オンライン セミナーの概要

Mist は、Orlando VA Medical Center の以下のメンバーによるライブ オンライン

ORLANDO VA MEDICAL CENTER について

セミナーを開催しました。

•
•
•
•

ジェフリー・サウラ、最高技術責任者
グレッグ・メリル、プログラム アナリスト
ジェイソン・エドワーズ、プログラム アナリスト兼エンジニア
ブライアン・リッチー、広域ネットワーク マネージャー

業界

医療

以下で録画版を閲覧できます。

ai.mist.com/orlando_va-building-patient-experience-network
討論の概要を以下に示します。

Orlando Veterans Administration
（VA）が Mist により患者の
エクスペリンスを最適化

米国退役軍人省の Orlando VAMC（VA Medical Center）は、新しい 65 エーカーの土地に
広がる 111,500 m²（1,200,000 ft²）の施設全体で 400,000 人以上の退役軍人に医療サー

環境

• 111,500 m²（1,200,000 ft²）の施設
• 病床数 310 床以上
• 年間 400,000 人以上の退役軍人に医療サービス
を提供

課題

111,500 m²（1,200,000 ft²）の医療施設を訪れる
患者のために、道案内アプリケーションおよび信頼

ビスを提供しています。最先端の医療センターとして Orlando VAMC は、高度な技術を活用して

性の高いゲスト Wi-Fi インターネット アクセスに

患者、来客、スタッフに優れた通信サービスを提供するための革新的な方法を常に追求しています。

よるサービスの簡素化と充実が求められています。

この目的において無線ネットワークは不可欠です。具体的に言うと、最新の WLAN （無線

LAN）により、施設は以下のサービスを提供することができます。
• 場所を問わず一貫したカバレッジを提供する、広範囲にわたる信頼性の高いゲスト Wi-Fi
エクスペリエンス

• パーソナライズされたエンゲージメントにより、患者のモバイル エクスペリエンスを改善し、
施設内の移動を細かくサポートします。

• 正確なアセットの位置確認（個別のオーバーレイ システムは不要）
しかしながら、Orlando VAMC は「従来の WLAN インフラストラクチャでは、完全には対処
しきれない」ことに気づきました。ロケーション サービス用のオーバーレイ ネットワーク
（バッテリー駆動ビーコンを使用）は、実装と管理にかかるコストが非常に高く、従来の Wi-Fi
技術では施設の位置情報ニーズに対処できるだけの精度と可視性を確保できません。

MIST 導入により真の価値を創出
Orlando VAMC は、無線ニーズへの対処に Mist を使用することを決断しました。最初に、
Mist BT11 アクセス ポイントを既存の Cisco ネットワークから切り離してデイジーチェーンを
構成しました。これにより、BLE オーバーレイの設定における配線の増加を最小限に抑えました。
次に、 Mist AP41 による次世代無線ネットワークの拡張を開始し、費用対効果の高い統合型
プラットフォームに Wi-Fi と仮想 BLE（vBLE）を組み合わせることができました。

Orlando の単一サイトから開始して拡張を進めた結果、今では 2,900 台の Mist アクセス
ポイントを導入して 8 つ以上の医療センター キャンパスをサポートしています。今後近いうち
に、さらに 1,400 台を追加する予定です。これが完了すると、 Orlando VAMC はフロリダ州
とジョージア州全域で 4,000 〜 5,000 台の Mist AP を導入することになります。

ソリューション

• 320 台の Mist BT11 および 2,500 台以上の

Mist AP41
• 仮想 BLE サービスにより、正確なアセットの
可視化を実現するとともに、屋内ナビゲーション、
チェックイン、サポートなどの新しいデジタル
モバイル エクスペリエンスを提供

• Wi-Fi 保証サービスにより、内部運用を自動化して
シンプルかつ信頼性の高いゲスト Wi-Fi を実現
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Mist 導入の当初の目的は道案内（キャンパス全体の施設間のナビ

VA の広範なビジョンは、医療施設内のあらゆる場所に患者を導くこと

ゲーション）でしたが、アセットの位置確認（真空ポンプ、輸液ポンプ

です。これには、施設への道順案内、予約時の推奨駐車場所の提示、

など）、ゲスト Wi-Fi、患者のエンゲージメント、 IoT 統合など、さま

到着時のオンライン チェックイン、キャンパスを移動するときのインタ

ざまな分野のサポートに利用されるようになりました。

ラクティブかつ有益なエンゲージメントが含まれます。

主な使用事例：
近接アラートによる道案内：Mist ソリューションの特許取得済みの

BLE アンテナは、業界唯一の（vBLE）ビーコン技術を兼ね備えており、
バッテリー駆動のビーコンや手動でのサイト較正なしに屋内のロケー

「最大限に簡素化することで、患者の情報をパーソナライズして、VA を
訪問する退役軍人が必要とする多くのサポートを提供できます。患者が
これらのサービスを希望する場合、患者のプライバシを厳密に管理する
シンプルかつ安全な方法でサービスを利用できるよう取り組んでいます」

ション サービスを提供できます。クラウドでの機械学習により、1 秒

リアルタイム分析によるアセットの可視化：Orlando VAMC は、従来

以下の遅延で 1 〜 3 m の精度の位置情報を提供できるため、道案内

のバッテリー駆動ビーコンをアセット位置のタグに変更し、Mist を使用

や近接通知などの位置情報ベースのアプリケーションの信頼性と費用

して施設内のタグを追跡しました。「部屋の位置情報の精度が 95%

対効果が向上します。

以上になりました。これは驚異的です。利用経験者であれば、Wi-Fi

Orlando VAMC が特に Mist を評価している点の 1 つは、他の
ソリューションとシームレスに統合できることです。
「Mist のロケーション サービスは、SDK を介して簡単に導入できる
ため、 VA ポートフォリオ全体のさまざまなアプリケーションに組み
込むことができます。また、パートナーにロケーション サービスを
統 合して、モバイル アプリからキオスクやその他の戦略的プラット
フォームまでロケーション サービスを拡張することもできます」

Mist のロケーション サービスの導入後すぐに Orlando VAMC には
明確なメリットがもたらされました。

によるロケーション サービスの限界を認識していると思いますが、

Mist の vBLE はこれを克服しました」
Mist プラットフォームは制限がなく、タグとアプリケーションに依存し
ません。「これにより将来にも対応できます。これは非常に重要なこと
です」
また、 Mist は Orlando VAMC チームがサイトをリアルタイムに
相互比較できるライブ レポートも提供します。たとえば、カスタマイズ
されたゾーン内の患者の滞在時間を確認して患者の行動を監視でき
ます。さらに、多数の Wi-Fi 接続が行われる時間と場所を確認して、
無線エクスペリエンスを最適化できます。

「Mist により、ついに屋内ナビゲーションを実現できました。ご想像の
とおり、111,500 m²（1,200,000 ft²）の施設内のナビゲーションが
課題でした。Mist の vBLE ソリューションにより、オーバーレイ ネット
ワークなしに従業員、患者、来客に簡単に道案内を行うことができます」

DWELL TIME

Mist の仮想ビーコン技術により、Orlando VAMC は非常に高精度の
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信頼性の高い Wi-Fi。「信頼性が高く、カバレッジ エリアにむらの
ないゲスト Wi-Fi ネットワークを構築することが不可欠です」
チームは次のように述べています。「毎日 20,000 〜 30,000 人の患者
と来客のネットワーク アクセスを処理しているため、Wi-Fi 運用の簡素
化と管理が非常に重要です。Mist により、ネットワーク全体を一元的
に管理して問題を迅速に解決できます。API を使用して他のプラット

「小さなチームが Wi-Fi を使用して最大 70 か所の施設を管理しようと
する状況を想像してみてください。Mist では、動的パケット キャプチャ、
イベント相関、Marvis 仮想ネットワーク アシスタントなどの AI ドリ
ブン機能を使用して、このような大規模システムの運用コストを低減で
きます。たとえば、以前は DHCP の設定ミスなどの問題を解決する
のに 3 日かかっていました。 Mist では、わずか 30 分です」

フォームに簡単に接続し、Wi-Fi を使用して患者のエンゲージメントを
簡素化できます。さらに、広範な分析により、ネットワーク運用を最適
化できます。たとえば、最も多忙な日や患者が施設に到着する時間、
患者の昼食時間、従業員の滞在時間などを分析することができます。
また、Mist の AI ドリブンの RRM（無線リソース管理）では、駐車場
などの過酷な Wi-Fi 環境における問題を解決し、イベント相関や

dPCAP（動的パケット キャプチャ）などの主要なトラブルシューティング
ツールを使用できます。事前対応型の監視と迅速な障害分離により、
運用コストが低減されます。

IoT 統合。Mist AP41 アクセス ポイントは IoT ポートを搭載しており、
Orlando VAMC には、いくつかの興味深い使用事例があります。
たとえば、コミュニティー生活センター（年配の退役軍人の生活支援）は、
認知症病棟における患者の徘徊という問題を抱えていました。患者の
安全を確保するだけでなく、患者が自由に歩き回れるようになること
を希望していました。

Orlando VAMC では、看護師が運用し、管理する必要のある追加の
オーバーレイ システムを実装するのではなく、既存の Mist プラット
フォームを活用して患者の徘徊をサポートしました。患者が邪魔に
ならずに着用できる低刺激性のブレスレットを作りました。患者が出口
に近づくと、Mist システムによりドアをロックして、患者の正確な位置
を伝えるメッセージを看護師に送信できます。これにより看護師が患者
のところに駆けつけて補助することができます。
Mist 分析レポートの例

「これが、Wi-Fi やその他のロケーション サービスに使用している同じ
インフラストラクチャで実現できるのは、本当にすばらしいことです。

Orlando VAMC は、主要な Wi-Fi メトリックを詳細に掘り下げて、
接続所要時間や AP ステータスなどのユーザー エクスペリエンスを
監視することもできます。
「Mist は数分以内に、ネットワーク スタック全体でソフトウェアの問
題が発生しているかどうかを判断できます。他のソリューションでは、
このような情報を取得するのは非常に困難です」

従来のコントローラベースの Wi-Fi ソリューションでは、これを実現
することはできません」
現在、医療センターでは、部屋が非常に混雑した後に清掃係に通知
するなど、IoT とロケーション サービスを統合した別の使用事例を検討
しています。
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患者向けサービスの向上

Orlando VAMC は、無線ネットワークによる最高クラスの患者ケア

モバイル アプリと MIST ロケーション サービス API の
統合による屋内ナビゲーションと通知

サービスの提供に取り組んでいます。
ただし、無線インフラストラクチャを有効に活用するには、拡張性と
信頼性、および「人々が煩雑な操作なしに簡単に利用できる」ロケー
ション サービスが必要です。

Mist の AI ドリブン WLAN により、最適なソリューションが見つかり
ました。

詳細および類似の使用事例については、

www.mist.com/healthcare をご覧ください。

キャンパス全体のゲスト

仮想ビーコンによる
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