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PC(パソコン)は
お持ちですか？

アプリのダウンロード方法

→P.5
Zoomのアプリは
入っていますか？

サポートセンターに
お電話下さい。
TEL：075-354-6079

Zoomアカウントを
新規作成しますか？
※1

アカウント登録をしての
参加方法

→P.8

いいえタブレットか、
スマートフォンは
持ちですか？

アプリのダウンロード方法
App Store/Google Playで
「ZOOM Cloud Meetings」の
アプリのインストールをお願い
いたします。

Zoomのアプリは
入っていますか？

サポートセンターに
お電話下さい。
TEL：075-354-6079

Zoomアカウントを
新規作成しますか？
※1

Zoomにアカウント登録を
しての参加方法

→ P.21

※1 アカウント作成は任意になっております。特にアカウント登録しなくても問題ありませんが、
アカウント登録することでメールアドレスも登録されますので、メールアドレスの誤入力がなくなる等のメリットがあります。

ページ数のご案内（アプリでの参加）

アカウント登録なしでの参加方法

→P.6
アカウント登録なしでの参加方法

→P.20

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

次へ

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

次へ

※2 ブラウザ参加の希望の方はP.13 
ブラウザ参加も可能ですが、機能制限や速度表示・動作について考慮し、アプリでの参加を推奨しております。



準備するもの

◼端末
・インターネット接続が可能なPC、スマートフォン、タブレット

◼ネットワーク
・LANの有線接続もしくは安定したWi-Fi回線がある環境が望ましい

◼上記以外にあると便利なもの ※視聴のみの場合でも
・イヤホンマイク（マイク付きイヤホン）またはヘッドセット
※端末内臓マイク・スピーカーは雑音が入ることが多いのでイヤホンマイク等の外
部機器に接続していただく事を推奨をしています。

オンライン講習会にについてご不明な点がございましたら

京都府医師会 在宅医療・地域包括ケアサポートセンター
(075-354-6079）までご連絡下さい。
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Web配信における環境要項

インターネットに接続できる機器PC Windows/macOS/Linux

モバイル端末
（スマートフォン・タブレット）

Android/iOS

オーディオ機能 音声出力用のスピーカー
またはイヤホン・ヘッドホン

対応OS Windows 7-10
macOS XとmacOS 10.9以降

推奨ブラウザ Google Chrome/Firefox/Edge

通信容量 １時間で約600MBを消費します。
通信料についてはご利用の通信キャリアやプランによりますので、
お使いの通信キャリアをご確認下さい。

メールアドレス Web会議のご案内（招待）はメールにて行います。
メールの受信環境をご準備下さい。

詳しくはzooｍ公式ホームページで見ることができます。
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023
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注意事項
①通信環境の確認 （詳細はP.2のWeb配信における環境要件をご参照ください）

有線、Wi-Fiによる接続が可能であれば、そちらを優先してください。
４Ｇ等での接続では、映像や音声が不安定になりやすく、また通信料もかかりますので、ご留意ください。通信環
境にご不安がある場合には、事務局までご連絡ください。

パソコン、タブレット、スマホ等、昨今の情報通信機器であれば、大方ご利用いただけます。

③「Zoom Meetings」アプリのダウンロード

タブレット、スマホから参加する場合は、「Zoom Cloud Meetings」アプリのダウンロードが必須です。
App StoreまたはGoogle Playにて「 Zoom Cloud Meetings 」をダウンロードしてください。
パソコンから参加する場合は、専用アプリ、ウェブブラウザのどちらからでもご参加できますが、アプリでのご参加
を推奨しております。

②使用機器の確認 （詳細はP.1の準備するものをご参照ください）

研修会前日に招待メールを、申込時のメールアドレスに送付いたしますので招待メール中のリンクを踏み、ご参加く
ださい。

④資料の印刷

研修会前日に、資料のデータをメールにて送付いたします。大変恐縮ですが、資料出力は各自でご対応下さいますよ
う、お願いいたします。

⑤招待メールからご参加
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PCで参加される方へ

PCでの参加方法は大きく分けて、

①zoomにアカウント登録なしでの参加方法… P.6
②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加方法… P.8

の２種類があります。

アカウント作成は任意になっております。特にアカウント登録しなくても問題ありま
せんが、アカウント登録することでメールアドレスも登録されますので、メールアド
レスの誤入力がなくなる等のメリットがあります。

ブラウザ参加も可能ですが、機能制限や速度表示・動作について考慮し、
アプリでの参加を推奨しております。
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ブラウザでの参加方法…P.13



研修会開催日までに
PCアプリのダウンロード・インストールをしましょう

②ダウンロードをクリックします。

③ をダブルクリックします。

Zoomのインストーラーは、公式ホームページ

https://zoom.us/で配布されています。

ミーティングクライアント

①ホーム画面下部の「ダウンロード」から、

「ミーティングクライアント」をクリックします。

④サインイン画面が表示されたらインストール完了です
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ミーティングクライアント



①zoomにアカウント登録（サインアップ）なしでの参加方法：PC

①事務局からの招待メールを開き
ウェビナーURLをクリックします。

② をクリックします

※事前にアプリのダウンロードをお願いいたします。ダウンロード方法はP.5をご参照してください。
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山田 太郎

※受講管理に使用しますので
お名前は必ず漢字、フルネームで
苗字と名前の間に全角スペースを
入れてご入力下さい。

③研修会申込時に登録いただ
いたメールアドレス・お名前
入力をしていただき、

をクリックします。

●●●＠△△△.com

例

※事前にアプリのダウンロードをお願いいたします。ダウンロード方法はP.5をご参照してください。

④ウェビナー画面が開いて入室完了です テストアカウント
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Webセミナーに参加

Webセミナーに参加

①zoomにアカウント登録（サインアップ）なしでの参加方法：PC



②メールアドレスを入力して
新規アカウント登録 をクリック

①https://zoom.us/jp-jp/meetings.html
にアクセス

③誕生日を入力して「続ける」をクリック

※事前にアプリのダウンロードをお願いいたします。ダウンロード方法はP.5をご参照してください。

②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加方法：PC
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新規アカウント登録(無料)はこちら

続ける

●●●＠△△△.com

●●●● ●月 ●日



⑤zooｍからメールが届くので
アカウントをアクティベートをクリック

アカウントをアクティベート

※事前にアプリのダウンロードをお願いいたします。ダウンロード方法はP.5をご参照してください。
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②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加方法：PC

アカウントをアクティベート

●●●＠△△△.com

④登録したメールアドレスに
メールが届くように をクリック

確認

確認



⑥お名前の入力とパスワードの設定を
します

⑦教育機関の代理としてサインインな
さっていますか？の項目は「いいえ」
にチェックをします。

⑧「続ける」をクリック

※事前にアプリのダウンロードをお願いいたします。ダウンロード方法はP.5をご参照してください。
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②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加方法：PC

続ける



⑨「私はロボットではありません」を選択

☑

⑩他の人を招待するかの選択は無視して
をクリックして登録は完了

※事前にアプリのダウンロードをお願いいたします。ダウンロード方法はP.5をご参照してください。
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②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加方法：PC



※事前にアプリのダウンロードをお願いいたします。ダウンロード方法はP.5をご参照してください。
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②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加方法：PC

⑪事務局からの招待メールを開き
ウェビナーURLをクリックします。

⑬ウェビナー画面が開いて入室完了です テストアカウント

⑫ をクリックします



② 画面上部に表示されるの
をクリックします。

ブラウザからの参加方法：PC

①事務局からの招待メールを開き
ウェビナーURLをクリックします。

③ をクリックします。
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④お名前を入力、私はロボットで
はありませんにチェックを入れて、
参加をクリックします。 山田 太郎

※受講管理に使用しますので
御名前は必ず漢字、フルネームで
苗字と名前の間に全角スペースを
入れてご入力下さい。

☑

ブラウザからの参加方法：PC

⑤ウェビナー画面が開いて
入室完了です

テストアカウント
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テストアカウント

オーディオ設定
ミュート右横の△ボタンで
スピーカーの設定ができる。

手を挙げる(詳細はP.18)
講師・司会がリアクションを求めた時に使用
（多数決など）

情報
ウェビナー名(会場名)やURL等を
確認できる。

退出

ミーティングから退出
自分だけが
ウェビナーから退出できる。

ウェビナーの基本操作画面：PC

チャット(詳細はP.17)
質問を送ることができる。
チャットに質問を入力してEnterキーを押
すと、主催者および視聴者（参加者）に
文章を送ることができる。

Q&A(今年度の当センターの研修会では使用しません)
講師・司会に対して質問を入力できる。
※他の参加者には質問内容は見えない。
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質疑応答についてのご案内

本年度、当センターで開催する研修会は、

講演終了後にチャットで質問を受付する予定です。

講演終了後の質疑応答時間以外は、チャット機能の使用はご遠慮下さい。

講演の妨げとなりますので、ご理解ご協力宜しくお願いいたします。

講演内容以外のお問い合わせ「音声が聞こえない・接続トラブル等」は

当センター（ 075-354-6079 ）までお電話下さい。
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チャット機能：PC
すべてのパネリスト（講師・司会）と
すべてのパネリストおよび出席者（講師・司会と参加者）にメッセージを送ることができます

テスト
アカウント

①チャットをタップ

②送信先を選択

③テキストを入力して
Enterキーで送信
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挙手機能：PC
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講師・司会が多数決など、参加者にリアクションを求める時に使用します。
挙手ボタンをもう一度押すと手を下げられます。

※挙手ボタンを押していることは他の参加者の方にはわかりません。



スマートフォン・タブレットで参加される方

スマートフォン・タブレットでの参加方法は大きく分けて、

①zoomにアカウント登録なしでの参加方法… P.20
②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加方法… P.21

の２種類があります。

アカウント作成は任意になっております。特にアカウント登録しなくても問題ありま
せんが、アカウント登録することでメールアドレスも登録されますので、メールアド
レスの誤入力がなくなる等のメリットがあります。

スマートフォン・タブレットでの参加にはアプリのダウンロードが必須になりますの
で事前にApp Store/Google Playで「ZOOM Cloud Meetings」のアプリのイン
ストールをお願いいたします。
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スマートフォン・
タブレット

※スマートフォン・タブレットの場合、事前にApp Store/Google Playで「ZOOM Cloud Meetings」の
アプリのインストールをお願いいたします。

①事務局からの招待メールを開き
ウェビナーURLをクリックします。

山田 太郎

●●●＠△△△.com

例

※受講管理に使用しますので
お名前は必ず漢字、フルネームで
苗字と名前の間に全角スペースを
入れてご入力下さい。

②Zoomアプリが立ち上がります。
研修会申込時に登録いただいた
メールアドレス・お名前入力をして、
「続行」をクリックします。

①zoomにアカウント登録なしでの参加方法：

③入室完了です。
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②サインアップ
をタップ

③ご自身のお誕生日
を入力

②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加法:

①zooｍアプリをタップ

※スマートフォン・タブレットの場合、事前にApp Store/Google Playで「ZOOM Cloud Meetings」の
アプリのインストールをお願いいたします。
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スマートフォン・
タブレット



④メールアドレスとお名前を入力、
利用規約に☑をしてサインアップ
をタップ。

⑤入力したアドレスに確認メールが届くので
をタップ
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②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加法: スマートフォン・
タブレット

アカウントをアクティベート

アカウントをアクティベート



⑥お名前とパスワードを入力し
「続ける」を選択。

⑦「私はロボットではありません」と
手順をスキップにチェックで登録完了です。
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②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加法: スマートフォン・
タブレット

☑

続ける
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⑩入室完了です。

⑧事務局からの招待メールを開き
ウェビナーURLをクリックします。

⑨zoomアプリが起動し、
自動で入室画面になるので
少し待ちます。

②zoomにアカウント登録(新規登録)をしての参加法: スマートフォン・
タブレット



ウェビナーの基本操作画面：スマートフォン・タブレット

チャット(詳細はP.16、26)
質問を送ることができる。
チャットに質問を入力してEnterキーを押
すと、主催者および視聴者（参加者）に
文章を送ることができる。

ウェビナーから退出
自分だけが
ミーティングから退出できる
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Q&A
(今年度の当センターの研修会では使用しません)
講師・司会に対して質問を入力できる。
※他の参加者には質問内容は見えない。

手を挙げる(詳細はP.27)
講師・司会がリアクションを求めた時に使用
（多数決など）



チャット機能：スマートフォン・タブレット

・すべてのパネリスト
（講師・司会）
・すべてのパネリストおよび出席者
（講師・司会と参加者）
にメッセージを送ることができます

②送信先をタップ

すべてのパネリスト

すべてのパネリストおよび出席者

③送信先を選択

すべてのパネリスト

⑤送信をタップ

④テキストを入力

①チャットをタップ
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挙手機能：スマートフォン・タブレット
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講師・司会が多数決など、参加者にリアクションを求める時に使用します。
挙手ボタンをもう一度押すと手を下げられます。

※挙手ボタンを押していることは他の参加者の方にはわかりません。



その他の機能紹介

投票機能
講演中、講師から参加者へ向けて投票を開催することできます。

投票の結果は参加者にも共有されます。
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受信映像・資料の取り扱い

配信中の動画の録音・録画は一切禁止となっております。

配付しました資料も参加者から再配布は一切認めておりません。

マナー・モラルを守ってご参加いただきますよう、お願い申し

上げます。

重要
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