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岡山県看護協会

岡山県看護協会では､オンライン研修を提供するにあたり､「Zoomミーティング」を利用しています｡

オンライン参加で受講を頂く場合は､事前に､この受講ガイドをよく読んで､ご自身で確認・調整を頂きますようお願いします｡

パソコン・タブレット・スマートフォン､利用する端末の種類やその機種によっても､Zoomの表示画面や操作は､各々異なります｡

当協会では､パソコンで受講頂く事を推奨しておりますので､ここでは､Windowsパソコンを利用する場合での説明をしています｡

本受講ガイドは､岡山県看護協会がオンライン研修を実施するなか､2021年10月末時点で再編集したものです｡今後､Zoomの

機能面や操作方法の改変に伴い､本受講ガイドの内容を変更する事がありますので､あらかじめご承知おき下さい｡
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岡山県看護協会

受講者の出来る事 受講者の禁止事項

・講義(音声･ビデオ映像･資料(音声･動画付)の画面共有で)を受ける。
・講師、事務局等からの問いかけに、音声･ビデオ映像・チャット･

リアクション(手上げマーク等)で反応する。
・講師へ音声･ビデオ映像やチャットで質問する。
・受講者同士で音声･ビデオ映像やチャットで意見交換する。
・他の受講者の発言を聴く、反応する。
・チャットを活用して､質問や意見を送信する。また､個人ワーク､

グループワーク時等に作成したホワイトボード、ワークシートや
記録シートのファイルを送信する。また画面共有を共有する。

・グループに分かれ､音声･ビデオ映像を使って討議やワークを行う。

・研修の録音、録画、キャプチャ、スクリーンショット等や、研修内容
詳細、他の受講生の氏名や発言内容等のSNSへの投稿、また、
ダウンロードした研修資料のコピー・転載・他者への譲渡等は厳禁。

・チャットで個人情報(メールアドレスや電話番号等の交換)や所属施
設等の情報は送信してはいけない。

研修当日に受講者が必ず行う事

・欠席､遅刻､または､研修の受講途中でやむを得ず参加を中止する場合は､事前に岡山県看護研修センター担当事務局まで連絡する｡
・受講に必要な機材(1人1台のカメラ・マイク付パソコン､イヤフォン/ヘッドセット）･環境(受講する部屋､インターネット通信)･資料を整える｡
・研修当日のZoom参加用URL、または、ミーティングID/パスコードにより、「ビデオ付き･オーディオ参加」で入室する。
・研修開始までに､マイクとスピーカーのテストを行う｡マイク入力･スピーカー出力の各音量を調整後､マイクはミュート､ビデオはOFFにする｡
・研修開始までに､参加者名を指定を受けた名前等の表示に変更入力する｡
・事務局より指示がある場合､チャットで､指定を受けた送信先/文言にて､入室した事を送信する｡
・講義中は､画面表示の調整や､その他受講に必要なZoomの操作を行う｡発問の際は､マイクのミュートを解除し､所属･名前を告げ､話す｡
・自分が利用しているパソコン等機材の不具合や通信障害等のトラブルが発生したら対処する｡場合によっては､担当事務局まで連絡する｡
・事務局より指示がある場合､Zoomを退出するまでに､チャットで､指定を受けた送信先/文言にて､退出する事を送信する｡
・Zoomから退出する｡

１．オンライン参加で受講者の出来る事、禁止事項、必ず行う事
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■ 必要な機材・通信環境・アプリ等を事前に整備し、接続テストを実施して下さい。

①受講に利用するパソコン等端末は、1人につき1台、マイク・カメラの接続が可能なものを準備して下さい。

※ グループワーク等で講師や受講者間での会話に必要ですので、カメラ・マイク機能が利用出来るようにして下さい。

※ 相手の声をより良く聞くためや、自分の声をよりクリアに届けるために、イヤフォン/ヘッドセットの使用を推奨します。

複数人が同一部屋で受講する場合は、ハウリングを防止するため、必ずイヤフォン/ヘッドセットを使用して下さい。

※ 資料を映すため、画面の大きな端末を推奨しています。

※ チャットの添付ファイル機能を利用する研修もあるため､出来るだけパソコンを準備して下さい。

(タブレット･スマホでは機能の使用不可)

※ 利用するパソコン・タブレット・スマートフォンがZoomの受講に対応しているか、OS等システム要件詳細を確認したい

方は、右記をご参照下さい。https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023

②インターネット回線は、通信容量無制限等、長時間安定して映像・音声等の視聴可能な通信環境を確保して下さい。

※ 通信環境によっては、映像、音声に乱れが生じ、うまく受講出来ない事がありますが、事務局では対応しかねます。

各自で安定した通信環境を確保のうえ、インターネットに接続するための通信機器⇔利用パソコン端末間は、出来る

だけ、Wi-Fiよりも有線LANで接続するようにして下さい。

※ 長期研修受講の方へは、1日の通信状況が長時間にわたって悪くなる場合に備えて、自宅あるいは施設でも、受講が

出来るよう、第二の受講場所の確保をお勧めしています。

岡山県看護協会

２．受講にあたっての準備
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③Zoomの最新版アプリをパソコンにDL・インストールして、デスクトップにショートカットキーを作成して下さい。

オンライン参加で利用するパソコンでインターネットに接続し、｢Zoom｣の公式ホームページを開いて下さい。

トップページの一番下にある｢ダウンロード｣の｢ミーティングクライアント｣を押下、https://zoom.us/download#client_4meeting より、

利用するパソコンのシステムの種類に応じて ｢ミーティング用Zoomクライアントアプリ32bit用、または、64bit用」をダウンロードして下さい。

常にZoomが提供する最新版のデスクトップ用アプリをインストール（更新）し、デスクトップにショートカットキーを作っておいて下さい。

(※パソコンのシステムの種類の確認の仕方：Windows10パソコンの場合、[スタート] → [Windows 管理ツール] → [システム情報] の順に

クリックすると、「システム情報」 画面が表示される。 画面右側の 「項目」 / 「値」 のシステムの種類欄に表示の“64”または“32”を確認。)

④事前に接続テストを実施して下さい。

※ 接続テストは､研修の当日､受講者の方が､安心して､また､少しでも快適に受講が頂けるよう､機材・環境の確認（映像がクリアに映るか

･音声が聞こえるか等）と､研修の進行がスムースにいくよう､画面操作の練習（参加者表示名の変更・チャット送信・画面の共有等)を

目的に実施しています｡接続テストを実施せず､当日の接続不良等が発生しても対応しかねます｡

受講者ご自身で､必ず研修当日に使用する機材・環境で実施してください。

※ 接続テストの提供日程は､1週間に1日程度､岡山県看護協会ホームページに掲出していますので､都合の良い日時に実施して下さい｡

接続テストの提供時間中は､何度でもテストの実施が可能ですが､他の受講者も同じタイミングで入室・実施している事がありますので

その際は､互いに声を掛け合ってテストを行って下さい｡

※ 事務局担当者は､接続テスト期間中､その「Zoomミーティング」に入室して待機はしていません｡接続テストについて､ご不明な点等ござ

いましたら、岡山県看護研修センター(TEL：086-221-7223)までご連絡下さい。

※ また、岡山県看護協会ではなく、Zoomの公式ホームページのWEB上でも、機能の一部ではありますが、マイク・スピーカー・ビデオに

関する接続テストが次のURLから行えます。https://zoom.us/test こちらは24時間365日接続可能です。

⑤受講中に、利用するパソコン等端末が、アプリの更新や再起動しないように事前に設定・確認をして下さい。
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① 研修当日の参加
■ Zoomの参加用URL･ミーティングID/パスコードは、各講義日(毎日)で異なります。

受講票と一緒にお送りしているオンライン参加の案内文書やホームページに掲載のZoom参加用URL･ミｰティングID/

パスコードを参照し、参加・入室します。研修日のURL･ミーティングID/パスコードを間違えないようにして下さい。

午前と午後で講師が変わったり、講義⇔演習、研修⇔交流会で変わったりする場合でも、別途案内が無い限り、当日の

参加用URL･ミｰティングID/パスコードは、同じです。

■ 参加方法は2通り

①URLをクリックして参加する方法

②パソコンのZoomのデスクトップアプリ画面を立上げ、ミーティングID/パスコードを入力して参加する方法

※ ZoomのＷＥＢクライアント(WEBブラウザ)から接続参加した場合には､受講に必要な機能の一部使用制限を受けてしまう為､
WEBクライアント(WEBブラウザ)からは接続しないで､必ず上記①②いずれかより参加をして下さい｡

■ 原則､研修開始の30分前から参加頂けますが､それ以前でも接続は可能です｡余裕をもって､早めに入室

して下さい｡研修開始の15分前からオリエンテーションを行います｡

■ 受講参加者以外にZoomのURL・ミーティングID/パスコードを譲渡したり、再配布したりする事は厳禁です。

■ 欠席､遅刻､または､研修の受講途中でやむを得ず参加を中止する場合は､必ず､岡山県看護研修センター

(TEL：086-221-7223 平日8:30-17:15)まで連絡して下さい。

岡山県看護協会

３．研修当日の接続
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岡山県看護協会

■ Zoom接続例(パソコンのデスクトップアプリからミーティングID/パスコードを入力して参加)

最新版のデスクトップ用アプリに更新されているか、
ここに表示されているので確認出来る。

001岡山 看護協会病院

*** **** ****

名前

左クリック

左クリック

ミィーティングIDを入力

参加者名を入力

ホストより参加が許可されたら、

待機室が設けられている場合、
以下の表示が出るので待つ。
待機室が無い時は自動で次に進む。

左クリック

早く接続して研修開始まで時間がある時は、ここから

コンピュータのオーディオテストを先に行う事も出来る。

①
②

⑤
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早く接続して研修開始まで時間がある時は、ここから
コンピュータのオーディオテストを先に行う事も出来る。

ビデオ付きで

※接続出来ました!

⑥

パスコードを入力

左クリック

③

④

関連：P5,6



② ビデオ・マイク・スピーカーの設定
■ 接続直後､「ビデオ付き･オーディオ参加」で入室したら､一旦､Zoom画面のタスクバーボタンの左端｢マイクの

ミュート｣ボタンを左クリックし､音声配信OFF(消音)に｡続いて､｢マイク｣右横の｢ビデオ停止｣ボタンを左クリック

し､映像配信OFFにしている事を確認します｡｢マイク｣･｢ビデオ｣は､再度左クリックでON/OFF(斜線)切替ります｡

■ 次に､利用パソコンの各｢マイク｣･｢スピーカー｣が正しい内容で選択され､チェックが入っているか確認をします｡

Zoomタスクバーボタンの左端｢マイク｣マークの右横にある上向き矢印を左クリックすると､表示されます｡
※  ｢マイク｣･｢スピーカー｣共､パソコン内蔵の場合は､デフォルトでは〇印の表示のように選択されチェックが入っています｡｢マイク｣が外付けマイク付

カメラ利用の場合は､接続の外付けマイク付カメラを選択し､チェックを入れます｡｢スピーカー｣がイヤフォン/ヘッドセット利用の場合は､接続のイヤ

フォン/ヘッドセットを選択し､チェックを入れます｡また､利用するパソコン環境により､｢マイク｣･｢スピーカー｣共､複数接続がされている場合には､

切替選択が出来るので､正しい内容を選択し､チェックを入れて下さい｡

岡山県看護協会8

斜線表示
があれば､
マイクはミュ
ート(消音)､
ビデオは
OFFの状態
です。

関連：P9,10,11,13,15,16,21

マイクやスピーカーは､選択を間違えたり､チェックが入っていなかったり(表示がされて
いなかったり)､また､Zoom以外の他のアプリケーションで使用する事に設定されている
場合には､相手に音声が配信出来なかったり､相手からの音声が聞こえなかったりする
ので､よく確認して下さい｡
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■ 続いて､利用パソコンの｢スピーカー｣と｢マイク｣のテストを行います｡

Zoomタスクバーボタンの左端｢マイク｣マークの右横にある上向き矢印を左クリックし､｢スピーカー&マイクを

テストする｣を左クリックします｡

① 選択しているスピーカーより､着信音が聞こえてきたら､｢はい｣を左クリック｡
(別のスピーカーやイヤフォン/ヘッドセットを利用している場合は､切替て確認する事も可)

② マイク(パソコン内蔵の場合は画面､外付けマイク付カメラを接続の場合はカメラ)に向かって大きな声で話しかけて下さい｡
2･3秒後に自分の話しかけた音声が聞こえたら､｢はい｣を左クリック｡(別のマイクに切替て確認する事も可)

③ 選択しているマイクとスピーカーで｢デバイスが正常に動作しています！｣と表示が出たら､テストを終了します。

※ ｢スピーカー&マイクをテストする｣は、上記の手順で､いつでも何回でも行う事が可能です。

②

①

関連：8,10,11,15,16,21
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■ 先に行った｢スピーカー&マイクをテスト｣で､各音量等が最適な状態でない場合には､｢マイク｣マークの右横に

ある上向き矢印を左クリックし､｢オーディオ設定｣を左クリックすると､ポップアップ画面で｢オーディオ設定｣が､

表示されるので､各調整を行います｡

｢スピーカー｣､｢マイク｣の部分で､それぞれのボリュームレベルを左右に変更し､最適に調整します｡(ボリュームレベル：左端 0 ⇔右端 100)

｢マイク｣については､｢入力レベル音量｣下に表示のある｢自動で音量を調整｣にチェックを入れるとよいです。但し､ ｢自動で音量を調整｣の

チェックを外さないと､｢入力レベル音量｣の変更は出来ません｡
自分が話すと､エコーが強かったり､ハウリングする時は､｢詳細｣を左クリックし､「エコー除去｣右横の[V]を｢自動｣→｢強度｣に切替えます｡

関連：P8,9,11,15,16,21
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パソコンのタスクバーより､(隠れている時は､キーボードのWindowsマーク を押下すると､画面最下部に現れます｡)

①スピーカーマークのボタンを左クリックする｡

②正しいスピーカーが選択されているか確認する｡スピーカーを複数またはイヤフォン/ヘッドセットを利用している場合は､
右端の上向き矢印で切替選択

③スピーカの音量レベルの左端(スピーカーマークﾉ右横)に､｢✕｣印が表示されていないか(ミュート消音状態）になって

いないか確認し､音量レベルを､例えば､50～70くらいの適量ボリュームまであげる。

｢✕｣印が表示されている時は､その部分を左クリックするか､音量レベルを変更すると､ミュート(消音状態)が解除される｡

パソコンのタスクバーに､スピーカーマークが無ければタスクバー左端の マークを左クリック､更に上に表示の出る

設定マークを左クリック､｢システム｣を左クリックして､画面左側の｢サウンド｣タブを選択し､そこで変更･調整します｡

■ 利用パソコンから､事務局より画面共有で配信を行っているオリエンテーションスライドのBGMや音声での案内､

または講師の音声が､適量のボリュームで聞こえているか､こちらからも音量調整･確認をする事が出来ます｡

①

②

③

関連：P8,9,10,16



③ 参加者名/受講者人数の表示入力
■ 参加者の表示名は、どなたが受講参加しているかわかるよう、名前等、必須の情報入力をして下さい。

受講参加者の出席確認や､グループワークがある研修ではグループの事前割当を行う為に､事務局側で必要とする入力情報です｡

■ 入室後、下記例示のように、指定通りに､名前の変更入力をお願いします。(入力文字制限有50字以内)
入力例に従い､正しく名前の変更入力をして下さい｡参加確認が出来ない場合は､キャリナースの受講履歴へは登録されません｡

例1） ｢受講者番号の下3桁 + 姓 + 全角ｽﾍﾟｰｽ + 所属施設名 + 全角ｽﾍﾟｰｽ + 参加人数｣に変更して下さい｡

下3桁が1～99の方は､必ず前に001～099と｢0｣を付け､3桁での入力を行って下さい｡

【例示】 ｢001岡山 看護協会病院 1人｣

例2） 施設の研修室等で1台のパソコンより複数人で参加の場合は､ご使用のパソコンで参加している全員の｢受講者番号下3桁｣･「姓｣と

「人数｣がわかるようにして下さい｡但し､50字までの入力文字制限が有る為､受講者人数が多い施設は､文字が入らないようであれば､

｢筆頭受講者の番号下3桁 + 筆頭受講者の姓 + 全角ｽﾍﾟｰｽ + 所属施設名 + 全角ｽﾍﾟｰｽ + 参加人数｣の表示となるように入力して

頂いて結構です｡ この場合、欠席者がいたら、必ず別途、担当事務局までTEL/チャットでお知らせ下さい。

【例示】 ｢002桃田 003鬼山 看護研修センター 2人｣

｢002桃田 看護研修センター 8人） ※8人参加で003鬼山氏が欠席の場合 (別途､事務局へTEL/チャットで欠席者連絡をする)

例3） 個人参加の場合は､｢受講者番号の下3桁 + 姓名(フルネーム) + 全角ｽﾍﾟｰｽ + 参加人数｣と入力して下さい｡

【例示】 ｢043看護花子 1人｣

■ 名前の変更方法 （原則、研修開始前までに行って下さい）

①画面下部にあるタスクバーの｢参加者｣ボタンをクリック

②画面右側､又はポップアップ画面に表示される｢自分の名前｣にカーソルを合わせ､表示される「詳細」ボタンをクリック

③｢名前の変更｣が表示され、任意の名前に変更が可能に(入力文字制限有50字以内)

岡山県看護協会12

関連：P24



岡山県看護協会13

④ 研修中のビデオ(カメラ)とマイクの操作について
■ 受講中は､原則､｢ビデオ｣はON､｢マイク｣はOFF(ミュート)に設定して下さい｡

参加者は､接続後､すぐに｢マイク｣がOFF(ミュート)になっている事を確認して下さい｡

研修開始前･後に､参加者のマイクがONになったままですと､講師との画面共有確認､オリエンテーション

や講義の最中に､雑音等が入ってしまいますので､急ぐ場合等､事務局側で強制的に｢マイク｣をOFF(ミュート)

にする事があります｡

■ 研修中､または前･後に､講師･事務局･受講参加者間で､質問や発言を求める事があります｡

その場合､該当の参加者は､マイクミュートを解除して､所属と名前を明らかにし､お話し下さい。

■ グループワークを伴う研修では､グループワーク中は「ビデオ｣ON､｢マイク｣ONが必須となります｡万一､通信

や端末･機器の不調等で､｢ビデオ｣･｢マイク｣が使用不可となった場合には､事務局まで連絡のうえ､可能な

限り､スマホ等でも入室して､｢ビデオ｣･｢マイク｣使用不可の代替措置を講じて下さい｡

■ 休憩中は､｢ビデオ｣･｢マイク｣をOFFにして頂いて結構です。

⑤ 講義資料の用意
■ 岡山県看護協会ホームページ｢当該年度教育・研修｣の『受講する研修名』､または『資料ダウンロード』から､

受講する研修名のID・パスワードを入力。

■ 配布資料に掲載の研修資料をダウンロードし、御自身で印刷準備して下さい。

資料の掲載は、研修終了時までとなります。

関連：P8,15,16,22,23



⑥ 研修当日の予期せぬ機材・環境のトラブル対応

岡山県看護協会

発 生 時 期 対 応 方 法

研修入室前

① Zoomへの参加・入室が遅れる事を下記まで電話連絡し、トラブルの状況内容を伝える。
② 受講者自身で機材・環境のトラブルに対処する。
③ トラブルに対処出来たら、Zoomへ入室し、チャットで下記まで入室の報告をする。

（例：001岡山 看護協会病院 入室しました。）と送信
④ トラブルに対処出来ない場合は、下記まで再度電話連絡する。
※受講者側に起因するトラブル対処中は、受講時間とみなしませんのでご注意下さい。

研修入室後

① 通信が断線していなくてチャットが使えるようであれば、トラブルの状況内容を簡単に下記まで
チャットで送信し、一旦、Zoomから退出する。または、下記まで電話連絡する。

② 受講者自身で機材・環境のトラブルに対処する。
対処に長く時間を要する場合は、下記まで再度電話連絡をする。

③ トラブルに対処出来たら、再度Zoomへ入室し、チャットで下記まで再入室した事を報告する。
（例：001岡山 看護協会病院 通信不調で一旦退出していましたが､解消し再入室しました。）と送信

④ トラブルに対処出来ない場合は、下記まで再度電話連絡する。
※受講者側に起因するトラブル対処中は、受講時間とみなしませんのでご注意下さい。

問合せ･連絡先
急ぎの場合は､岡山県看護研修センター(TEL：086-221-7223 平日8:30-17:15)担当事務局まで連絡。
チャットの場合､研修終了までに送信先を｢全員｣宛てにし､メッセージを送信して下さい。

※受講者の機材・環境のトラブルは、岡山県看護研修センターでは対応しかねますので、受講者自身で対応下さい。
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⑦ よくある機材・環境のトラブルと対処例

岡山県看護協会

状 態 対 処 例

1 自分の顔が映らない

・タスクバーのビデオのボタンが になっている場合は、左クリックして「/」を解除し、ビデオをON にする。
・ビデオ選択で正しいカメラが選択されているか確認をする。また、選択されているカメラが別のアプリケーショ ンに使用されて

いない事を確認をする。
・カメラが認識(検出)されているか？外付けカメラの場合、接続部分に触れたりする事で、カメラが映らなくなる場合がある。

一度、USB等の接続を差し直して、10～20秒程認識されるのを待ってみる。それでも映らない場合は、PCや通信状態の不調
が原因の場合もあるので、一旦退出し、PCを再起動のうえ、確認・調整してから再入室してみる。その間、スマホやタブレット
でも同時に入室しておくと良い。スマホ･タブレットにも､端末OS専用のZoomアプリのダウンロード､インストールが必要｡

2
自分の話す音声が
相手(他の参加者)に
伝わらない

・タスクバーのマイクのボタンが になっている場合は、クリックして「/」を解除し、マイクをONに して話す。
・オーディオで参加している状態か？オーディオで参加していない場合は、タスクバーの左端のボタンが､マイクのマークが表示

されているのだが、🎧のマーク(オーディオに接続)で表示されている。その場合は、🎧マークを左クリックすると青色で｢コン
ピュータでオーディオに参加｣ボタンが出てくるので、左クリックし、オーディオ参加に切替えるか、🎧マーク右横の上向き矢印
を左クリックすると、オーディオ参加が選べるので切替える。

・選んだマイクの入力レベルが｢0｣レベルになっていないか？入力レベルの確認は、マイクマーク右横の上向き矢印を左クリック
し、｢オーディオ設定」を選ぶと｢オーデイオ｣画面が立ち上がる。画面中程に表示のあるマイク入力レベルが｢0](つまみが左端
にある)の場合、つまみを右側に移動させる。右端まで移動させると入力レベルが｢100｣になり、音割れやハウリング等、別の
問題を引起こす事があるので、｢自動で音量を調整｣にチェックを入れるとよい。

・｢オーデイオ｣画面のマイク選択欄[ｖ]を左クリックし、正しいマイクが選択されているか確認をする。また、選択されているマイク
が別のアプリケーションに使用されていない事を確認をする。

・マイクが認識(検出)されているか？外付けマイクの場合、接続部分に触れたりする事でマイクが認識(検出)されなくなる場合
がある。一度USB等の接続部を差し直して、10～20秒程認識されるのを待ってみる。それでも認識(検出)されない場合は、ＰＣ
や通信状態の不調が原因の場合もあるので、一旦退出し、PCを再起動のうえ、確認・調整してから再入室してみる。
その間、スマホやタブレットでも同時に入室しておくと良い。スマホ･タブレットにも､端末OS専用のZoomアプリのダウンロード､

インストールが必要｡
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関連：P23

関連：P8,9,10,13,22

※受講者の機材・環境のトラブルは、岡山県看護研修センターでは対応しかねますので、受講者自身で対応下さい。



岡山県看護協会

状 態 対 処 例

3 ハウリングする/エ
コーが強い/キーン
音が鳴る

・部屋の中にあるテレビやラジオ等、音の出る機材の使用をしない。
・同じ部屋で、複数人が同時に､１人１台のパソコンを使用し､ヘッドセットを使用せず受講している場合､パソコンのマイクが同室者の

声やパソコンのスピーカーから出る音を拾い、ハウリングが発生する。受講者自身だけでなく、他の受講者の受講の妨げになる為、
イヤフォン/ヘッドセットを使用する。更に､マイクボタン右横[^]のオーディオ設定を開いて､マイク ｢入力レベル音量｣下に表示のある
｢自動で音量を調整｣のチェックボックスに｢レ｣を入れる。更に､｢詳細｣を左クリックし､「エコー除去｣右横の[V]を｢自動｣→｢強度｣に
切替える｡イヤフォン/ヘッドセットが無い時は､室内のスピーカーやパソコン同士を5ｍ以上離すか、各自個室で受講する。

4 相手の声や動画の
音声が聞こえない

・使用しているパソコン自体のスピーカーの出力レベル｢0｣またはミュートになっていませんか？パソコンのスピーカ設定やイヤフォン
を確認・調整する。

・適切なスピーカーが選ばれていますか。Zoomのタスクバーのマイクマークの右横上向き矢印を左クリックし、｢オーディオ設定」を
選んで、立ち上がる｢オーデイオ｣画面では、利用中のパソコン自体のスピーカーが選ばれていますか？

・相手がマイクミュートの解除をして話しているか？動画を共有している相手が動画の音声の共有を行っているか？
・PCや通信状態の不調が原因の場合も考えられるので、一旦退出し、以下を参考に再度入室する。その間、スマホやタブレットでも

同時に入室しておくと良い。スマホ･タブレットにも､端末OS専用のZoomアプリのダウンロード､インストールが必要｡
▫使用している通信環境を確認する。
▫Zoomの受講に対応しているOSやCPUを搭載したパソコンに交換する。
▫通信環境がより安定している場所への移動や、他の安定した通信回線への切替える。
▫無線LANを使用している場合は、有線LANに変更する。

・また､相手の側も確認する。声が聞こえない場合は､マイクミュートになっていないか。動画の音声が聞こえない場合は､｢画面共有」
する時に｢音声を共有｣に☑が入っていなければ音声が共有配信されない為､チェックを入れてもらう｡通信状態が不調でないか｡

5 画面共有で配信し
ている/配信を受け

ている動画の映像
が変化しない

・PCや通信状態の不調が原因の場合も考えられるので、一旦退出し、以下を参考に再度入室する。その間、スマホやタブレットでも
同時に入室しておくと良い。スマホ･タブレットにも､端末OS専用のZoomアプリのダウンロード､インストールが必要｡
▫使用している通信環境を確認する。
▫Zoomの受講に対応しているOSやCPUを搭載したパソコンに交換する。
▫通信環境がより安定している場所への移動や、他の安定した通信回線への切替える。
▫無線LANを使用している場合は、有線LANに変更する。

・あわせて､相手の側の通信状態も確認する。
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関連：P8,9,10,11,22

関連：P4

※受講者の機材・環境のトラブルは、岡山県看護研修センターでは対応しかねますので、受講者自身で対応下さい。



岡山県看護協会

状 態 対 処 例

6 画面共有で配信して
いる/配信を受けてい

る動画の映像がクリ
アに見えない・固まる

・PCや通信状態の不調が原因の場合も考えられるので、一旦退出し、以下を参考に再度入室する。その間、スマホやタブレットで
も同時に入室しておくと良い。スマホ･タブレットにも､端末OS専用のZoomアプリのダウンロード､インストールが必要｡
▫使用している通信環境を確認する。
▫Zoomの受講に対応しているOSやCPUを搭載したパソコンに交換する。
▫通信環境がより安定している場所への移動や、他の安定した通信回線への切替える。
▫無線LANを使用している場合は、有線LANに変更する。

・あわせて､相手の側の通信状態も確認する。

7 リアクション(反応)ボ

タンの中に、手を上げ
る/手を下げるのマー
ク表示が無い

・Zoomのデスクトップアプリが、ご利用のPCに1年以上前にダウンロードされた古いバージョンのアプリの可能性がある。
Zoomアプリを最新版でダウンロードする必要があるので、一旦退出し、今あるアプリはアンインストールせず、インターネットで
Zoomの公式ホームページに接続する。トップページの一番下にある｢ダウンロード｣の｢ミーティングクライアント｣を押下し、
利用パソコンのシステムの種類に応じた ｢ミーティング用Zoomクライアン トアプリ32bit用、または、64bit用」をダウンロードする。
1分程で最新版のアプリ更新が行われるので、更新後に再度デスクトップアプリから入室する。
デスクトップアプリが古いバージョン状態でZoomに参加の場合は、リアクション(反応)ボタン以外にも、タスクボタン表示が無い
場合もあるので、常にアプリは最新版で利用するよう更新しておく。

8 ブレイクアウトルーム
のボタン表示が出な
い

・Zoomのデスクトップアプリが、ご利用のPCに1年以上前にダウンロードされた古いバージョンのアプリの可能性がある。
Zoomアプリを最新版でダウンロードする必要があるので、一旦退出し、今あるアプリはアンインストールせず、インターネットで
Zoomの公式ホームページに接続する。トップページの一番下にある｢ダウンロード｣の｢ミーティングクライアント｣を押下し、
利用パソコンのシステムの種類に応じた ｢ミーティング用Zoomクライアン トアプリ32bit用、または、64bit用」をダウンロードする。
1分程で最新版のアプリ更新が行われるので、更新後に再度デスクトップアプリから入室する。
デスクトップアプリが古いバージョン状態でZoomに参加の場合は、リアクション(反応)ボタン以外にも、タスクボタン表示が無い
場合もあるので、常にアプリは最新版で利用するよう更新しておく。

17
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関連：P4

関連：P5,19,28,51,52,53

※受講者の機材・環境のトラブルは、岡山県看護研修センターでは対応しかねますので、受講者自身で対応下さい。



岡山県看護協会

⑧ 研修当日受講にあたってのチェックリスト
確 認 事 項 チェック

1 欠席､遅刻､または､研修の受講途中でやむを得ず参加を中止する場合は､事前に岡山県看護研修センター担当事務局まで連絡する｡

2 最新版Zoomデスクトップアプリのインストールされたカメラ･マイク付きパソコン､イヤフォン/ヘッドセット､受講に適した部屋､インターネット
通信を準備する｡

3 受講する研修のZoom参加用URL･ミーティングID/パスコードを用意する｡

4 URLからか､デスクトップアプリからミーティングID/パスコード入力して接続し､ビデオ付き･オーディオ参加で入室する｡

5 ビデオ･マイク･スピーカーの設定確認後､マイク･スピーカーのテストを行い､マイク入力(Zoom)とスピーカー出力Zoomとパソコン)の音量を
最適に調整したら､研修が開始まで､一旦､ビデオOFF､マイクOFF(ミュート･消音)にする。

6 参加者名/受講者人数等の表示を指定通りに正しく変更入力する。

7 受講に必要な印刷した研修資料等を手元に用意する。

8 研修が始まったら、ビデオはON、マイクはOFF(ミュート･消音)のままで、画面表示の調整やその他受講に必要なZoomの操作を行う｡
発問の際は､マイクのミュートを解除し､所属･名前を告げ､話す｡

9 自分が利用しているパソコン等機材の不具合や通信障害等のトラブルが発生したら対処する｡場合によっては､担当事務局まで連絡する｡

10 事務局より指示がある場合、チャットで、指定を受けた送信先に/文言にて､入室した事を送信する｡
事務局より指示がある場合、チャットで、指定を受けた送信先に/文言にて､退出する事を送信する。

11 退出ボタンを押して、Zoomから退出する。

18



①自分の画面表示切替
・標準ビュー(上下)
・スピーカービュー(左右)
・ギャラリービュー(左右)
・全画面表示開始/終了

※Zoom画面内のよく使うボタン①～⑨

④参加者ボタン
・参加者名の表示
・名前の変更

⑦画面の共有ボタン
・パワポ、ワード、PDF、他ファイル資料
・デスクトップ画面、ホワイトボード表示
・動画・音声の共有
・画面の部分共有

⑨ミーティングを退出する
ボタン

⑥リアクション(反応)ボタン
・手を挙げる/下げる
・はい/いいえ、他

⑤チャットボタン
・チャットの送信
・送信先選択、ファイル添付送信、チャット保存

③ビデオボタン
・ON/OFF切替
・ビデオ設定

４．ZOOMの基本機能・操作方法

岡山県看護協会19

⑧ブレイクアウトルームボタン
・事務局指定時のみ表示される

※画面内右横に参加者や
チャット表示がある場合等、
タスクバーのスペースが
狭くなると｢・・・詳細ボタン｣
が出現する｡ボタンを押す
と｢チャット｣等、隠れている。

②マイクボタン
・ON/OFFミュート切替
・マイク､スピーカー切替選定
・スピーカー&マイクをテスト
・オーディオ参加/退出切替
・オーディオ設定



表示をクリックするとポップアップ画面が出る

① 自分の画面表示切替その1

・ギャラリービュー
左右に、共有画面と
参加者が並列で表示
例えば､GW時はこの画面

・標準ビュー
上下に、共有画面と
参加者が並列で表示

・スピーカービュー
左右に、共有画面と
参加者1人が表示
例えば､講義時はこの画面

講師から講義資料等、
画面共有での配信を
受けている場合

左右に自由にサイズ調整可

左右に自由にサイズ調整可

岡山県看護協会

全画面表示の開始/終了切替
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※自分と他の主催者/参加者が操作する画面の表示切替は
連動していないので､自分が視聴 し易い画面表示を選ぶと良い｡



① 自分の画面表示切替その2

岡山県看護協会21

表示をクリックするとポップアップ画面が出る

表示をクリックするとポップアップ画面が出る

最小化や表示/非表示､移動の出来るフローティングウィンドウやタスクバーは､
Zoomの画面上のどこかに必ず隠れているので､マウスカーソールをあて探し出す。

更に緑色の矢印を左クリックして画面を大きくする

カーソールを
あてると
出現する

画面共有での受配信が無い場合、
｢スピーカービュー｣を選択すると、
このような画面表示になる

自らが発表資料等、画面共有での配信を行っている場合、
別途フローティングウィンドウで切替表示画面が出現する

自分が画面共有を行っている時、別ウィンドウで出る切替表示画面やタスクバーは、
共有画面の資料説明時に邪魔になる為、最小化したり、適当な場所に移動したり、
画面を出現させたりする事が出来る

※自分と他の主催者/参加者が操作する画面の表示切替は
連動していないので､自分が視聴 し易い画面表示を選ぶと良い｡

画面共有での受配信が無い場合、
｢ギャラリービュー｣を選択すると
このような画面表示になる

フローティングウィンドウの
切替表示画面を最小化した時



② マイクボタン ●ボタンをクリックして、マイクON/OFF(ミュート･消音)の切替を行う

・聴講中は原則、参加者マイクはOFF(ミュート)に設定して下さい｡

※こちらで強制的にミュートにする事があります｡
・講師･事務局･受講参加者間で､質問や発言を求める事があります｡

該当参加者は､マイクミュートを解除(ON)して所属と名前を明らかにし､お話下さい｡
・グループワーク時等に､マイクが不調の場合､別途担当事務局まで連絡を下さい｡

●ボタン右上の[^]をクリックして、マイク･スピーカー切替選定をする
・マイク：マイクが複数ある場合、デバイスを選択出来ます。
・スピーカー：スピーカーが複数ある場合、デバイスを選択出来ます｡
※選択している各マイク・スピーカーにチェックが入っているかを確認します｡

●ボタン右上の[^]をクリックして、スピーカー&マイクをテストする
・Zoomがスピーカーとマイクを正しく認識しているかをテストする事が出来ます｡
・いつでも、何回でも、ここからテストを行う事が可能です。
※接続時にも｢コンピューターオーディオのテスト｣画面が出るので確認が出来ます｡

●ボタン右上の[^]をクリックして、オーディオ設定が開く
・相手から自分からの音声が小さい/大きいと言われた場合､マイクの入力レベルを
調整出来る。[入力レベル：(左端) 0％ ⇔100％ (右端)]

※マイク ｢入力レベル音量｣下に表示のある｢自動で音量を調整｣のチェックボックス
にチェックを入れると良いです。

・相手からの音声が小さい/大きい場合､スピーカーの出力レベルを調整出来ます。
[出力レベル：(左端) 0％ ⇔ 100％(右端)]

岡山県看護協会22

関連： P8,9,10,11,13,15,16,22



③ ビデオボタン

●ボタンをクリックして、ビデオの開始(オン)/ビデオの停止(オフ)の切替を行う
・受講中は原則、カメラONに設定して下さい。
※開始から終了まで､受講しているか確認をしています｡
・グループワーク時等に､マイクが不調の場合､別途担当事務局まで連絡を下さい｡

●ボタン右上の[^]をクリックして、カメラの切替選定をする
・カメラ：カメラが複数ある場合、デバイスを選択出来ます｡
※選択しているカメラにチェックが入っているかを確認します｡

●ボタン右上の[^]をクリックして、ビデオ設定が開く
・カメラ：カメラが複数ある場合､デバイスの選択が出来ます｡
また､画面サイズの調整､HD画質への切替､ミラーリング､外見補正､低照度調整が出来ます｡

●ボタン右上の[^]をクリックして、バーチャル背景を設定する
・バーチャル背景を選択：バーチャル背景のオン/オフの変更や､バーチャル背景として利用
する静止画､動画の切替が出来ます｡

●ボタン右上の[^]をクリックして、ビデオフィルターを設定する
・ビデオフィルターを選択：ビデオフィルターの有/無の設定や､利用するフィルターの変更
切替が出来ます｡

岡山県看護協会23

関連：P8,13,15



④ 参加者ボタン

岡山県看護協会24

●ボタンをクリックして､参加者の一覧を画面右側に､又はフローティング別画面
（全画面表示中の場合)で表示する

・現在の参加者が入力名で一覧出来ます。

・例示のように､指定通りに､名前の変更入力を行います｡
例1) 施設から1人1台のパソコンで参加の場合

｢受講者番号の下3桁 + 姓 + 全角ｽﾍﾟｰｽ + 所属施設名 + 全角ｽﾍﾟｰｽ + 参加人数｣に変更します｡
下3桁が1～99の方は､必ず前に001～099と｢0｣を付け､3桁での入力を行って下さい｡

【例示】 ｢001岡山 看護協会病院 1人｣

例2）施設の研修室等で1台のパソコンより複数人で参加の場合､ご使用のパソコンで参加している全員の
｢受講者番号下3桁｣･「姓｣と「人数｣が表示されるよう入力します｡
但し､50字までの入力文字制限が有る為､受講者人数が多い施設は､文字が入らないようであれば､
｢筆頭受講者の番号下3桁 + 筆頭受講者の姓 + 全角ｽﾍﾟｰｽ + 所属施設名 + 全角ｽﾍﾟｰｽ + 参加
人数｣の表示となるように入力して頂いて結構です｡
この場合､欠席者がいたら､必ず別途、担当事務局までTEL/チャットでお知らせ下さい。

【例示】 ｢002桃田 003鬼山 看護研修センター 2人｣

｢002桃田 看護研修センター 8人）
※8人参加で003鬼山氏が欠席の場合 (別途､事務局へTEL/チャットで欠席者連絡をする)

例3）個人参加の場合は､｢受講者番号の下3桁 + 姓名(ﾌﾙﾈｰﾑ) + 全角ｽﾍﾟｰｽ + 参加人数｣を入力します｡

【例示】 ｢043看護花子 1人｣

・名前の変更方法 （原則、研修開始までに行います）
①画面下部にあるタスクバーの｢参加者｣ボタンをクリック

②画面右側､又はフローティング別画面に表示される｢自分の名前｣にカーソルを合わせ､表示される
「詳細」ボタンをクリック

③｢名前の変更｣が表示され､任意の名前に変更が可能に(※入力文字制限有50字以内)

関連：P12



⑤ チャットボタン

岡山県看護協会

ファイル添付送信 チャット保存
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●ボタンをクリックして､チャット画面を画面右側に､又は
フローティング別画面（全画面表示中の場合)で表示する

・他の参加者とのテキストチャットが利用可

・送信先選択、ファイル添付送信(PCのみ)、チャット保存の利用可

・操作方法：
①チャットボタンをクリックすると、右側、または、フローティング別画面（全画面表示中

の場合）でチャット画面枠が出てくる。

②画面枠下の送信先右横に｢全員｣と表記のある右のボタンを押すと､送信先が「全員」
または､個別(ダイレクト)に選べる｡ 送信先を選び､メッセージを入力し､｢エンター｣キー
押下で送信する。※送信ボタンはありません｡

・事務局より指示がある場合や､受講者が何らかの理由で途中退席
する時､受講者側の通信不調で断線してしまい再度入室した時
など､チャット機能を利用し､退出/入室報告をします。

例 1）途中で何らかの理由で退室する場合：送信先を｢担当事務局｣ダイレクトにして
｢001岡山 看護協会病院 家族の体調不良で付き添いをする為、退出します｡｣
または、岡山県看護研修センター(TEL：086-221-7223)担当事務局へTEL連絡。

例 2）受講者側の通信不調で断線してしまい/PC・カメラ・マイク等が不調の為､一旦､
退出し､再度入室した場合：送信先を｢全員｣にして
｢002桃田 003鬼山 看護研修センター 通信不調で断線し一旦退出してしまった
為、再度入室しました。｣
または、岡山県看護研修センター(TEL：086-221-7223)担当事務局へTEL連絡。

・研修中に､講師､事務局､受講生間で､チャットを利用して､質問や
ワークの回答を求めたり､記録したファイルの添付送信､また､アン
ケートや参照URLのリンク先を送信したりする事があります。

関連：P14,29,47,48,49,50



⑥ リアクション(反応)ボタン

●ボタンをクリックすると、

・手を挙げる/下げる

・はい/いいえ･･･etc.

「手を挙げる」が無い場合、｢ALT｣＋｢Y｣
キーを押すと「手を挙げる」、もう一度
押すと、｢手を下げる｣事が出来ます。

※利用のパソコンにインストールされているZoomのデスクトップ用アプリが古い場合は､
手を挙げる/手を下げるボタンが表示されない事があります｡デスクトップアプリを最新版
に更新して下さい｡

●発問時

発問の際には、画面下部「リアクション(反応)」ボタンの中の｢手を挙げる｣ボタンを

利用します。

ボタンをクリックすると、講師、または事務局側からお呼びしますので、呼ばれた

方は、参加者マイクをONにして、 ｢施設名と名前｣を明確にして、お話し下さい。

発言後は、｢手を降ろす｣ボタンを押して、マイクをミュートにします。

岡山県看護協会26

関連：P5,17



⑦ 画面の共有ボタン

●ボタンをクリックして、

｢ベーシック｣のタブ内で

・パワポ、ワード、PDF、他ファイル資料
・デスクトップ画面、ホワイトボード
・動画・音声の共有

｢詳細｣のタブ内で

・画面全体/部分だけを共有するか、

アプリケーションだけを共有するか、選択可

岡山県看護協会27

関連：P30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46



⑧ ブレイクアウトルームボタン

岡山県看護協会28

関連：P5,17,19,51,52,53

●グループワーク/演習､面談､打合せ等を伴う研修では､ブレイクアウト機能を利用して
行います｡

●受講者のグループ編成は､講師/事務局側が作成し､｢メインセッション(全体講義時の
部屋)｣⇔受講者の各グループ部屋間の移動(入/退室)は､原則､受講者全員が入/退
室時とも自動で移動(移動操作は不要)するようになっています｡

●講師/事務局側からの指定時には､受講者画面の下部､タスクバーに｢ブレイクアウト
ルームボタン｣が表示されますので､左クリックします｡

下図の[グループ部屋リスト]が表示されます｡

※画面内右横に､参加者やチャットが表示されている時は､タスクバーのスペースが
狭い為、｢・・・詳細ボタン｣の中に｢ブレイクアウトルーム｣が隠れている場合がある
ので確認をして下さい｡

●グループ1の部屋に移動・入室する時は､右端の[参加]ボタンを左クリックします｡
「ルームに参加しますか？」とメッセージがポップアップしますので、[はい]をクリック
してグループ1の部屋に参加します。

●必要に応じて､｢メインセッション

(全体講義時の部屋)｣に戻る時は､
[ルームを退出する]をクリックして

メインセッションに戻ります。

Zoomデスクトップアプリが､バージョン
5.3.0以降で参加していない受講者には､
｢ブレイクアウトルームボタン｣が表示され
ませんので､自分でグループ部屋に移動
する事は出来ません｡｢・・・詳細ボタン｣
の中にも､｢ブレイクアウトルーム｣の表示
が無い方は､アプリを最新版に更新する
か､事務局に申し出て､手動でグループ
部屋に移動させてもらって下さい｡



⑨ ミーティングを退出 ●ミーティングを退出する時は、｢退出」ボタンをクリック

さらに、｢ミーティングを退出」ボタンを
クリックして退出

※一度退出したら､チャットで受信した添付ファイルを含む全てのチャットの送受信

記録等やホワイト作成データ等は、保存しないと消えてしまいます。通信の不調で

突然断線したりしない限り、必ず保存してから退出するようにして下さい。

※途中で何らかの理由で退出する(参加を中止する)場合：

上記｢ミーティングを退出する｣前に､チャットで､送信先を｢担当事務局｣ダイレクト

チャットにして､｢受講番号下3桁＋姓＋施設名＋〇〇のため退室します｣等と

メッセージを入力し、送信します。

｢001岡山 看護協会病院 家族の体調不良で付き添いをする為､退出します｡｣

または、岡山県看護研修センター(TEL：086-221-7223)担当事務局へTEL連絡。

※受講者側のPC・カメラ・マイク等が不調の為､一旦､退出し､再度入室したい場合：

送信先を｢全員｣にして

｢002桃田 看護研修センター PCマイクが不調の為､一旦退出し､再入室します｡｣

または、岡山県看護研修センター(TEL：086-221-7223)担当事務局へTEL連絡。
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関連：P14,25,44,45,46,47,48,49,50



岡山県看護協会

５．画面の共有の仕方・グループワークや演習時

手順① 画面共有するファイルは、デスクトップに名前を付けてファイル保存しておきます。保存後、ファイルを開いておきます。

手順② 発表の番になったら、「画面の共有」ボタンをクリックして下さい。

①画面共有の操作手順 使用しているパソコン環境や画面表示によって、画面の表示位置は異なります。

30

研修では、個人ワーク、
グループワーク時の内容を
ZoomホワイトボードやWord、
パワーポイント等に記録し、
それを画面共有し、発表を
行っていただく事があります。

関連：P27,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46



岡山県看護協会

Wordを画面共有する場合 事前に、開いたファイルを上部のタブとコマンドを非表示にする為、ここをクリックし、リボンを自動的に非表示をクリックする。

非表示にしておく
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関連：P27,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46



岡山県看護協会

手順③ デスクトップ上で開かれているデータが表示されるので、発表用に開いているWord画面を左クリック（青く反転）し、右下の
「 共 有 」を左クリックして下さい。

この時、画面共有したいデータに音声が含まれている場合には、□音声を共有欄にチェックを入れます。
動画が含まれている場合には、□ビデオクリップに最適化欄にチェックを入れます。
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関連：P27,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46



岡山県看護協会

手順⑤ 発表・質疑終了後は、「画面を共有しています」という表示のところにマウスをもっていき、メニューバーを
出現させ、「共有の停止」をクリックします。

手順④ 以下の画面となり、「画面を共有しています」と出ている間は他の受講者は共有中のデータを見ている状態です。

発表中は、ページを下にスクロール して
次ページに進めていきます。
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関連：P27,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46



岡山県看護協会

パワポを画面共有する場合
発表会でパワポを使って発表を行う場合は､発表用スライドでの｢ノートペイン｣の挿入と｢発表者ツール」の使用は､操作に不慣れな操作者が
画面共有の際に操作 トラブルを起こしやすいという理由から､進行管理上､原則､禁止にしています｡ノートが必要な発表者は､印刷したノート
内容を手元に置いて発表するよう準備し､ファイルを開いた際､｢発表者ツール｣にチェックが入っていない事を事前に確認しておいて下さい。

必ずチェックをはずしておく
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関連：P27,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46



岡山県看護協会

手順③ デスクトップ上で開かれているデータが表示されるので、発表用に開いているパワポ画面を左クリック（青く反転）し、右下の
「 共 有 」を左クリックして下さい。

この時、画面共有したいデータに音声が含まれている場合には、□音声を共有欄にチェックを入れます。
動画が含まれている場合には、□ビデオクリップに最適化欄にチェックを入れます。
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関連：P27,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46



岡山県看護協会

手順④ 画面が共有されてから、｢スライドショー｣のタブをクリックし、左端の最初からをクリックしてスライドショーに切り替える。
「画面を共有しています」と出ている間は他の受講者は共有中のデータを見ている状態です。
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岡山県看護協会

手順⑤ スライドショーの画面となり、発表中は、キーボードの｢Enter｣キー、｢↓｣キー、｢↑｣キー、またはマウスクリックやマウスホイールで

ページを進めていきます。「画面を共有しています」と出ている間は他の受講者は共有中のデータを見ている状態です。

37
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岡山県看護協会

手順⑥ 発表・質疑終了後は、「画面を共有しています」という表示のところにマウスをもっていき、メニューバーを出現させ、
「共有の停止」をクリックします。共有を停止してから、右クリックでパワポの｢スライドショーの終了｣をクリックします。
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岡山県看護協会

ＰＤＦを画面共有する場合

発表用のＰＤＦを開いておく。
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岡山県看護協会

手順③ デスクトップ上で開かれているデータが表示されるので、発表用に開いているＰＤＦ画面を左クリック（青く反転）し、
右下の「 共 有 」を左クリックして下さい。
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岡山県看護協会

手順④ 画面が共有されてから、｢表示｣をクリックし、フルスクリーンモードをクリックする。
「画面を共有しています」と出ている間は他の受講者は共有中のデータを見ている状態です。
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手順⑤ 1ページが全画面表示されます。発表中は、キーボードの｢Enter｣キー、｢↓｣キー、｢↑｣キー、またはマウスクリックやマウス
ホイールで1 ページずつ進めていきます。「画面を共有しています」と出ている間は他の受講者は共有中のデータを見ている
状態です。
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岡山県看護協会

手順⑥ 発表・質疑終了後は、「画面を共有しています」という表示のところにマウスをもっていき、メニューバーを出現させ、
「共有の停止」をクリックします。共有を停止してから、キーボードの｢ESC｣キーでフルスクリーンモード｣を終了させます。
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② ホワイトボードの使い方
■ 自分が書記や記録の役割を務める場合（※書記や記録をする人がホワイトボードを立上げます）

手順① ホワイトボードを開きます。「画面の共有」をクリックして下さい。

手順② ベーシックタブの中のホワイトボードを選択(青に反転)、右下の 「共有」を
クリックして下さい。
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手順 ③ ホワイトボードが開き、同時にツールバーが表示されます。ツールバーより、自らがテキストで入力したり、フリーで描き込んだり、消す、色を
付ける、また、皆で書込んだホワイトボードをページ毎に保存する等が出来ます。画面を共有している他の人からも同じ事が出来ます。

※ホワイトボードを立ち上げた人だけ、ツールバーの｢選択｣より、皆で書込んだ入力テキストの修正やテキスト/描き込みの配置移動が出来ます。

ここをクリックすると
ページが追加出来る

ファイルの形式を選択して保存が出来る。

《ホワイトボードを立上げた人の表示画面》

ページが複数ある場合、
保存する時は、１ページ
ずつ保存する必要があ
るため、ここをクリックし
てページを送る/戻るを
行う

これらの操作が出来る
のは、ホワイトボードを
立ち上げた人だけ

ツールバーはドラッグ
して自由に移動させる
事が出来る

Zoomホワイトボードの特長

◆ホワイトボードは、グループワークの時等、メンバー全員でテキストを入力したり、描き込みが出来ます。
また、ページを増やす事が出来ます。

◆さらに、メンバー各自で、PDFかPNGのファイル形式を選択して、自分のパソコンのローカルフォルダに保存
する事が出来ます。

◆ワード/パワポ等との違う点は、ワード/パワポの場合、記録係(画面共有するファイルを立ち上げて記録する人)
が、そのファイルを画面共有し、記録・保存する事は出来ますが、ホワイトボードのようにメンバー全員が、
その画面共有ファイルにテキストを入力したり、描き込みをする事は出来ません。
また、メンバー各自が自分のパソコンのローカルフォルダに保存する事も出来ないので、記録係が記録・保存し、
そのファイルをチャットの添付ファイル機能で送付し、メンバー間で共有するといった事が必要です。

◆ホワイトボードは、メンバー誰でも立ち上げる事が出来るので、ルールとして、書記や記録係の役割を担う人が
代表して立ち上げます。

◆保存したファイルは、デフォルトの保存先として、Windowsパソコンの場合は [ドキュメント]、Macパソコンの
場合は [書類]フォルダー内の [ Zoom ] フォルダーに、ミーティング名、日付、時間付きで表示されます。

◆３ページ作成したとすると、保存は１ページずつ保存しなければならない難点もあります。
テキストのコピー＆ペーストやページ間の移動が出来ない事も、今後改善されたら、更に使いやすくなると
思います。
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■ 他者が立ち上げたホワイトボードに書き込みを行う場合（※画面共有で書記や記録をする人が立ち上げたホワイトボードに書き込みをします）

手順 ① ホワイトボードが画面共有されたら、｢オプション表示」をクリック、｢コメントを付ける｣を再びクリックすると、ツールバーが出現します。

《他者が立ち上げたホワイトボードを画面共有で見ている人の表示画面》

Zoomホワイトボードの特長

◆ホワイトボードは、グループワークの時等、メンバー全員でテキストを入力したり、描き込みが出来ます。
また、ページを増やす事が出来ます。

◆さらに、メンバー各自で、PDFかPNGのファイル形式を選択して、自分のパソコンのローカルフォルダに保存
する事が出来ます。

◆ワード/パワポ等との違う点は、ワード/パワポの場合、記録係(画面共有するファイルを立ち上げて記録する人)
が、そのファイルを画面共有し、記録・保存する事は出来ますが、ホワイトボードのようにメンバー全員が、
その画面共有ファイルにテキストを入力したり、描き込みをする事は出来ません。
また、メンバー各自が自分のパソコンのローカルフォルダに保存する事も出来ないので、記録係が記録・保存し、
そのファイルをチャットの添付ファイル機能で送付し、メンバー間で共有するといった事が必要です。

◆ホワイトボードは、メンバー誰でも立ち上げる事が出来るので、ルールとして、書記や記録係の役割を担う人が
代表して立ち上げます。

◆保存したファイルは、デフォルトの保存先として、Windowsパソコンの場合は [ドキュメント]、Macパソコンの
場合は [書類]フォルダー内の [ Zoom ] フォルダーに、ミーティング名、日付、時間付きで表示されます。

◆３ページ作成したとすると、保存は１ページずつ保存しなければならない難点もあります。
テキストのコピー＆ペーストやページ間の移動が出来ない事も、今後改善されたら、更に使いやすくなると
思います。
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③ チャットやホワイトボードの保存先

ミーティング内チャットやホワイトボードを保存すると、デフォルトの保存先は、Windowsパソコンの場合は [ドキュメント]、

Macパソコンの場合は [書類]フォルダー内の [ Zoom ] フォルダーに、ミーティング名、日付、時間付きで表示されます。

Windows10パソコンの場合

これらのフォルダの中にあるチャットや
PDFファイルをデスクトップに置いて利用する
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④ チャットで添付ファイルの送･受信の仕方（作成・保存したファイルの共有）
チャット機能を利用して、グループワーク時などに作成・保存したファイルをメンバー間で共有するために送･受信する事が出来ます。
※PCでのみ利用できる機能です。スマホ・タブレットではファイルを送・受信ともにする事は出来ません。

【送信】手順① 事前に送信したいファイルの保存場所を確認しておき、「チャット」をクリックしてチャット画面を表示させます。
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≪注意！≫
送り主は､送信したいWordやパワポ等のファイルが
書込み等編集中の場合､送信前に､必ず､一旦､上書き

保存をしましょう､保存した事と保存場所を確認してから､
手順に従って､添付ファイルの送信をしましょう｡

保存しないで､送り主がファイルを添付送信してしまうと､
作成したファイルの内容を伴わない､ファイルだけが送信
される事になってしまいます｡

一方､そのファイルの受信者の方では､受信したファイル
をダウンロードのうえ､ファイルを開こうとしても､ファイル
が破損して開けない､または､開く事が出来ても､内容の
無いファイルになってしまっています。
このミスは､特にグループワーク/演習時によく起きていま
す｡記録役が､制限時間内に ､メンバーで作成した発表資

料を情報共有の為に､グループメンバー全員に､チャット
の添付ファイルで一斉送信するのですが､その時､保存を
忘れて添付送信してしまうと､上記のようなトラブルを招
いてしまいますので注意して下さい｡



岡山県看護協会

手順② 送信先を選び、テキストを付けてファイルを送信したい時は、先にメッセージ欄に入力をしておきます。 「 マーク」を
クリックし、その中の「コンピュータ」を選び、クリックします。「ファイルを開く」画面が表示されるので、
任意の場所に保存しているフォルダ内より、添付送信したいファイルを選択し、「開く」をクリックすると、
送信が出来ます。送信が完了したら、チャット欄に表示されます。

チャット

全員

拡大
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【受信】手順① 相手からファイルが送信されてきたら、「チャット」をクリックしてチャット画面を表示させます。送信されてきた
ファイルをダブルクリックすると、「ファイルを開く」画面が表示されるので、任意の場所に保存する。

手順② 保存したファイルを開き、内容を確認する。
手順③ 必要に応じてUSBメモリー等に保存する。

チャット

開始 研修センター事務局 から 全員
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≪注意！≫
グループワーク/演習時､

各々の受講者から､チャット
で､同じ種類で､同じ名前の
付いたファイル(例えば､ファ
イルの種類が｢Word｣で､名

前が事前に事務局の配布
した様式名｢演習カード｣)が､

複数送られてくる事がよくあ
ります｡それらをダウンロー
ドのうえ､同じ場所に保存す
る場合は､受信した元のファ
イル名に､例えば､グループ
名等を必ず追記してから､
保存を行うようにして下さい｡
名前の追記を忘れて､

同じ場所に保存をしてしまう
と､同じ種類で､同じ名前の
付いたファイルなので､単純
に後で保存したファイルが
前に保存したファイルを上
書きしてしまう事になってし
まいますので､注意して下さ
い｡



岡山県看護協会

⑤ グループワーク/演習時
■グループワーク/演習、面談、打合せ等を伴う研修では､ブレイクアウト機能を利用して行います｡

■グループワーク/演習時の受講者グループ編成は､次の2パターンで､講師/事務局側が作成します｡
①事前にメンバー組みされたグループ ②当日に自動振分機能によってランダムにメンバー組みされたグループ

■受講者の各グループ部屋への移動(入/退室)は､指定時以外､原則､受講者全員が入/退室時とも自動で移動(移動操作は不要)します｡
※受講者の各グループ部屋への移動が操作不要の自動で行えるよう､研修が研修開始後～グループワーク/演習開始までに､事務局の方で全受講者の

各グループ 部屋への割当てを行っています｡この作業時､遅刻や通信の不調で一時的にZoomから退出している受講者の方は､グループ割当てが行えて
おりませんので､自動で移動する事は出来ません｡該当の方は､お申し出いただきますと事務局側で別途対応します｡

≪全体講義時 ⇔ グループワーク/演習 受講者の部屋移動のイメージ(下図)≫

・事前にグループメンバー表が配布されている場合は､手元に準備のうえ､自分のグループ番号､編成人数､メンバー名･所属を確認します｡

例） G1：4名 G2：4名 G3：4名 G4：4名 G5：4名 G6：4名

・講師､または､事務局からのグループワーク/演習についての説明後､｢開始の合図｣で､受講者各自の画面は､今いる｢メインセッション(全体講義時の部屋)｣
から､自動的に「ブレイクアウトセッション(各グループの部屋)」という画面に切替わり､各々のグループに移動･入室します｡

・グループワーク/演習の制限時間になったら､自動的に｢グループ部屋｣を退出し､元いた｢メインセッション(全体講義時の部屋)｣の画面に切替わり､戻ります｡

(全体講義時)

講師事務局

受講者

講師 事務局

(グループワーク/演習時)等

G1 受講者 G2  受講者 G3 受講者

G4 受講者 G5 受講者 G6 受講者

元に戻る(全体講義時)

講師事務局

受講者

メインセッション

G1～G6の各ブレイクアウトセッション

任意で移動・入退室
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メインセッション メインセッション

自動的
に移動

自動的
に移動

任意で移動・入退室
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■グループワーク/演習時の注意事項 (円滑に進めるために・・・)

・集合研修のグループワーク/演習と､オンライン参加同士でのグループワーク/演習では､状況が異なります。

・制限時間が来るまでは､原則､受講者が自分で元の｢メインセッション(全体講義時の部屋)｣へ戻る事が出来ないよう､管理上の設定をしています｡

・一旦､グループに分かれると､グループメンバー以外の顔は映らず､グループ内のメンバー同士､また､入室してくる講師･事務局としか､会話は

出来ません｡

・チャットの送受信(添付ファイルを含む)､ホワイトボードの作成や書込み･保存､画面共有の利用についても､グループ部屋に入室中のメンバー間に

限られます｡

・グループに分かれる前に､講師/事務局から教示のある､以下について､よく確認してから作業に臨むようにして下さい｡

①所要時間(何分間/何時～何時まで)

②課題内容(何について討議や作業を行うのか)

③発表の有/無 + どのように発表するのか(画面共有, チャットでコメント送信･添付ファイル送信)

④記録･保存の有/無 + 何(ホワイトボード, Wordやパワポ等のファイル, チャット, 任意の用紙に手書き)に記録･保存するのか

⑤司会進行役､記録役､発表者等のメンバー間での必要な役割決め

⑥どのようなグループに分かれるのか(事前にメンバー組みされたグループ/当日にランダムにメンバー組みされたグループ)

・グループワーク/演習中は､講師や事務局が各グループを定期的に巡回しています｡講師や事務局が他のグループに入室中に､質問等で入室の

要請をしたい時は､グループ内で誰かが代表し､各自画面のタスクバーに表示されている｢ヘルプを求めるボタン｣を押して入室要請をして下さい｡

例）課題内容を再度確認したい､通信状態が不調で断線する、カメラやマイクの調子が悪い,その他講師/事務局に伝えたい事がある等

※急用時は､岡山県看護研修センター(TEL：086-221-7223)担当事務局まで直接ご連絡下さい｡

※グループ部屋にいる最中に､通信不調等で不意に断線してしまった場合には､Zoom自体から退出している状態になります｡故意に退出した場合も含め､

再度Zoomに接続･入室する時は､｢メインセッション(全体講義時の部屋)｣に戻る事になりますので､入室したら､講師/事務局まで呼びかけして下さい｡

講師/事務局が他グループ入室中や応答が無い場合には､担当事務局まで直接ご連絡下さい｡

・途中､講師/事務局から全グループ､各受講者に対して｢休憩を随時取って下さい｡｣､｢制限時間を何分間(何時まで)延長します｣等､メッセージが

入る事がありますので確認して下さい｡
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■グループ部屋に移動したら (円滑に進めるために・・・)

・講師/事務局からのグループ/演習についての説明後､｢開始の合図｣で､指定のない限り､自動で､各自グループ部屋に移動･入室します｡

・入室直後は､利用のパソコン等端末によって､画面表示のサイズが縮小されていたり､表示のビューがメインセッションにいた時とは違う

ビューに切替わったりしているので､各自で画面の再調整を行って下さい｡

・表示ビューを｢全画面表示の終了｣にし､自分が入室しているグループ名を画面左上の表示で､残り時間を画面右上に表示で確認します｡

・作業に入ります｡

①画面下のタスクバーの「ビデオON｣､｢マイクON(ミュート解除)｣にし､自分が入室した事を他のメンバーに告げ､各々でメンバー全員の

入室を確認して下さい｡

※この時､メンバー全員が一斉に移動･入室出来ているのではなく､各々の通信状況により､移動入室に10秒～60秒程度の時間差が生じます｡

なかには､通信不調で入室移動に数分間かかる､断線して移動･入室が出来ないメンバーがいる場合もありますので､ワークの所要時間が5分間程度の

短い時は､事務局側との連絡確認が無くても､時間優先で､入室出来ているメンバーで､作業に入っていただいて結構です｡

②画面下のタスクバーの｢参加者ボタン｣を押して､自分と他のメンバーの受講者番号､名前､所属(個人)､カメラ・マイク(ON/OFF)状態が

確認します｡

③時間優先で､メンバー(全員)が揃えば､例えば､グループ内の受講番号が若いメンバーから順に全員(1台のパソコンから複数人で参加

されている場合でも)が1人30秒程度の自己紹介を行って下さい｡

④必要に応じて､司会進行係､記録係､発表者等､役割分担を決めて下さい。

⑤各々の作業を行って下さい｡

⑥｢メインセッション(全体講義時の部屋)｣に戻った時に､記録・保存した資料を利用して発表がある場合には､終了時間の1分前には､

必要に応じて､討議のまとめや資料の記録･保存等を完了するよう注意して下さい。

・制限時間が来たら､自動的にグループ部屋を退出し､60秒ほどで元いた｢メインセッション(全体講義時の部屋)｣の画面に切替わり､戻ります｡
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