General-others ⼀般-その他 〇   

8 Medical subject 医療科⽬ 〇   

9 Body parts 体部位 〇   

10 Medical check ⼈間ドック    

11 Hospitalization ⼊院  〇  

12 Reception 受付  〇  

13 accounting 会計  〇  

14 Interview(pain) 問診（痛み）  〇  

15 Interview(others) 問診(その他）  〇  

16 Pharmacy 薬局    

17 Latin term ラテン語 〇   

18 Occupation 職名 〇   
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 (2) 下表に会話シーンのカテゴリーの⼀覧を下表に⽰します。 

Cat.No. 英語 日本語 単語 ﾌﾚｰｽﾞ 会話 

101 Cancer 癌 〇   

102 Ophthalmology 眼科 〇 〇  

103 
Emergency 
outpatient 救急外来 〇   

104 Surgery 外科 〇 〇  

105 Ob & Gyn 産婦⼈科 〇 〇  

106 Dentistry ⻭科 〇 〇  

107 ENT ⽿⿐咽喉科 〇 〇  

108 Cardiology 循環器系 〇 〇  

109 Pediatrics ⼩児科 〇 〇  

110 Neurology 神経科    

111 Orthopedics 整形外科 〇 〇  

112 Psychiatry 精神科 〇 〇  

113 Internal medicine 内科 〇 〇  

114 Neurosurgery 脳神経外科 〇 〇  

115 Urology 泌尿器科 〇 〇  

116 Dermatology ⽪膚科 〇 〇  

117 Infection 感染症 〇   

118 Anesthesiology ⿇酔科    

119 respiratory 呼吸器系 〇 〇  

120 Digestive 消化器系 〇   
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Cat.No. 英語 日本語 会話 

201 Conv.1-Blood test 会話 1：⾎液検査 〇 

202 Conv.2-Reception 会話 2：初診受付 〇 

203 Conv.3-Introduction of facility 会話 3：病院内紹介 〇 

204 Conv.4-first interview 会話 4：初診-医者 〇 

205 Conv.5-outpatient-pain 会話 5：外来診察(痛み） 〇 

206 Conv.6-outpatient-regular 会話 6：外来定期診断 〇 

207 Conv.7-X-ray test 会話 7：X 線撮影 〇 

208 Conv.8-X-ray result 会話 8：X 線診断結果 〇 

209 Conv.9-MRI test 会話 9：MRI 検査 〇 

210 Conv.10-MRI result 会話 10：MRI 検査結果 〇 

211 Conv.11-CT scan test 会話 11：CT 検査 〇 

212 Conv.12-CT scan result 会話 12：CT 検査結果 〇 

213 Conv.13-gastroscope test 会話 13：胃カメラ検査 〇 

214 Conv.14-gastroscope result 会話 14：胃カメラ検査結果 〇 

215 Conv.15-ultrasound test &result 会話 15：超⾳波検査 〇 

216 Conv.16-Colon camera preparation 会話 16：⼤腸検査(事前準
備） 

〇 

217 Conv.17-Colon camera test 会話 17：⼤腸検査(検査本
番） 

〇 

218 Conv.18-Colon camera result 会話 18：⼤腸検査結果 〇 

219 Conv.19-Vision test & result 会話 19：視⼒検査 〇 

220 Conv.20-Hearing test & result 会話 20：聴⼒検査 〇 
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4 問い合わせ先 

  お問い合わせは下記にお願いします。 

info.tauris@taurisjapan.com 

221 Conv.21-Spirometry test & result 会話 21：肺活量検査 〇 

222 Conv.22-ECG test & result 会話 22：⼼電図 〇 

223 Conv.23-Barium test 会話 23：バリウム CT 検査 〇 

224 Conv.24-Blood test result 会話 24：⾎液検査結果 〇 

225 Conv.25-Fundus examination 会話 25：眼底検査 〇 

226 Conv.26-Hospitalization-procedure 会話 26：⼊院⼿続き・説明 〇 

227 Conv.27-Hospitalization-meal 会話 27：⼊院⾷事の会話 〇 

228 Conv.28-Hospitalization-daily 会話 28：⼊院-⽇常会話 〇 

229 Conv.29-Hospitalization-before 
surgery 会話 29：⼊院-⼿術当⽇ 〇 

230 Conv.30-Hospitalization-after 
surgery 会話 30：⼊院⼿術後 〇 

231 Conv.31-Hospitalization-discharge 会話 31：退院 〇 

232 Conv.32-medical check-escort 会話 32：⼈間ドック-エスコ
ート 

〇 

233 Conv.33-medical check-interview 会話 33：⼈間ドック-問診・
説明 

〇 

234 Conv.34-accounting 会話 34：会計 〇 

235 Conv.35-Introduction of facility 
part2 

会話 35：病院紹介・イラスト
版 

〇 


