
のための Smart Wi-Fi
 

医療現場



Smarter Wi-Fi でモビリティーのセ
キュリティを高め、患者のケアを向上
医療現場にとって必須の処方箋 

患者のケアにあたって、より高速で安定した Wi-Fi 接続を確保することは、プロセスを効果
的に進め、より好ましい結果を得るために不可欠です。期待に応えるためには、さまざまな
建築材料を通過し、多種多様な医用機器や臨床アプリケーションと互換性を持ち、HIPAA セ
キュリティ基準を満たし、IT スタッフが導入と保守を簡単に行える必要があります。ラッカ
スは従来の WLAN に対する処方を提供します。

極めて信頼性の高い Wi-Fi アクセス
医薬品を病院中に届ける不休のワイヤレス対応機器から、
病院内のどこにいても即時対応が必要な臨床情報を受け
取れる機能まで、今日の医療機関にとってモビリティー
は不可欠な要素であり、医療従事者はこれによってリア
ルタイムのコミュニケーションと処置が可能になります。
ラッカスの Smart Wi-Fi インフラを使えば、臨床医は、
重要な電子カルテ、医療情報、VoIP コミュニケーション、
高解像度のビデオ、医用画像へ確実かつ安全にアクセス
可能です。

Ruckus Smart Wi-Fi は、Vocera 社ボイス バッジなどの
デバイスに対し最適な信号利得を供給します。

Ruckus Smart Wi-Fi は、安定した信頼性の高い接続を必要とする、遅延
に敏感な電子カルテ、医療情報アプリケーションに最適です。

多様なアプリケーション サポート
ワイヤレス VoIP、リアルタイム位置情報、患者モニタリング /テレ
メトリ、輸液用器具、医用画像、ベッドサイド ビデオ、モバイル 
ワークステーション、そしてスマートフォンの導入により、Wi-Fi に
対するパフォーマンス要件はますます厳しくなっています。Ruckus 
ZoneFlex ™ WLAN システムは、ビームフォーミング、アダプティブ 
アンテナ技術を核とする特許取得 BeamFlex ™、そして SmartCast ™ 
トラフィック エンジニアリング技術を組み合わせて、クライアント、
トラフィック クラスごとの QoS により、マルチメディア トラフィッ
ク 配信を分類、優先順位付け、最適化します。これにより、標準の 
802.11 Wi-Fi と異なり、クライアントおよびトラフィック フロー (音

声、ビデオ、データ ) に適切な優先順位が与えられます。
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Invitation to connect with free Wi-Fi,
courtesy of Your Carrier

Valued Subscriber

We’d like to make it easier for you to enjoy
the speed and convenience of our Wi-Fi
hotspots.  Just follow this link, and in 
three taps of your �nger we can set your 
iPhone up to log on to any Your Carrier 
hotspot automatically.  You’ll have instant 
access to more than 45,000 hotspots 
nationwide.  It’s that easy.

干渉:AP x 6、クライアント x 120、不正 AP x 1

65% 
向上 
(平均)

アダプティブ アンテナ + 従来の Wi-Fi
学習ベースの SON 実装

高密度: AP 1 台につきアクティブ クライアント 10 台  

95% 
向上 
(平均)

合計 
TCP スループット

 少数の AP でどこでも Wi-Fi
コンクリート、金属パネル、鉛で覆われた壁など、病院の建築部
材は、RF 信号にとって過酷な環境です。信号到達範囲が不十分な
ことが原因で通話が切断されたり、臨床医がワークステーションを
再認証しなければならなくなったりすると、生産性の低下、対応
の遅れにつながりかねません。電波環境を常時監視し、干渉を回
避しながら Wi-Fi 信号をリアルタイムで誘導する独自の機能によっ
て、Ruckus ZoneFlex WLAN システムは有線に劣らない優れたパ
フォーマンスを実現します。このため、重要な 電子カルテ情報と
ワイヤレス機能を搭載する音声端末に最適で、しかも他システム

より格段に低価格です。

ラッカスのシステムは、絶え間なく変化する厳しい RF 環境に、Wi-Fi 信号を
自動的に適応させます。

Ruckus Smart Wi-Fi は

より遠くまで届けます
より安定したパフォーマンスを

強力なセキュリティ、管理が簡単
ラッカスには、管理者ならびにユーザーに対しセキュリティとストレ
ス ポイントにアクセスできる機能が搭載されています。まず、ラッ
カス製品は既存のネットワーク セグメンテーションとセキュリティ 
アーキテクチャ、認証プロトコル、およびディレクトリ サービスに
統合できるため、導入が簡単です。次に、直感的なデバイス プロビ
ジョニングおよびオンボーディング プロセスにより、どなたでも簡
単に使用でき、IT スタッフによる設計も容易です。また、デバイス 
フィンガープリンティングおよびアクセス制御機能により、特定のデ
バイスタイプとユーザー属性によって異なるポリシーを割り当てるこ
とができるだけでなく、モニタリング機能と視覚性が向上しているた
め、ネットワーク処理、トラブルシューティング、ポリシー変更が改
善されます。最後に、ラッカスでは最高品質のケアに必要なワイヤレ
ス パフォーマンスを確保するための RF 安定性、拡張性、そしてキャ
パシティを、医療機器、ワイヤレス カート、BYOD を含むあらゆる

種類の個人用端末、その他すべてのデバイスに提供します。

出典 : 「ワイヤレス技術は病院にとって不可欠なも
のになりました。Ruckus ZoneFlex Wi-FI シ
ステムは、有線に劣らない安定した速度と信
頼性を当院の施設の隅々にまで届けてくれ 
ます。」

バリー・ラッド、 
情報技術ディレクター
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導入が簡単、WLAN システム状態をダッシュボードで確認
限られた予算と最小限の IT スタッフしか持たない医療機関は、ユビ
キタスな Wi-Fi ネットワークを導入するための、よりシンプルなア
プローチを必要とします。他のワイヤレス ネットワークと異なり、
管理者は直感的なポイント・アンド・クリックのウィザードを使っ
て Ruckus WLAN 全体を数分で設定できます。管理者はダッシュボー
ドから特定の AP やクライアントまで素早く簡単にドリルダウンし
て Wi-Fi 接続をテストできるだけでなく、監視および設定のタスクを
実行できます。

資産管理と状況に応じたケアのためのリアルタイム位置情
報追跡
IT スタッフはリアルタイム位置情報サービスを簡単に導入して貴重
な資産を追跡および管理し、盗難の防止、資産の使用状況をより適
切に管理できるだけでなく、患者に最も近い場所にいる最適の臨床
医を見つけることができます。ラッカスは、主要なリアルタイム位
置情報サービスベンダーと協力して、位置情報追跡エンジンとのシー
ムレスな連携を実現しています。これにより、Ruckus ZoneDirector 
でプロビジョニング プロセス中にチェックボックスをオンにするだ
けで Ruckus WLAN システムから資産の追跡、スタッフの位置情報
確認、患者のモニタリングを行える機能を起動できます。

1
より優れた Wi-Fi / 死角なし
統合された長距離、高利得のアダプティブ アンテナ技
術で 2 ～ 4 倍の信号到達範囲を確保します。

2
安定したモバイル クライアント接続
高利得の指向性信号とアダプティブ ビームステアリン
グによって、干渉を回避し、最適なパフォーマンスを
実現する経路へと信号を誘導します。

3
遠くでも最高の Wi-Fi パフォーマンス
優れたアンテナ ダイバーシティとクライアント フィー
ドバックにより、安定したデータ転送速度を確保します。

4
アプリケーション サポート
自動干渉軽減によって、高品位の IP ビデオと音声スト
リーミングを配信。

5
HIPAA セキュリティ コンプライアンス
802.1X サポート、ユーザーごとの一意の暗号化鍵 
(Dynamic PSK) 自動生成とインストールで、HIPAA コン
プライアンスを完全に遵守します。

6
エレガントでシンプルな BYOD とゲスト ネット
ワーキング
デバイスおよび役割ベースにポリシーを適用すること
によって、スタッフ、患者、ゲストがそれぞれ別の 
WLAN をセキュアに利用できます。

7
新規配線が不要
適応性と信頼性の高いスマート Wi-Fi メッシングによ
り、AP への配線が不要になります。

8
柔軟性に富んだ導入オプション
コントローラーとの連携もしくはスタンドアロンで AP 
を導入できます。コントローラーはオンサイトまたは
離れた場所に設置できます。

9
リアルタイムの位置情報追跡
ZoneDirector のチェックボックス プロビジョニングで
データを位置情報アプリケーションに渡します。

10
設定と導入が簡単
グラフィカル ユーザー インターフェイスで、わかりやす
いポイント・アンド・クリックのコマンドを使用します。

トップ
 10

ラッカスは医療機関に不
可欠な WI-FI への要求事項
上位 10 項目に応えます

Ruckus ZoneFlex WLAN システムは、 
干渉を回避しながら Wi-Fi 信号を誘導し、
パケット損失、遅延を軽減します。

  
関係各位から大絶賛 



より多くの医療機関が 
RUCKUS Smart Wi-Fi シス 
テムを選択します

問題 RUCKUS SMART WI-FI ソリューション

信号到達範囲に
むらがある 

高利得のスマート アンテナ システムによっ
て Wi-Fi 信号が 2 ～ 4 倍の距離まで到達する
ため、病院に設置する AP の数を減らすこと
ができます。

不安定な Wi-Fi 
接続

特許取得スマート アダプティブ アンテナ ア
レイ技術によって、移動するクライアント
への送信パターンを動的に形成して安定し
た接続を確保し、パケット損失を抑制して、 
最高のパフォーマンスを達成します。

不十分なアプリ
ケーション サ
ポート

最高 32 の WLAN ネットワークを提供し、
IP ベースのビデオ、音声、EMR アプリケー
ションの同時使用に対応します。

不十分なセキュ
リティ

HIPAA コンプライアンスを遵守するために
必要な、高度なセキュリティ メカニズムが
組み込まれています。

ゲスト ネット
ワーキング

直感的なブラウザベースのシステムにより、
待合室にいるビジターのために時間制限付
きの一意のゲスト パスを 60 秒以内に生成
できます。

管理しなければ
ならない AP の
数が多すぎる

従来の Wi-Fi 製品と比較して、必要な AP の
数が半分から 3 分の 1 で済みます。

イーサネットが
ない場所への 
Wi-Fi の拡張

屋内および屋外の AP にメッシュ接続し、
Wi-Fi カバーエリアを拡張するとともに、
ZoneDirector でリモート集中管理を行うこと
が可能です。

複雑な導入と 
管理

WLAN 全体を数分で設定できます。AP はコン
トローラーを自動的に検知して自己設定しま
す。分散フォワーディング アーキテクチャ
によって、データ経路にコントローラーを設
置しなくとも、中央の NOC 1 カ所から医療
施設全体の Wi-Fi インフラを管理できます。

米国ジョージア州のウェイクロスにあるサティラ メ
ディカル センターは、面積 34,000 平方メートルの
総合病院です。サティラ地域メディカル センターは 
1,300 人以上のスタッフを擁し、150 床を超えるベッ
ドがあります。病院には連結された 2 棟の建物があ
り、一方は 1950 年代に、新しい方は 2002 年に建設
されました。

サティラは、主病棟および地域に広がる老人ホーム施
設とリハビリ センターで、Ruckus ZoneFlex Smart 
802.11n Wi-Fi システムを選択しました。サティラは
シスコ製とアルバ製の AP を検討しましたが、シスコ
の場合 120 台の AP と 3 台のコントローラー、アル
バの場合は 200 台の AP が必要であるとわかった時
点で、定評のある別の WLAN サプライヤーをも合わ
せて検討することにしました。こうして候補に挙がり、
テストを経て選択されたのがラッカスです。

サティラは 65 台の ZoneFlex 7962 デュアルバンド屋
内 802.11n アクセス ポイントと 2 台の ZoneDirector 
3100 コントローラーを導入しました。また、ラッカ
スのスマート ワイヤレス メッシング技術を使って、
トレーニング ルームやケーブルのない医療現場など
イーサネット配線が利用できない場所に AP を追加で
設置することを計画しています。Ruckus ZoneFlex シ
ステムは、Wi-Fi 機能を持つ 300 以上のデバイスとさ
まざまなアプリケーションを現在から将来にわたって
サポートします。これには、MEDITECH ヘルスケア
情報システム、そのロボティック医薬品配送システム 
“TUG”、モバイル瀉血システム、スマートフォン、ゲ
スト Wi-Fi アクセスなどがあります。

ラッカスは Wi-Fi 信
号を最適化します 
サティラ メディカル 
センター

「患者さんを効率的にケアするにあたり、安
定した高速ワイヤレス ネットワークの価値
はいくら強調してもしすぎることはありま
せん。アダプティブ アンテナ アレイを搭載す
る Ruckus ZoneFlex システムは、パケット損
失、パフォーマンスの低下、接続の中断の原
因となる絶え間ない RF 環境の変化に適合で
きる高度な Wi-Fi 技術を持つ唯一のソリュー
ションであるということがわかりました。」

ジェイミー・ステック 
IT ディレクター、セントラル ユタ病院



リハビリ

医師の
オフィス

救急医療
と手術

病室

インテリジェントなアンテナ アレイ
が干渉を自動的に回避

特許取得ビームフォーミング/ビー
ムステアリングによって、EMR/EHR 
アプリケーションの遅れを軽減

クライアント デバイスに特別な
設定を行なわずに、信頼性が高く
シンプルなゲスト WLAN を提供

データパスから離れた場所にあ
るコントローラー － オンサイト
またはオフサイトに導入

屋内/屋外システム全体を統一
したエンド・ツー・エンド管理

ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX または 1XXX

FlexMaster EMS

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

Ruckus Smart Wi-Fi は医療のた
めの最も柔軟な導入オプション
です
ワイヤレス医療アプリケーション、マルチメディア サービス、
VOIP、医療用イメージ IPTV ストリーミング、ゲスト アクセス、
スタッフ管理、RTLS/RFID、HIPAA コンプライアンス



医療現場
用の豊富な品揃え

ZoneFlex 7372

屋内デュアルバンド、 2 ポート 802.11n 
AP、スマート アンテナ アレイ搭載、 

PoE (802.3af/at) 対応

屋内デュアルバンド、3x3:3 802.11n 
AP、スマート アンテナ アレイ搭載、 

PoE (802.3af/at) 対応

屋外デュアルバンド、2 ポート 802.11n 
AP、スマート アンテナ アレイ搭載、 

PoE (802.3at/af) 対応

屋内シングルバンド、2 ポート 802.11n 
AP、スマート アンテナ アレイ搭載、 

PoE (802.3af) 対応

屋外長距離ポイント・ツー・ 
ポイント /マルチポイント 
802.11n 5 GHz ブリッジ

Linux ベースのリモート Wi-Fi システム 
管理ソフトウェア

ZoneFlex 7982

ZoneFlex 7762

6 ～ 1,000 個の Ruckus AP に対応する 
集中型 WLAN コントローラー

多目的デュアルバンド同時運用 802.11n  
有線 /無線ウォール スイッチ

ZoneDirector コントローラーZoneFlex 7055

ZoneFlex 7321ZoneFlex 7731

FlexMaster

ZoneFlex 7352

屋内シングルバンド、2 ポート 802.11n 
AP、スマート アンテナ アレイ搭載、

PoE (802.3af/at) 対応
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Smart Wi-Fi
           広範なパフォーマンスを見据えて設計・構築 ...

ラッカスワイヤレスから発売


