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開発途上国では，交通事故の際の病院前救急情報がデジタル化されておらず，救急活動の質の向上や病院側
処置の事後分析が困難となっている．また搬送時に隊員が行った処置や搬送者の状態に関する情報が早期に病
院と共有できていない．これらの課題に対応するには，発展途上国の不安定な通信環境下でも病院前救急情報
を確実に記録し，病院側と共有するための情報システムが必要とされている．そのため運用を想定した地域の
要求分析を行い，シンプルなインターフェースで通信回線切断時に入力されたデータの保持及び通信回線復帰
時の即時データ同期機能を実現した．本稿では，筆者らが開発に参画した病院前救急情報共有システムの開発
を事例として，不安定な通信状況下でのデータ損失を防ぐためのプロトタイプシステムについて述べる．さら
にプロトタイプの運用結果から，Web アプリケーションで収集した実際の出動データとラオスで作成した電波
強度マップを用いて本システムの実用性を評価する．
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1.

はじめに

に共有できず，トリアージに要する時間の短縮につな
がっていない．また，現地での要求分析を行った結果，

日本をはじめとする先進国での交通事故件数，なら

交通事故情報の整理，インターフェースの問題，プラ

びに死傷者数が減少傾向を示していることに対して，開

イバシー管理の問題などが挙げられた．以上のような

発途上国は交通事故による死傷者の増加が問題となっ

課題を解決するため，著者らの研究グループでは，ラ

ており，交通事故原因の分析および再発防止が求めら

オスの救急隊の Vientiane Resucue2) と連携し，病院前

れている1) ．そのような開発途上国における交通事故削

救急の情報共有システムを構築するプロジェクトに参

減を図るにあたり，どのような交通事故が発生してい

加し，病院前救急情報共有システムを構築している．

るかの詳細を把握することが極めて重要である．

ラオスでは通信回線の品質は日本のように高くはな

しかし，開発途上国において，交通事故の情報，現

く，市街地であっても通信不安定になる箇所が多くあ

場での処置内容といった病院前救急情報が記録されて

るが，本研究ではこのような地域においても，病院前

おらず，事故原因の究明や救急隊員による救急活動の

救急情報を確実に記録しながら，できるだけ早い段階

質向上，病院側での処置の事後分析材料につながる情

で病院側と共有することが課題となる．システム構築

報提供が困難になっている．その中で，ラオスのよう

時には以下のような課題がある．

な開発途上国には日本のように国営の救急隊は存在せ
ず，ボランティアで構成された救急隊がいくつか存在

1. 不安定なラオスの通信環境を考慮したデータの記

するだけである．現在ラオスで活動している救急隊は，

録と同期

データ管理を活動記録用紙で行っているが，その活動

ラオスでは通信回線品質は日本ほど高くないため，

記録用紙では全てを書き切ることが難しく，病院側で

市街地でも圏外もしくはほとんど通信できない地

受け取った際に適切な処置を行ったかどうかの判断が

点が多数存在する．このような市街地での移動体

できない. また，バイタルや傷病部位の確認など，トリ

通信では，頻繁に発生する通信断を考慮したデー

アージに関わる処置が搬送時に行えるが，これらの情

タの記録が求められる．また，その上で，病院と

報が既存の活動記録用紙では，救急隊と病院間で早期

の早期の情報共有を実現する必要がある．
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2. 病院前救急に適した入力項目の設計
これまでに用いられていた紙のインタフェースで
は，全ての項目が同じ重要度で表記されており，緊
急時にボランティア隊員の経験値等に依存せず，病
院側が重要と考える項目を確実に記録することが
困難である．
また，今回対象としている救急隊は，全ての活動を
寄付で賄っているため，全ての緊急車両にシステムを
運用するための専用端末を配備し，運用することは難
しい．これらを考慮した上で病院前救急情報共有シス

図–1 電波強度マップ

テムを作成し，現地の救急隊において運用する．
本稿では，(1) の課題を解決するため，通信回線切断
時に入力されたデータの保持及び通信回線復帰時の即

生場所，事故原因などの交通事故に関する情報の収集，

時データ同期機能を実現する．また，(2) の課題を解決

分析は必要不可欠である．また，救急隊が運んだ傷病者

するため，救急隊ならびに病院側の担当者にヒアリン

に対して行われる病院での治療や，現場で救急隊が行

グを行い，即時共有が求められる情報ならびに交通事

う処置の質を上げるために，傷病者のバイタル，処置

故削減や病院前救護の質向上につながる情報の整理を

内容などの情報を記録及び共有を行うことも必要であ

行う．

る．病院前救急情報共有システムの目的は，交通事故

本論文の構成は以下の通りである.

発生時の救急隊の活動を通して，交通事故状況の情報，

次章で，本研究で提案を行うシステムの概要につい

傷病者の情報を収集し，病院での早期の対応準備を行

て述べ，3 章で関連研究，4 章でシステムの要求分析に

い，病院前救護の質を向上させることを通して，傷病

ついて述べる．そして，5 章で，具体的なシステムの実

者の救命率の向上，また，ラオスにおける交通事故の

装，6 章で運用評価実験の結果を述べ．最後に 7 章で結

削減を目指すことである．

論と，今後の課題について述べる．

現在ラオスの救急隊は図 2 のような医療施設と救急
隊が共同で作成した活動記録用紙に記録し医療施設と

2.

連携している．しかし，既存の活動記録用紙では，管

提案システムの概要

理が難しく，再利用もされずに保管されているだけの

(1)

現地の回線状況

状態になっている．そのため，本研究では活動記録で

図 1 はラオスで実際に計測した電波強度をもとに作

取得できるデータと同様のデータの取得，及び取得し

成した電波強度マップである．電波の強さは，赤，オレ

たデータを再利用可能なデータとして管理し，それら

ンジ，黄色，緑，青，黒の順に電波が弱くなっており，

を分析可能なシステムを作成し，提案する．

青，黒では，ほとんど通信ができない状態である．ラ
オスの電波状況は図 1 のように市街地においても，通

(3)

病院前救急情報共有システム の実現方法

信ができない場所が存在し，郊外では通信できない区

図 3 で病院前救急情報共有システムの処理の流れを

間が多数見受けられる．このような地域において，ア

示す．本研究では，運用する組織の経済状況を考慮す

プリケーションをそのまま運用してしまうと，サーバ

る必要があるため，各車両毎に専用端末を用意するこ

へのリクエストに失敗し，アプリケーションの動きが

とは実質不可能である．そのため，本システムを運用

停止してしまうことが考えられる．また，通信ができ

する上で，出動メンバー個人の端末によって操作を行

ない状態での入力で情報の損失が多発することが想定

うことを考慮する必要がある．また出動メンバーも事

される．そのため，今回のアプリケーションではオフ

前に決まっていないため，それぞれの端末に対応した

ライン時での操作と，通信ができない状態での情報損

アプリケーションを開発するにはコストがかかる．こ

失の防止のため，救命隊端末内に情報を保持し，通信

のことから，病院前救急情報共有システムの実装方法

回線復帰時にサーバにデータを同期するようなシステ

として，Web アプリケーションを採用している.

ムにする必要がある．

また，本研究では，前述の通り通信が不安定な状況
での運用を目指すため，オフライン状況下においても

(2)

病院前救急情報共有システム

動作可能な Progressive Web Application3) (以降．PWA と

交通事故の削減を目指すことにおいて，具体的な対

記す) での実装を行うため，Service Worker4) を利用し

策を行うには，交通事故の発生時刻や，交通事故の発

ている.
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ベースに同期される．図-3 中 3-1〜3-3 は，データ同期
の動作を示す，同期は，Service Worker でネットワーク
を監視してオンラインになった際に開始する．
図 4 に病院前救急情報共有システムのデータ入力の
流れを示す．救急隊の情報，写真情報，傷病者のバイタ
ルサイン，傷病者の傷病部位，病院前での治療について
の情報，事故の詳細情報と多数の情報を入力する必要
がある，しかし，この情報を一度に全て入力するのは
困難であるため，入力するタイミングを分けた．入力
するタイミングは，図 4 に対応した以下の 4 つのフェー
ズに分けられる．

1. 出動（現場到着までの間）
2. 現場着（救急活動開始時：写真撮影等）
3. 現場発（現場から病院までの間）
4. 病院着（病院引き渡し時）

図–2 活動記録用紙

図–4 入力フェーズ

図–3 アプリケーション構成図

a)

PWA
PWA とはオフラインサポート，バックグラウンド同

提案システムでは，データの送受信は HTTP 通信で

期，ホーム画面のインストールなどの機能を Web に導

行っている．図-3 中の 1-1〜1-4 がページ表示時の動作

入することを進めた Google Web Fundamentals グループ

を示す．まずユーザーからの GET リクエストを端末の

が提唱する新しい標準である．PWA はアプリマーケッ

Service Worker が受け取り，Cache を確認し，Cache に

トプレイスなしで Web アプリをインストールおよび配

データがあればそれを返し，なければサーバから取得

布できる．そして Native アプリと同じようにインター

するようにしている．また，初回アクセス時にサーバ

ネット接続なしで動作し，プッシュ通知を受信すること

からシステムのデータを全て取得し，Cache 内に格納

が可能である．これは，ネットワークおよびデバイスプ

するようになっている．なお，救急隊員は後述のよう

ロキシとして機能し，バックグラウンドで実行される

に出動時にアプリケーションを起動するため，初期コ

スクリプトを使用して開発者を支援する Service Worker

ンテンツは通信環境の良いステーション周辺で確実に

API により提供されている．

取得できると想定している．図-3 中 2-1 以降の処理は，

b)

Service Worker

端末からのデータ送信時の動作を示す．端末から送信

Service Worker は，PWA に関連するコア機能のほと

されたデータはすべてアプリケーション (ブラウザ) 内

んどを担っており，PWA の動作に必須である．Service

のデータベースに格納され，その後サーバ上のデータ

Worker はユーザがアクセスする最初のページで登録さ
3
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れ，ビジネスロジックとキャッシュ制御のライフサイク

(1)

ルフックを具体化する JavaScript ファイルで構成され

病院前救護の質向上

ラオスにおける病院前救護の課題として，データ管

ている．バックグラウンド同期5) ，データおよびアプリ

理の問題が挙げられる．現在ラオスの救急隊は図 2 の

ケーションのキャッシュメカニズム，ネットワーク要求

ような医療施設と救急隊が共同で作成した活動記録用

の傍受などのタスクを処理するために使用される．

紙に記録し医療施設へ連携しているが，既存の活動記
録用紙では，管理が難しく，再利用もされずに保管され

3.

ているだけの状態になっている．活動記録用紙のデー

関連研究

タを分析して活用することができれば，病院前救護の
質の向上させるための具体的な行動として，以下のよ

文献6) では Web アプリケーションのオフライン運用

うなことが期待できる．

機構と，OpenFlow による経路選択・切換機構からなる，
救命情報収集機構を提案している．ここでは，キャッ
シュを用いて，オフライン時の情報送信を可能にする．
また，無線回線の接続状況や優先度の変化に応じた回

• 救急活動の質の向上・救急隊員教育
• 救急活動と病院との連携・診療の質の評価・比較
• 救急活動・診療手順の標準化（チェックリストとし
ての機能）

線選択を行う．全回線切断時には，車載のサーバに情
報を蓄積することで，情報損失を防いでいる．しかし，

救急活動の質の向上・救急隊員教育では，具体的に頭

このシステムでは車載のサーバを必要とするため，コ

部外傷が圧倒的に多いのであれば，頭部外傷トレーニ

ストがかかってしまう．そのため，本研究では，日常的

ングに注力するなどの行動が可能になる．救急活動と

に隊員が利用しているスマートフォンなどの端末での

病院との連携では，病院前と病院間のタイムリーな情

利用を可能とし，コストを抑えることが可能になって

報共有，シームレスな連携により，救命率の向上が期

いる．

待される．救急活動・診療手順の標準化（チェックリス
トとしての機能）が実現すれば，ラオスのように救急

文献7) では各自治体が災害情報システムを持つ環境

隊がボランティアで活動しているような現場において

を想定し，災害時のような劣悪な環境下において，迅速

も救命行為の質の底上げが期待できる．

な災害情報の共有を可能にする，分散型災害情報共有

上記の項目を行うために，収集が必要なデータとし

システムを提案している．文献7) では，本研究と同様の

て前述の記録用紙の項目を含む，以下のものが挙げら

Client-Server モデルの Web システムとして構築されて

れる．

いる．都道府県レベルに設置される災害情報サーバを
マスターサーバ，市町村レベルに設置されるサーバを

• 日付, 管理番号

スレーブサーバとし，地域の災害情報は，スレーブサー

• 搬送チーム情報

バに収集されその後，自動的にマスターサーバに収集

• 救急要請の項目

される．物理的に通信インフラが破壊された場合，3G

• 傷病者の情報

や無線 LAN などの無線通信装置を備える Mobile サー

• 通報者の情報

バが被災地を移動し，スレーブサーバとマスターサー

• 搬送中の処置内容

バ間のハブとして働く. このシステムのデータの同期

• 搬送先の病院名
• 時刻の記録

処理では，リアルタイムで同期を行うことができない．
本研究では，PouchDB,CouchDB を利用した同期処理を

搬送チーム情報では，どのステーションのチームが

Service Worker のを構築し，通信可能時にサーバにデー

どの車両で出動したのかなどの情報が含まれる．救急

タを同期する仕組みを開発した．

要請の項目では，交通事故以外に，病気, 出産，自殺，
火事，暴行なども含まれる．傷病者の情報では，年齢，

4.

性別などの基本的な個人情報に加え，重症度や，血圧，

病院前救急情報共有システム 要求分析

心拍数などのバイタルサインも含まれる．時刻の記録
では，出動時, 現場着時, 現場発時, 病院着時の時間が含

本章では，ラオスにおける病院前救急情報共有システ

まれる．また，ラオスでは交通事故時などに警察が出動

ムの運用上の課題について述べる．4.1 節では，病院救

することは少なく，日本では警察が行うような， 通報

護の質の向上，4.2 節では，交通事故削減，4.3 節では，

者の情報収拾も救急隊が行うため，この項目も含める

ユーザインターフェース，4.4 節では，プライバシー管

必要がある．以上のことからこれら情報を取得し，分

理に着目して，システムに求められる要件について説

析可能な状態で管理しておくことがシステム要件とし

明する

てあげられる．
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(2)

交通事故削減

(4)

プライバシー管理上の課題

ラオスでは，前述の通り，現在交通事故などの情報

本システムでは，傷病者のバイタルや，事故時の状

が管理されておらず，交通事故削減のための具体的な

況などを写真データなどで取得するため，データを閲

対策が取れていない．また前述の通り，交通事故時に

覧及び公開する権限を持つ人を制限するなど個人情報

警察の活動が期待できず，救急隊しか現場に出動しな

の取り扱いに注意を払う必要がある．ラオスでは日本

い．そのため，交通事故の情報収集も救急隊が行える

のような，個人情報を守るような法律はないが，今後長

ようにする必要がある．交通事故情報の収集，分析す

期にわたり，現地で運用されるようなシステムである

ることができていれば，以下のようなことが期待でき

ためにはこの点に関しての考慮は，必要不可欠である．

ると考えられる．

• 交通事故の原因の把握（道路・車両・運転瑕疵・交

5.

通違反など）と重点対策

システムの実装

• 交通事故集中の時空間分布・原因の解析
• 事故多発地点対策，取り締まり，交通安全教育，車

本システムの目的は，交通事故発生時の救急隊の活
動を通して，交通事故状況の情報，傷病者の情報を収

両対策などの対策への反映

• 都市計画・道路計画・交通工学への反映（交差点

集し，病院での早期の対応準備を行い，病院前救護の
質を向上させることを通して，傷病者の救命率の向上，

や線形など道路改良）

また，ラオスにおける交通事故の削減を目指すことで

そのため，本システムでは以下のそれぞれの状況に

ある．本章では，現地で運用評価を行うために，システ

ついて情報を取得する必要がある．

• 事故種別

ムの構築を行い，ラオスにおいて実際の出動時にシス

• 交通違反

テムを利用しデータ同期可能か検証を行った．本プロト

• 事故発生現場

タイプでは Apache httpd 2.4，HTML5．JavaScript，ブ

• 事故車両

ラウザのデータベースである Indexed DB，サーバ側の

事故種別では，単独事故や車両相互，車両対人が挙

データベースとして CouchDB2.2，オフライン Web ア

げられる．単独事故では転倒，道路構造物や駐車車両

プリケーションを構築するために Service Worker を用

への衝突がある．また車両相互では，正面衝突や前方

い， Google Chrome 76.0.3809.132 と Android7.1 上で動

追突，右折時，左折時，追抜追越時がある．車両対人で

作確認した．

は，対面通行時や背面通行時，横断歩道が挙げられる．
交通違反の要因では，ヘルメットやシートベルトの

(1)

装着の有無，飲酒などの一般的な交通違反や，違法薬

前述の通り，病院救護の質向上の際に必要とされる

物の使用なども挙げられる．事故発生現場では事故発

情報数は非常に多い．これらの項目を，全て搬送完了

生地点座標の他に道路状況も含まれる．事故車両の状

時やステーション出発時に入力させるのは困難である．

況は主に破損箇所などが必要となる．

そのため本システムでは，情報を分割して入力させるよ

これらの項目のなかでも事故発生現場の状況を取得

うにした．また，入力に使用するユーザインターフェー

できれば，先に挙げた項目のどれに対しても効果的で

スも後述の通りユーザに考慮した形で実装を行った．

あるため最優先で取得すべき項目である．

(3)

病院前救護の質向上

(2)

ユーザインターフェース

交通事故削減

本システムの使用時は緊迫した状況が想定される．そ

前述の通り，交通事故削減の際に必要とされる情報

のような状況においても，ミスなく，意図している情報

数は非常に多い．これだけの項目が羅列されていた場

が入力できる必要がある．また，救急隊員の専門知識

合，ユーザーが正しい項目を選択して入力を行うだけ

には大きく差があり，そのようなユーザーに対しても

でも時間がかかってしまう．しかし，事故種別は，初

わかりやすいインターフェースである必要がある．そ

めにどの事故なのかを選んで，その後に出す項目を選

のため，専門性のある情報の入力に関しても，シンプ

んだ事故に紐づく項目に制限することで，ユーザが目

ルで直感的なユーザーインターフェースが求められる．

にする項目数を減らし，選択にかかる時間を短縮した．

そのため本研究では，実際に使用するユーザに対して，

また，事故車両，および事故発生現場については，事

テスト運用を繰り返し行い救急医療現場において専門

故現場で事故車両を写真で保存する．そして写真撮影

性の高い情報をシンプルで直感的なユーザーインター

時に位置情報を取得することで，ユーザから入力を不

フェースについて慎重に検討を進めた．

要としている．
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(3)

ユーザインターフェース

本システムの入力インターフェースの構築にあたり，
現地でテスト運用を繰り返し，インターフェースの調
整を行った．

a)

メニュー画面

2 章 (2) で述べたとおり本システムは図 4 のような 4
つの入力フェーズが想定される．そのため，本システ
図–7 現場到着時のページ

図–5 menu 画面

ムでは，これらの 4 フェーズを意識した図 5 に示す

図–8 現場出発時のページ

ユーザインターフェースを設計した． それぞれ，menu

の DISPATCH を押すと図 6 に，ARRIVAL を押すと図 7
に，DEPARTURE を押すと図 8 に，DESTINATION を
押すと図 9 に遷移する．また，前述の交通事故の情報
については，ARRIVAL で，現場の写真を収めた後に詳
細の事故情報を入力する．病院前救護の情報について
は，DEPARTURE の項目で，行き先の病院を入力後に
入力する．

b)

傷病部位入力ページ
本システムでは，傷病者の傷病部位を入力する必要

がある．しかし，本システムを使用するユーザは，経
験の浅い学生ボランティアから，国際的に認められて
いる資格を持った専門知識のある救急隊メンバーまで，
様々なユーザがいる．そのため，傷病部位入力インター
フェースもどんなユーザーでも直感的に入力できる必
要がある．従って，テキストでの入力を行うようなイン

図–6 出発時のページ

ターフェースではなく，図 10 のような，人の体を模し
た図を用意し，傷病部位と同じ箇所をタップし，入力

6
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図–9 病院到着時のページ

できるようなインタフェースを実装した．本インター
フェースでは体の部位パーツごとに分け，その部分を

図–10 傷病部位入力ユーザーインターフェース

タップで色が変わるようにした．この分類は米国自動
車医学振興協会（AAAM）の AIS Coding8) に基付いた
部位の分類に従って行った．また現地の病院との協議の
結果，擦り傷など表層の怪我に関しては黄色で表現し，

今回は 1 の項目について評価を行う．

骨折や内臓破裂など重症なものは赤で表現することに
した．この入力に関しては現地の救急隊でのトレーニ

(1)

データ同期評価

ング時に隊員に教育を行っていくことで，判断基準に

5 章 (3)(a) で想定しているようなデータを取得し同期

関しても統一化を図っていく．これにより，病院側が傷

できているか評価する．評価に使用したデータは 2019

病部位を判断するのに十分なだけの情報を，傷病箇所

年 7 月の交通事故のデータを利用した．図 11 は，実際

ではなく，傷病部位のレベルで判定で入力することが

の事故発生時に取得できた走行ルートである．また，図

でき，詳細な情報をシンプルに入力することが可能に

12 は，この走行ルート上の電波強度のマップである．図

なった．

12 が示すように，道中には多数の電波が繋がりにくい
ポイントが存在する．このようなルートを走行する場

(4)

合，電波がつながったポイントで，それまでの入力デー

プライバシー管理上の課題

タを送信する必要がある． この事故のケースは，デー

4 章 (4) で述べた通り本研究では，プライバシーの問
題について考慮する必要がある．本研究で作成したア
プリケーションからは一度入力プロセスを完了した出
動データに関しては操作不可能にした．データを閲覧，
編集を行う場合は，管理者のアカウントでしか操作が
できない別のシステムからアクセスするようにした．し
かし，ユーザのご入力の対応のため，入力プロセス完了
前の場合は，入力データの上書きは可能になっている．

6.

評価

本システムの実用性を評価するにあたり，評価する
項目として以下のものが挙げられる．

図–11 事故発生時の走行ルート

1. 必要なデータの同期ができているか
2. 不安定な環境で本番運用可能か
3. 病院前救急に適した入力項目の設計ができているか

タの同期が実際に確認できたものである．図 13 は実際
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後は，通信量を抑えるためにデータ圧縮等も検討し，そ
の評価に取り組む．次に病院前救急に適した入力項目
の設計についてだが，現在のユーザインターフェース
は救急隊と医師及び看護師と共に協議を重ねた上で実
装を行ったものだが，このユーザインタフェースが病
院前救急情報を記録するのに適したインターフェース
かの評価が行えていない．そのため，現地救急隊のテ
スト運用を進めてアンケートなどで定量的に今回設計
したユーザインタフェースを評価したい．今後はこれ
らの課題について，研究開発を進めていきたいと考え

図–12 事故発生時の走行ルートの電波強度マップ

ている．

の走行ルート上で，サーバと通信が行われた地点をマッ
ピングしたものである．この図の地点のどれかでデー
タの同期が行われたと考えられる．
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図–13 搬送時にサーバと通信が確認できたポイント
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本研究では，ラオスの救急隊の課題の洗い出し，病
院前救急に適した入力インターフェースの設計を行っ
た．また，ラオスの通信回線状況において，素早くデー
タ同期可能なオフライン Web アプリケーションの設計
及び，実装を行い，現地でのテスト運用により不安定
な通信経路でのデータの同期ができているかの評価を
行った．
一方で，不安定な環境での本番運用においては，病
院で患者受け入れ体制を整えるため，データの同期が
なるべく早いこと，モバイル端末で，連続で救急活動
を行うため電力消費を抑えることが求められる．その
ため，データの同期に関しては，今後，同期を行った
地点と時間を記録し，その同期性能についてより詳細
に評価する必要がある．電力消費については，Service

Worker の同期イベントでの電力消費および同期イベン
トでの通信量が大きく影響することが考えられる．今
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Pre-hospital rescue information sharing system considering unstable communication
environment
Ayuki JOTO, Toyokazu AKIYAMA, Junji NISHIDA and Tsuneo JOZEN
In Laos, pre-hospital emergency information at the time of a traffic accident has not been digitized.
Because of that, it is difficult to improve the quality of emergency activities and post-analysis of hospitalside procedures. In addition, some information about a treatment and people s condition by EMS cannot
be shared with the hospital at an early stage. In order to solve these issues, an information system is needed
to ensure that pre-hospital emergency information is recorded and shared with the hospital side even in an
unstable communication environment like developing countries. In this study, we developed a pre-hospital
emergency information sharing system. a feature of this system is data was stored in the client database
under unstable network conditions in order to prevent data loss and synchronizes with the database on the
server side under stable. This section describes how to design and implement this system. Furthermore, we
operated this system as a prototype once in Laos. So we evaluate the practicality of this system by using
the actual dispatch data collected on the prototype and the radio wave intensity heat map created in there
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