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財団法人癌研究会
●財団法人癌研究会のネットワークシステム構成図

がん研究と診療情報のセキュリティを
認証スイッチ「Apresia」で確保
最先端のがん研究と診療を行う財団法人癌研究会では、東京・有明への全面移転を契機に、医療系ネッ
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され、その基盤となる医療系ネットワーク
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なログ管理機能により、医療情報や研究情報のプロアクティブなセキュリティ確保と信頼性の高いネット

診療や研究の基盤を担う、医療系と
OA・研究系ネットワークを再構築
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トワークとOA・研究系ネットワークを再構築。そのプラットフォームを担うのが、日立電線の認証スイッチ

ワーク運用を可能にしている。
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研究所の研究者や病院の医師、看護師、
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財団法人癌研究会
所 在 地：東京都江東区有明3-10-6
創
立：1908年（明治41年）
事業概要：「がん克服をもって人類の福祉に
貢献する」を使命に創立された民間の非営利
組織。1934年に日本初のがん研究所と病院を
建設して以来、
日本のがん研究とがん診療の
振興のために、先頭に立って活動を推進してい
る。12部門から構成される癌研究所と最新設
備を整えた700床の癌研有明病院などの施設
を擁する。

http://www.jfcr.or.jp
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新 製 品

新世代チップを組み込んだAEOS搭
載オールギガLayer2スイッチングハブ
「Apresia4224GT-PSR」。24個の
10/100/1000Base-Tポートと4個の
1000Base-Xのコンボポートを持つ電
源二重化に対応した高信頼タイプ。

お 問 い 合 わ せ

〒100-8166
東京都千代田区大手町1-6-1（大手町ビル）
情報システム事業本部 マーケティング部
TEL.03-5252-3636
情報システム事業本部 情報システム営業統括部
TEL.03-5252-3345

http://www.hitachi-cable.co.jp
http://www.apresia.jp

