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技術面
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必ずしもコンピュータの専門家ではありません。そ
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可されている人に限定するということをどのように保
証するか。

Flemish Hospital Network
KULeuven

されているため、ユーザがプログラムをわざわざ
ダウンロードする必要がありません。VASCO の
DIGIPASS を選択した決め手は、セキュリティと、
ソフトウェアの使いやすさでした。

Flemish Hospital Network KULeuven の各病

UZ ル ー ヴェン の Information Systems サ ー

院で使用するアプリケーションでは、症例を照会す

ビスでは、独自のセキュリティインフラが構築さ

ルーヴェン大学病院

る医者からの認証要求が増加しています。今後は、

れ て おり、 承 認 を 保 証 す るた め に VASCO の

重要情報
（2002年）

1 つの DIGIPASS だけで、複数のアプリケーショ

DIGIPASS 300 お よ び DIGIPASS Libraries

ベッド数

ンへアクセスできるようになります。

が利用されています。システムには、Java アプレッ

1 927

トで実装された SecureShell ソリューションも使

診察件数/年

546 420

入院者数/年

62 598

PETNET

入院日数/年

85 940

UZ ルーヴェンでは、核医学の分野で非常に特徴

職員数

7 390

用されています。

的で優れた研究が行われています。地方にいる専

背景情報

門家も、PETNET を介することで自分の職場から

1999 年に病院が、外部の第三者がすべての医療

アプリケーション

この研究結果を要請し、参照することができます。

ファイルにインターネットを介してアクセスできるよ

UZ ルーヴェンは、増え続けるアプリケーションに

DIGIPASS 300 が強力な認証を実現します。

うにすると決めた際、UZ ルーヴェンの ICT マネー

対して VASCO の DIGIPASS 300 を使用してい

ジャーは、2 つの大きな問題に直面していました。

ます。

1 つは、オープンシステムであるインターネットの

Case Study

DIGIPASS BY VASCO

ルーヴェン大学病院導入事例

安全性をいかに確保するかという問題であり、2 つ目
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UZ ルーヴェンの教授、Bart Van den Bosch 博
士は次のように述べています。
「DIGIPASS 製品ファ
ミリーには定評のある信頼性がありましたので、我々
は VASCO を選択しました。DIGIPASS 300 の使
いやすさ、堅牢性、および価格 / 品質のバランスが
重要な条件でした。VASCO を使用することで、イ
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ができるようになりました。これで、サービスの品質、
つまり我々の優れたヘルスケアの恩恵を受ける患者
様、医療従事者およびスタッフにサービスを提供する
ことができます」

VASCOについて
VASCOは強力な認証や電子署名のソリューションおよびサービスのナンバー

お問い合わせ先

ワンサプライヤです。VASCOは、1,200以上の国際金融機関をはじめ、世界
110カ国以上の8,000を越す企業や組織で利用されている、
インターネット上
の安全を守る、世界のリーディングソフトウェアカンパニーです。VASCOのソリ
ューションは、金融、エンタープライズセキュリティ、電子商取引、電子政府で活
用されています。

www.vasco.co.jp

phone: 03.3507.5633

email: info-japan@vasco.com
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