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時事ドットコムニュース

> PR TIMES > 日本初の初診からの遠隔治療開始のお知らせ！
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日本初の初診からの遠隔治療開始のお知らせ！

［株式会社ザ・ジャパンプロジェクト］
コロナウイルス緊急事態下において【日本初の初診からの遠隔治療】開始のお知らせペッ
トの飼い主様と獣医・獣看護師を守るためにスマホ・パソコンを活用した動物向け遠隔診
療スタート！

! 新型コロナウイルス最新情報
感染者数10803人
10803人 (04月19日現在)
※クルーズ乗船客員、チャーター機帰国者らを除く
米高級百貨店が破綻へ 新型コロナ打撃―
ロイター報道 (04/20 11:47)
滋賀銀、昼休業を全店拡大
店舗で (04/20 11:42)

２１日から全

３月の輸出、１１．７％減
打撃―財務省 (04/20 11:30)

新型コロナが

フォーカス

１０万円
対象範囲は

「感染者は
殺人鬼」

韓国すごい
という不安

高熱、
登院できず

コンサート
年内中止

バンクシー
も在宅勤務

コロナ治療
薬、開発は

昭恵夫人が
大分旅行

ｉＰｈｏｎ
ｅ ＳＥ

赤江さん
コロナ感染

熊本地震
から４年

グレタさん
感染か

地域の課題ソリューション・プロデュース事業を行う（株）ザ・ジャパンプロジェクト
（本社：東京都大田区田園調布、代表取締役社長：Minto Brown、以下JP）は、この
度、新型コロナウイルスの感染拡大による、獣医療体制の崩壊の防止が急務となっている
ことから、遠隔診療用のシステムを動物病院に提供することを決定いたしました。本日の
安倍総理大臣による緊急事態宣言の全都道府県への拡大と、遠隔診療の改めての解禁の発
表を受け、コロナウイルス緊急事態宣言下の獣医療環境の支援を行うべく、日本初となる
＜スマホ・パソコンを活用した動物向け遠隔診療＞サービスの提供を5月9日（土）より
開始します。
JPでは、日本動物病院数ランキング3位のエルムスユナイテッド動物病院グループ（本
社：大阪市北区中之島、代表取締役社長：荒川弘之、動物病院数18（12病院とクリニッ
ク6病院）、以下EUG社）と、奄美大島の無医村地区である瀬戸内町の離島（加計呂麻
島、請島、与路島）と奄美大島側において、遠隔診療を活用した＜離島アニマルクリニッ
ク＞を令和二年5月9日（土）に開業予定のエルムスユナイテッド(株)（本社：東京都渋
谷区広尾3丁目・代表取締役：中島民人、以下エルムスユナイテッド社）との連携によ
り、スマホ・パソコンを活用した動物向け遠隔診療サービスの展開を準備して参りまし

!
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中国、マスク外交で影響力強化
「一帯一路」、品質問題も

た。

エルムスユナイテッド社との連携においては、奄美大島瀬戸内町のインキュベーション施
設＜せとうちITITBASE＞において、【離島アニマルクリニック

遠隔診療研究所】の立

ち上げを準備して参りましたが、この度、新型コロナウイルスの感染拡大による、獣医療
体制の崩壊の防止が急務となっていることから、4月7日及び本日の安倍総理大臣の緊急
事態宣言の発令を受けて解禁された初診からの遠隔診療を、日本初となる＜スマホ・パソ

重なる
国際

ウイルスが靴底付着、拡散 微粒子は４メ
ートル飛散も―中国武漢の臨時病院で調査

社会

「国民７割新型コロナ感染、どうしようも
ない」 ブラジル大統領、経済再開呼び掛
け

国際

コンを活用した動物向け遠隔診療＞を5月9日（土）の開業時より、開始いたします。

コロナ新規感染１２人 湖北省も７月に大
学入試―中国

また、EUG社との連携においては、本システムを4月10日の小池東京知事による東京都

コロナ危機、中国人が闘う「もう一つの厄
介な相手」【洞察☆中国】

の緊急事態措置の発表等を受け、入居する高島屋別館である高島屋ガーデンアイランドが

国際

国際

休館となり、患者様の診察等ができない状況になっている、ユナイテッド二子玉川エルム
ス動物病院（東京都世田谷区、以下二子玉川院）向けに本遠隔診療のシステムを提供しま

人気記事アーカイブ

特集トップ

す。二子玉川院ではすでに診察が必要な患者様には飼い主様向けに電話等で対応を継続し
ておりますが、この度、本システムを活用し、二子玉川院の患者様向けに、同じく5月9
日（土）から、無料でのパソコンやスマホを活用した遠隔での診療相談を実施することを
決定いたしました。
＜スマホ・パソコンを活用した動物向け遠隔診療システム＞

奇妙な「共通点」
安倍氏と菅氏

菅氏「失権」
重み増す『今井氏』

元日本人女性軍曹が
兵役後に考えたこと

「とにかく寒い」
死亡男性、味覚障害

以下のWEBサイトで事前に予約を受け付け、獣医師による遠隔での診療を実施いたしま
す。
・URL：https://elms-united.com
・システムの特徴 - 私たちのシステムは使いやすさを重視して開発された為、誰でも簡
単に気軽にお使いいただけます。
・診療担当：EUG社及びエルムスユナイテッド社の獣医師・看護師
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1

マクドナルド、店内飲食
中止 １３都道府県の１
９００店―新型コロナ

2

西村経済再生担当相、１
０万円給付「住基台帳ベ
ース」

3

一律１０万円、外国人も
対象 住民基本台帳の全
記載者に―政府

4

カーブスＨＤ、国内のジ
ム全店を休業へ ２００
０店超、緊急事態宣言拡
大で

5

賃料減額なら税減免 店
舗・ビル賃貸事業者を支
援―国交省

一覧へ

今日は何の日？
1954年
第1回全日本自動車シ
ョウ開催

きょうの日本語検定

正しいのはどれ？

【（ ）部分を漢字で書くと？】
近年の不況を（かこつ）。[1級]
A. 託つ
B. 詔つ
C. 詫つ

■（株）ザ・ジャパンプロジェクト概要
社名：株式会社ザ・ジャパンプロジェクト
ＵＲＬ：http://www.japanproject.jp/
本社所在地：東京都大田区田園調布1-61-10
設立：2018年 ７月（2019年7月30日3社合併）
資本金：4,250万円（資本準備金を含む）
株主：株式会社TARGET HOLDINGS（60%）、株式会社ナショナルパークツーリズムて
しかが（40%）
役員：代表取締役社長

Minto Brown

取締役 前田尚武・真泉洋介・後藤慎史・小林真也・久保聡・東條勝弘
事業内容
・メディア・サービス開発事業
・プロデユース事業（古民家再生・空間プロデユース業務・公的施設・古民家一軒宿運営
業務）
・インバウンド＆観光事業支援業務
■エルムスユナイテッド（株）概要
社名：エルムスユナイテッド(株)
ＵＲＬ：https://www.elms-united.com
住所:東京都渋谷区広尾3丁目6番5号クレスト広尾1階
代表取締役社長：中島民人
事業内容
・遠隔診療システムの提供
・再生医療、先端獣医療の研究
・AI活用の獣医療の研究
■（株）エルムスユナイテッド動物病院グループ概要
社名：株式会社エルムスユナイテッド動物病院グループ
ＵＲＬ：https://www.elms-united.net/
本社：〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島6丁目2番27号 中之島センタービル

経営管理本部：〒231-0045神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127-6 ﾕﾅｲﾃｯﾄ゛横浜くり
お動物病院内
役員・顧問

ドコモのdカードGOLDの恩恵が凄
い…
クレカNAVI

代表取締役社長

荒川 弘之（獣医師、経営管理本部長兼経営企画室長）

取締役 宮本 寛治（アニマルiPSセルバンクLab.所長(医学博士)）
取締役 荒島 英 （獣医師）
特別顧問 佐々木 伸雄
事業内容
・高度獣医療センター・一次動物病院の10病院の運営
・再生医療、先端獣医療
・動物iPS細胞の研究
・AI活用の獣医療・遠隔診療
・動物病院関連事業・ペット関連事業
企業プレスリリース詳細へ （2020/04/18-11:55）
データ提供

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR
TIMES （
）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問
い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

【PR TIMES記事一覧へ】 【アクセスランキング】

今、あなたにオススメ

Promoted

老眼鏡を手放したい！ロー
ト製薬が作った目のサプリ
とは

Promoted

Promoted

「ほうれい線が気になる」
男性から大絶賛！

「ほうれい線」に悩むオト
コ達から絶賛の声

北の快適工房

北の快適工房

ロート製薬

トヨタ１１万台リコール

Promoted

美魔女(43)「シミは家で消
せるの？」簡単すぎる方法
がすごい
メビウス製薬

走行中にエンスト多発

コウモリの高い免疫背景に

新型コロナなど病原性強化―国際チーム

新型肺炎の国内流行「リスク低い」 厚労省、冷静な対応呼び掛け
アスツール、「マスク在庫速報」をリリース
【オンライン自習室を無償提供】コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休校をうけ、休校中の
受験生のためにオンライン自習室を1ヶ月間無料開放
Recommended by

特集

なぜ官邸には点数稼ぎの
ズレた役人しかいない？

不買運動で露呈した韓国の
予期せぬ「限界」

韓国グローバル企業の「異
質」な労使交渉

新型コロナ、高級魚に打撃
外食不振でマグロなど安値

安倍政権の「賃上げの仕掛
け」はなぜ機能しないのか

２５歳に１４００万円
ピケティの格差解消策

新型コロナに
追い詰められる日銀

本質的な
「リブラの脅威」

注目情報

[PR]

1.

家具クリアランスセール

2.

英会話 ビジネス

3.

不動産担保ローン比較

PR TIMES
妊活メディア「あかほし」、妊活カップルにおすすめのオリジナルルイボスティーをプロデ
ュース 数量限定で販売 (04/20 11:05)
トクホのスポーツドリンク 「ヘルシアウォーター」４月２５日改良新発売

(04/20 11:05)

《「暮らし系」大人気ユーチューバー初の著作!!》月15万円で快適に暮らす、あたらしい暮ら
し方のヒント集。

(04/20 11:05)

坂本龍一が開催した一夜限りのプレミアムライヴ音源を「AWA」で独占配信開始

(04/20

11:05)

【カップめんに関するアンケート調査】週１回以上食べる人は２割強、男性30代で４割弱。
食べる場面は「昼食時」がカップめんを食べる人の75％。「夕食時」は若年層で比率高
い (04/20 11:05)
AUKEY 耐久性と柔軟性を備えたナイロン編みの3本セットUSB CケーブルCB-CMD25が
25％オフ、急速充電・高速データ転送対応♪

(04/20 11:05)

世界初「障がい者専用野球グラブ」が岡山で誕生！

(04/20 11:05)

転職サービス「doda（デューダ）」 2020年3月 転職求人倍率 2.54倍（前月比＋0.02ポイ
ント） 〜求人数・転職希望者数ともに微増。新型肺炎の影響により転職活動が長期化
〜 (04/20 11:05)
Garminデバイスプレゼントキャンペーン実施のお知らせ

(04/20 11:05)

MOUSSY STUDIOWEAR（マウジースタジオウェア）2020 SUMMER COLLECTIONにて
メンズブランドPURPLE THINGS（パープル スィングス）とのコラボレーション！ (04/20
11:05)

在宅テレワークの推奨を応援するため、テレワークに必要なIP電話、LAN配線、ネットワー
ク構築をパッケージ化した「テレワーク導入パック」のサービスをご提供します。 (04/20
11:05)

3月度有料音楽配信認定〜Oﬃcial髭男dism「Pretender」、LiSA「紅蓮華」がトリプル・プ
ラチナ認定

(04/20 11:05)

【おうち時間はエンタメを楽しもう】「auスマートパスプレミアム」で楽しめる雑誌ライン
ナップが今月より39冊拡充。新登場の「グランドジャンプ」を徹底解説！ (04/20 11:05)
タグ・ホイヤー、「EMPOWER YOURSELF "想い描いた自分自身へ" 」キャンペーンを開
催。 (04/20 11:05)

株式会社ビジョン、電話代行サービス「tele receptionist ＜ テレレ ＞」の提供を開始

(04/20

11:05)

アウトドアアプリ「ソトシル」のPR活用データをApp Apeがご提供

(04/20 11:05)

『クラッシュフィーバー』x『転生したらスライムだった件』コラボが決定！

(04/20 11:05)

羽海野チカ氏推薦！ 「学園アリス」の樋口橘最新作「シャンピニオンの魔女」第1巻4月20
日発売!! (04/20 11:05)
『月刊プロパートナー』5月号発売。会計事務所の新・成長戦略を大公開！ 【特別付録】 新
型コロナでの“困った”に答える労務管理レポート

(04/20 11:05)

居酒屋の焼き鳥/唐揚げ弁当販売開始！魚民・白木屋・笑笑など、(株)モンテローザグループ
の全国約６４０店舗で価格は３５０円税込〜 (04/20 11:05)
新型コロナウイルス感染拡大に伴う全国のサイクルベースあさひ各店「臨時休業」と「営業
時間変更」のお知らせ (04/20 11:05)
おうちで楽しくからだを動かそう！参加型すもう絵本『はっけよーい』実演動画＆メッセー
ジが届きました！

(04/20 11:05)

バズーカ岡田（日本体育大学 准教授）がYouTuberに！？YouTubeチャンネル“バズーカ岡田
のマッスルTV”を開設！！2020年4月20日（月）より動画配信スタート (04/20 11:05)
長野県阿智村

宿泊施設、観光施設等 休業のお知らせ

(04/20 11:05)

BizteX、みやこキャピタル・KDDI・TIS等から総額6.3億円を調達

(04/20 11:05)

忙しいオトナの肌へ。ハイブリッドスキンケア「サボリーノ オトナプラス」からホワイトタ
イプが限定登場！たった60秒で時短エイジングケアと透明感まで！

(04/20 11:05)

将来予測AIゼノブレイン、新型コロナ感染拡大影響、63業界への影響予測を無料公開、業界
別の影響予測レポートのダウンロード及び社内共有が無制限で可能

(04/20 11:05)

【テイクアウトに安心を】POTLUCKが「＃SafeHandFish」プロジェクトに参画。飲食店に
除菌液入りの醤油さしを無料配布。 (04/20 11:05)
契約書レビュー支援ソフトウェア「LegalForce」がテレワーク関連ひな形3種を提供開始
(04/20 11:05)

【お花のサブスク】ドライフラワーになりやすいお花を《毎月・定額》でお届け。
greenpiece が subsc にオープン！ (04/20 11:05)
もっと見る
コラム・連載

スタートアップで活性化
社会課題に挑む若き経営者

「立皇嗣の礼」 なぜ
コロナ禍の決行模索？

中国人が闘うコロナと
もう一つの厄介な相手

◆崩壊の予兆◆
安倍首相 なぜ焦る？

働く女性に贈るバイブル
最強のライフキャリア論

家の周りにゴルフ場
を造ったカナダ人一家

むなしい五輪の大義
坂上一橋大教授に聞く

コロナ禍と危機の中の民主
主義

ページの先頭へ

【JAROは創立４５周年】

【デジタル国際情報誌】

【農林水産業のデジタル情報誌】

【時事メディカル】

JAROは、これからも広告・表示のフェア
プレイを推進してます。詳しくはこちら。

「e-World Premium vol.75」
特集は「新型コロナに翻弄される世界」。
世界中で爆発的な感染拡大が続く新型コロ
ナウイルスについて、その巨大な脅威への
対応策を探る。

デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３
月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ
対策」などをテーマに週１回発行。農林水
産ビジネスのヒントも満載です。

医療情報サイト「時事メディカル」が伝え
る最新の医療ニュースに加え、気になる慢
性疾患や流行中の感染症など時宜にかなっ
た情報を日々、紹介します。

【新刊】「怒る上司のトリセツ」

【新刊】

【専門情報誌】

【重要事実情報】

あなたの周りの「困った人」に、振り回さ
れていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問
題で、あなたの問題ではありません。怒り
は「初期消火」が肝心。怒りのストーリー
を見極めて、上手に対処しましょう。

社団法人・地方行財政調査会の「全国知
事・市町村長ファイル2019-2020」発売
開始！

教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの
最前線にいるあなたに新聞が書かない情報
を！

「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報
サービスは、インサイダー取引の防止や、
株式投資情報として活用できます。Webサ
ービスの他、データ提供サービスも。

時事通信の商品・サービス
時事通信ホール

ラインナップ

内外情勢調査会

世論調査・内閣支持率

時事通信出版局

時事速報

時事トップセミナー

講演サポート.com

専門情報誌

iJAMP時事行政情報モニター

会社案内

個人・法人向けサービス

採用情報

個人情報保護方針

著作権・免責

リンク

RSS規約

お問い合わせ

