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スライド付き講演動画の作成方法～アップまでの流れ

・以下のステップより講演動画を作成ください。

データのアップロードは後日、ご案内させていただきます。
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• 先生ご自身が作成された発表用パワーポイントのファイルをご用意ください。
元データより、動画に加工する為のコピーファイルを作成します。

• 作成したコピーファイルを使用して音声の登録を行っていただきます。

• 動画を作成するにあたりスライドは以下の通り作成をお願いします。

1枚目 演題名

2枚目 演者の先生の自己紹介（名前、経歴、先生ご自身の顔写真）

3枚目 利益相反（COI）について

4枚目～ 講演用内容
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①録音を始める前に



略歴

昭和60年3月 新潟大学医学部卒業

6月 新潟大学医学部整形外科学教室

（田島達也教授）入局

昭和61年12月 燕労災病院整形外科

平成2年10月 新潟大学整形外科手の外科班

平成4年4月 新潟中央病院整形外科

平成6年10月 ニューヨーク州立シラキュース大学留学

平成7年4月 水戸済生会病院整形外科,

(財) 新潟手の外科研究所研究生

平成7年10月 燕労災病院整形外科, 

手の外科労災センター部長

平成9年10月 (財) 新潟手の外科研究所研究部長

平成19年4月 (財) 新潟手の外科研究所所長

平成24年6月 新潟手の外科研究所病院院長併任

平成26年～30年 日本手外科学会 理事

平成29年～31年 日本肘関節学会 理事

現在に至る

坪川 直人

②自己紹介の例

4



日本手外科学会ＣＯＩ開示

発表者名 〇○○○、〇○○○、◎〇○○○（◎代表者）

発表者全員一括して

講演料： ○○製薬

原稿料： ○○製薬

奨学寄附金： ○○製薬

寄附講座所属：あり（○○精機）
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③利益相反（COI）のスライドの作成
申告についてはhttp://www.jssh.or.jp/doctor/jp/about/coi.htmlをご参照の上
スライドに利益相反（COI）を入れて作成をお願いします。

※スライド見本
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④著作権についての注意事項

著作権につきましてはできる限り、
ご自分の症例、図を用いていただき、
他から引用する場合はご自身の責任のもと、
著作権に注意し、出典元を必ず明記してください。



• パソコン・マイクのご準備をお願いします。

• マイクの性能テストを行ってください。（マイクがついているノートパソコンの場合は
内臓マイクを、マイクのついていないノートパソコン・デスクトップパソコンを使用する
場合は、外付けのマイクをつないで音声の録音をお願いします。）

• 録音の際は極力静かな場所で雑音が入らないようお願いします。

• 動画作成時の発表時間について
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⑤機器の準備

特別講演 60分

腱のワンポイントアドバイス 1人25分

教育研修講演 60分

手の先天異常懇話会 1人30分

シンポジウム1 医師10分、OT5分

シンポジウム2、3 1人10分

パネルディスカッション 1人10分

ランチョンセミナー
60分 （演者の人数により時間配分が異なります）
※ライブセミナーのため音声録音はご不要です

スポンサードシンポジウム 1人15分

一般演題（口演）／Best Paper Award 5分 ／ 7分
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④2つのチェックボックスに
チェックを入れ記録の開始を

押すと録音開始

⑥ナレーションの録音

①画面上部に表示されているスライドショーをクリック

③先頭から録音を開始をク
リックすると録音が
開始されます。

②スライドショーの記録をクリック



１・・・ツールバーオプション（ボタンを非表示にするなど）
２・・・録画を停止する
３・・・次のスライドへ移動する
４・・・一時停止
５・・・現在のスライドの録画時間
６・・・繰り返す
７・・・全スライドの録画時間
８・・・前のスライドに戻る
９・・・マウスポインターの変更

（レーザポインタやマーカ等を使用出来る。）
１０・・・全スライドを表示して移動
１１・・・ズーム機能
１２・・・タブメニューの表示

1 2

3 4 5 6 7

3 1098 11 12
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⑦録音中の操作方法
通常の発表と同様に口演を行いながらスライドを切り替え録音を行います。

録音したナレーションは、
スライドショーの「最初から」より
確認することができます。
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再生ボタン

⑧スライド毎の音声の確認の仕方

スピーカーマークを押すと再生
メニューが表示されます。

再生ボタンを押すと録音した音声が
流れます。
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⑨特定のスライドを録音し直したいとき

②画面上部に表示されているスライドショーをクリック

①録音し直したいスライドを選択

③スライドショーの記録をクリック

④現在のスライドから録音を開始を
クリックすると再録音が開始される
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⑤再録音終了後、

右クリック＞スライド
ショーの終了を選択

⑨特定のスライドを録音し直したいとき
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⑩動画ファイルの作成方法

①画面左上に表示されている
ファイルをクリック
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②エクスポートをクリック

③ビデオの作成をクリック

④プレゼンテーション品質の項
目をインターネット品質

(960×720)に変更

⑤「記録されたタイミングとナレーショ
ンを使用する」になっていることを確認

⑩動画ファイルの作成方法

⑦ファイルを任意の場所に保存
※ファイル名は・演題番号_演者名を指
定といたします。
また、拡張子が.mp4になっていること
をご確認ください。

⑥「ビデオの作成」をクリック



①ファイルの種類を変
更をクリック

②OpenDocumentプレゼ
ンテーションを選択

③名前を付けて保存を押して
任意の場所に保存する

※一般演題（口演）のみ音声無しスライドの作成方法
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音声入り動画の作成が難しい場合は、一般演題（口演）に限りスライドのみ（音声内）の
登録を可能といたします。
PPT形式では登録不可となりますため、必ず下記の手順でスライドを保存してください。



⑪ファイルのアップロードについて
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セッション名 単位 音声 発表時間 アップロード期日

特別講演、教育研修講演 あり あり 60分 2020年6月9日（火）

シンポジウム１～３
パネルディスカッション１～３

なし あり
個別設定
P7の通り

2020年5月25日（月）
総合討論録画は別途６月上旬で調整

腱のワンポイントアドバイス なし あり 25分 2020年6月9日（火）

手の先天異常懇話会 あり あり
1人30分

2演題
2020年6月9日（火）

スポンサードシンポジウム なし あり 15分
2020年5月25日（月）
総合討論録画は別途６月上旬で調整

ランチョンセミナー あり ー ー ライブセミナー

一般演題（口演）

なし あり 5分

2020年6月15日（月）～ 6月23日（火）

上記期間内にてお願いします。
なし なし ー

一般演題（Best Paper Award） なし あり 7分

クラウドストレージにアップロードしていただきます。
アップロードの方法につきましては、後日あらためてご案内いたします。

音声入り動画の作成が難しい場合は、一般演題（口演）に限りスライドのみ（音声内）の登録を可能といたします。
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ーお問い合わせ先ー

操作にご不明点等ございましたら下記までご連絡くださいませ。

アップロードの方法につきましては、後日あらためてご案内いたします。

京葉コンピューターサービス株式会社

online-support@kcs-grp.co.jp

mailto:online-support@kcs-grp.co.jp

