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ソリューション
遠隔医療の診察を改善する 
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必要なヘルスケア
は、病院を訪れる 
患者をはるかに超
えています。
患者がいる場所は常に医師がいる場所と一致す
るとは限らず、さらに高品質な治療の必要性は
距離が離れていても変わりません。医師は移動
せずに治療を提供するために、互いに意見交換
する必要があります。生死に関わる状況が発生し
た場合、即座に決定を下す必要があります。 

重要ではあるけれど緊急性の低い状況において
は、医師はスキルを最新の状態に保ち、同僚と協
力し、施設を管理する必要があります。このような
ことを、音声と映像会議テクノロジーを通じて実
現できるさまざまな機能が非常に効率的だと、ヘ
ルスケアの専門家は認識するでしょう。

Poly のソリューションは、月に 50,000 名以上の
患者との出会いを全世界で提供しています。Poly 
は絶え間なく状況が変化するヘルスケアの分野
において、最高品質のエンド ツー エンドのコミュ
ニケーション、およびコラボレーション体験を提
供する独自の地位を築いています。Poly の音声と
映像のコラボレーション ソリューションは、患者
の遠隔診察、継続的な医学生涯教育 (CME)、およ
び日常の経営管理を通じて、21 世紀の医療の提
供を促進しています。 

「特定の患者を直接診察する
必要性は、 複数の複雑な要因
に基づいていますが、医師は、
直接会って診察するよりもリモ
ートでの診察 (例: 遠隔医療ビ
デオまたは電話サービスを使
用する) が適切な場合や、直接
訪問することで生じる時間の
ロスを考慮し、検討する必要性
があります。」 

米国内科学会
非緊急での 対面医療についての
声明
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多くの患者。少ない医師。医療費の増加。医療の専門家は、高まるニ
ーズへの対応をどのように開始しますか？ 

個人の PC、デバイス、または標準ベースのビデオ システムから、安全
かつ簡単に患者と接続できます。HD 音声と映像により、医師と患者
は生産的な対面型の体験をすることができます。遠隔精神医学、言
語療法、遠隔脳卒中検査、その他、数多くの用途に最適です。特に危
機的状況にある場合、潜在的なリスクから健康な患者を隔離するに
は、遠隔医療が望ましい方法です。

症状のある患者の場合、ビデオ コラボレーションによって医師や看
護師に簡単にアクセスできます。緊急/専門医療施設では、予約なし
と予約ありの患者に対応して、適切な医療提供者と患者とをつなげ
て効率的かつ効果的なケアを行わなければなりません。HD ビデオ 
リンクを介して HIPAA に準拠したコンサルテーションを行うと、緊急
を要する決定をはるかに迅速に行うことができます。遠隔医療によ
り、患者は最初に緊急治療室に行かなくても主治医と会うことがで
きます。

さらに、臨床医はより生産的になります。さまざまな 場所に移動す
る必要がないため、より多くの患者を診察することができます。また、
老齢人口と患者拠点が医療施設や医療専門家から遠く離れたとこ
ろに分散しているため、Poly のソリューションは、患者、開業医、専門
家、医療管理者を結び付けるのに役立ちます。

「Poly を使用すると距離の障壁が
なくなり、4 時間離れた場所にいる
患者と、40 分離れている場所にい
る患者に同じレベルのケアを提供
できます。そして、このテクノロジー
により、一度に複数の場所で医療
を提供することができます。」

ドクター SHAYLA SULLIVANT 
子どもと思春期精神科医

遠隔医療

3          POLY ヘルスケア向けソリューション カタログ



月に 250 件を超える POLY アシストセッション
• 子ども向け精神病治療 
• 言語療法 
• 一般の検査 

注目の製品
• Polycom RealPresence Group シリーズ 
• Poly RealPresence Web Suite 

メリット
• 地方の小児患者への専門医の展開 
• 患者の移動時間とコストを削減 
• 麻酔科医のコラボレーションとトレーニング

CHILDREN’S MERCY
米国、ミズーリ州、カンザスシティ

お客様重視
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診察の相談
1 つの施設がすべての患者に必要なすべての専門家を
備えていることは 稀です。医師が全国または世界中の
医師と相談したい場合、ビデオを通じたやりとりなら、
必要とするスキルと経験の医師とつながることができま
す。場所に関係なく最高の頭脳と専門知識をすべて集
めることで、より効果的な診断が可能になります。より深
く、幅広くアクセスできることにより、最高水準のケアの
提供が容易になります。
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人事、役員会議、予算計画、より優れたスタッフの
コラボレーションは、利用可能な最高品質の音声
と映像会議の恩恵を受けることができます。Poly 
ソリューションを使用すると、すべての参加者とコ
ンテンツを簡単に共有できるので、貢献するため
に必要な情報を誰もが確実に入手できます。

管理
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遠隔教育は、医療の専門家に移動す
ることなく学ぶ機会を提供します。新
しい診断技術と研究に遅れないよう
にすることは、地方の開業医でも患者
ケアのための最良のツールを有する
ということです。医師の教育は、世界的
に不安な時代にも、通常の時代にも
常に重要です。臨床医は世界中のあら
ゆる場所で病気や障害に対して、迅速
かつ正確に戦うためのテクニックを学
ぶ必要があります。
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「世界中の外科医は新しい技術を学 
び続け 、 改善を続けています 。 」

ドクターROBERT VINCENT、外科医
クリニック Jean Causse、フランス

継続的な 
医療教育



ビデオを使った 
               診察
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ビデオ システム カメラ
特長 

• 真の色相の彩度と明るさを備えた 高精
細 1080p60 キャプチャで、 極めて正確
な色の再生と リアルな画像

• 4 倍デジタル ズームと 74 度の 視野角

• サイマルキャスト映像ストリーム

• 短時間でセットアップ可能 — ドライバー
不要

EAGLEEYE MINI

コンパクト USB ビデオ カメラを必要と
する患者、またはヘルスケアの専門家の 
ワークスペース向け

特長 

• PC または Mac へのシンプルな USB 接続で、
あらゆるビデオ アプリとクラウド サービスで
使用可能

• 最高クラスの音声品質

• 自動話者トラッキング

• IT 部門の負担を軽減する一元管理

• 有線およびワイヤレス ヘッドセットの両方を
サポート

POLY STUDIO

クリニックと診察室に最適 - さまざま
な VaaS (Video-as-a-Service) プラット
フォームに USB 接続が可能

特長 

• ハンズ フリーで使用できる優れたグループ フレ
ーミング機能

• 4k 対応の HD カメラにより、5 倍ズームのアップ
映像を実現

• 2 個の内蔵マイクがクリアな集音を実現し、豊か
な音質で通話可能

• 次の 2 種類があります。

HDCI: Group シリーズと Poly Trio VisualPro との
組み合わせで、少人数のミーティングで一貫し
た性能を発揮

USB: PC または Mac へのシンプルな接続で、あ
らゆるビデオ アプリとクラウド サービスで使用
可能

EAGLEEYE CUBE

ハンズフリー話者トラッキング カメラを必要
とする患者またはヘルスケアの専門家向け

特長 

•	 主要なクラウド	ビデオ	サービス内蔵で使いやす
く、	PC	も	Mac	も不要

•	 高度な音響アルゴリズムにより、すばらしい音質
を実現	音質

• 4K	Ultra	HD	に対応	

• Miracast、Airplay、Poly	Content	App	などのワイヤレ
ス	コンテンツ共有機能を搭載（標準規格に準拠し
たもののみ）

•	 有線およびワイヤレス	ヘッドセットの両方をサポ
ート

•	 電子ホワイトボードと注釈機能

POLY STUDIO X30 および X50

オールインワンのビデオ ソリューション
を必要とするクリニックと診察室向け
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音声
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特長 

• USB/USB-C を介して PC および Mac に接続し、 
3.5mm のコネクタでスマートフォンやタブレット
に接続可能

• 電話の着信応答/通話終了、音量の制御、ミュー
トを行う 直感的なインライン コントロール

• ダイナミック EQ 機能によって音楽やマルティメデ
ィア再生を楽しむときに自動的に音質を最適化

• Zoom 対応

BLACKWIRE 5200 シリーズ

PC テレフォニー用の有線ヘッドセットを必要
とし、長時間にわたって電話に対応しなけれ
ばならないヘルスケアの専門家向け

有線ヘッドセット
特長 

• Acoustic Fence 技術搭載の臨機応変に使用で
きるノイズキャンセル マイク 

• 高度なハイブリッド アクティブ ノイズ キャンセ
ル (ANC) を 3 段階で切り替えて最適化 

• 通話中インジケーターが通話中であることを
周囲の人に通知 

• USB-A または USB-C 接続

• Zoom 対応

BLACKWIRE 8225

集中できない場所で働いており、プレミアム ソ
リューションを求めている医療の専門家向け

特長 

• 騒音を遮断する アクティブ ノイズ キャンセル 
(ANC)

• 画期的なブームレス デザインと Poly のクリアな 
通話テクノロジー 

• 動的ミュート通知は、ミュート時に 話した場合に
感知して警告

• USB-A または USB-C 接続

• Zoom 対応

BLACKWIRE 7225

PC テレフォニー用の有線ヘッドセットを必
要とし、長時間にわたって電話に対応しな
ければならないヘルスケアの専門家向け
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BLUETOOTH ワイヤレス ヘッドセット
特長 

• アクティブ ノイズ キャンセル (ANC) は、 騒々
しい環境で音をブロック

• スマート センサーが通話を転送、自動応答、 
自動ミュート

• Hi-Fi ステレオ サウンドが臨場感あふれる 音
を生成

• ミュートで通話しようとすると、 動的ミュート
通知が警告

• Zoom 対応

VOYAGER FOCUS UC
人気製品

高品質のステレオ Bluetooth ヘッドセッ
トが必要なヘルスケアの専門家向け

特長 

• Hi-Fi ステレオまたはモノラルの 2 種類の装着 ス
タイルに対応

• フレキシブルなマイク ブームと人間工学に基づ
いた デザインにより、長期間、快適な装着感

• Class 1 Bluetooth® 対応デバイスから、 最大約 
30m の範囲内で自由に移動可能

• 最長 12 時間の連続通話時間、最長 15 時間 の再
生時間

• Zoom 対応

VOYAGER 4200 UCシリーズ

オフィス内を移動することが多く、PC とモバ
イル デバイスの両方で電話に応答する必要
のあるヘルスケアの専門家向け

特長 

• 固定電話、PC/Mac、または携帯電話 に Bluetooth 
で接続

• Class 1 Bluetooth® テクノロジーにより、最大約 
75m（見通し距離）で使用可能

• 最新の USB-C または従来の USB-A の Bluetooth 
接続オプション Bluetooth 接続

• 充電ベース オプションで 1 日中接続

VOYAGER 5200 OFFICE シリーズ

オフィスの内外でハンズ フリーで電話をかけたり
受けたりしたいヘルスケアの専門家向け 

12          POLY ヘルスケア向けソリューション カタログ



BLUETOOTH ワイヤレス ヘッドセット
特長 

• 拡張デジタル信号処理 (DSP) を備えた ブームレス
のデュアルペア 無指向性マイク

• デュアルモード アクティブ ノイズ キャンセル (ANC) 
により、 希望のノイズ低減レベルを 選択可能

• スマート センサーが通話を転送、自動応答、 自動
ミュート

• Zoom 対応

VOYAGER 8200 UC

外出先もしくはオフィス内にいても騒音の多い
環境で働いている医療の専門家向け

特長 

• ブームレス デザインにより、4 つの無指向性マ
イクとアクティブ ノイズ キャンセル (ANC) 機能
を搭載

• 快適なフィット感のイヤーバッド付きで Hi-Fi ス
テレオに対応

• ネックバンドが振動して着信をお知らせ

• 最大 8 台のデバイスとのペアリングができ、そ
のうち 2 台 への同時接続が可能

• Zoom 対応

VOYAGER 6200 UC

快適な Bluetooth イヤーバッド付きネックバン
ドを求める医療の専門家向け

特長 

• 快適な装着感が 1 日中持続

• クリアでプロフェッショナルらしい声による
コミュニケーション

• 接続オプション (固定電話、PC/Mac、 モバ
イル) は、ユーザーが行うのと同じように
機能します 

• 時と場所を問わず充電できる ポータブル
充電ケース

• Zoom 対応

VOYAGER 5200 UC
人気製品

存在を感じさせず、ポータブルの Bluetooth ヘ
ッドセットが必要な移動の多い医療の専門家
に最適
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BLUETOOTH ワイヤレス ヘッドセット
特長 

• 固定電話、PC/Mac、または携帯電話 に Bluetooth 
で接続可能

• Class 1 Bluetooth® テクノロジーにより、 最大約 91m 
(見通し距離) で使用可能

• 最新の USB-C または従来の USB-A の Bluetooth 接
続オプション Bluetooth 接続

• 充電ベース オプションで 1 日中接続

• Zoom 対応

VOYAGER 4200 OFFICE シリーズ

オフィスで騒音に悩まされることなくハンズ フ
リーで電話をかけたり受けたりしたいヘルスケ
アの専門家向け
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スピーカーフォン
特長 

• 便利なコード管理のプラグ・アンド・プレイ対応に
より USB 経由 で PC に接続可能

• 360 度全方位をカバーする全二重音声による優れ
た音質とミュート時に会話を始めると通知する機
能（動的ミュート通知）を搭載

• 収納や携帯に便利なソフトキャリングケース付属

• Zoom 対応

CALISTO 3200

プラグ・アンド・プレイ対応の USB 接続スピーカー
フォンを 必要とするヘルスケアの在宅勤務者向け

特長 

• 便利なコード管理のプラグ・アンド・プレイ対応に
より USB 経由 で PC に接続可能

• Bluetooth アダプタ オプションでコードなしで PC に
接続可能

• Bluetooth 内蔵で携帯電話として接続可能

• 全二重方式オーディオとエコーキャンセル機能

• 最大約 16 時間の連続通話時間

• Zoom 対応

CALISTO 5300

Bluetooth を備えたパーソナル ポータブル スピー
カーフォンを必要とするヘルスケア スタッフ向け
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メディア フォン
特長 

• 7インチ マルチタッチLCDディスプレイ、USB ポ
ートx2（Type-A およびType-C）、Bluetooth、Wi-
Fi 搭載 

• Microsoft Teams 専用ボタン 

• 受話器付きモデルもしくは受話器が無くヘッ
ドセットを使用するモデルのいずれかを選択
可能

CCX 600

ディスプレイが大きく、Microsoft Teams 対応の電
話機が必要なヘルスケアの専門家向け

特長 

• Microsoft Teams にネイティブで対応、 
Skype for Business と 2020 年登場の 
OpenSIP をサポート

• 自席/壁設置用 のスタンド付

• 5インチのマルチタッチLCDディスプレ
イ、Type A USBポート x 1

• USBドングル（オプション）で Wi-Fi と 
Bluetooth 対応

CCX 400

Microsoft Teams に共通のエリアまたはエントリー 
レベルの電話機が必要なヘルスケアの専門家向け

特長 

• 5 インチ マルチタッチ LCD ディスプレ
イ、USB ポート x 2 (Type-A および Type-C)
、Bluetooth、Wi-Fi 搭載 

• Microsoft Teams 専用ボタン 

• 受話器付きモデルもしくは受話器が無くヘ
ッドセットを使用するモデル のいずれかを
選択可能

CCX 500

Microsoft Teams 対応の電話機が必要なヘル
スケアの専門家向け
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メディア フォン
特長 

• 12 回線対応のカラーディスプレイ付 IP 電話機 

• クリアな音声 - Poly HD Voice や Poly Acoustic Fence 
などの優れた音声技術を搭載

• USB や RJ9 接続のヘッドセットに対応

• 10/100/1000 イーサネットポートｘ2

VVX 450

適度に電話をかけるヘルスケアの専門家、または複
数のライン キー設定を希望する 小規模オフィス

特長 

• 4 回線対応、カラー ディスプレイ搭載のベーシック
な IP 固定電話機

• クリアな音声 - Poly HD Voice や Poly Acoustic 
Fence などの優れた音声技術を搭載

• USB や RJ9 接続のヘッドセットに対応

• 10/100/1000 イーサネットポートｘ2

VVX 250

仕事で信頼できる接続を必要とし、適度な量の電話をかけ
るヘルスケアの専門家と最前線で活躍するスタッフ向け

特長 

• カラー ディスプレイ搭載の6回線対応ミッドレンジ 
IP 固定電話機 

• クリアな音声 - Poly HD Voice や Poly Acoustic 
Fence などの優れた音声技術を搭載

• USB や RJ9 接続のヘッドセットに対応

• 10/100/1000 イーサネットポートｘ2

VVX 350

通話回数は比較的少ないが、信頼性の高い接続性が
求められるヘルスケアの専門家向け
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コラボレーション ソフトウェア
特長 

• 自身のハードウェア サーバーまたはプライベート クラウド、
あるいはその両方への柔軟な導入

• 必要に応じてライセンスを簡単に拡張 

• デスクトップ クライアント、モバイル クライアント、ソフト Web 
クライアントを搭載し、ユーザーはどこからでもシームレス
に接続可能

REALPRESENCE CLARITI

音声、ビデオ、コンテンツを配信 するオールインワンのインフ
ラストラクチャ ソリューション を必要とする医療機関。
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