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コロナウィルス最新情報

Dell Precisionモバイルワークステーショ
ンが、あなたのパフォーマンスを支えま
す
Dell Precisionモバイルワークステーション。第9世代インテル
® Core™ i7 プロセッサー搭載
サイトを見る
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日本初の初診からの遠隔治療開始のお知らせ！
PR TIMES / 2020年4月18日 11時55分

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！

経済トピックス
運休･減便…高速バスどうなる
GDPマイナス25％…日本は沈没
米失業保険､衝撃の申請件数に
レクサス並みの高級感でも割安
上司が在宅勤務却下､許される？
｢ヤリス｣走り格段進化した背景
1兆円超大赤字…SBヤバいのか
輸入激減､食料不足始まる兆候
昨年からSUVのトレンド激変か
2週間飲むだけ ｳｴｽﾄ124cm→88cm…
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ヴィッツとは比較にならぬ進化
コロナ大恐慌､直面する課題は
トヨタ系販社は値引き競争化か
年収の10％運用で｢資産1億円｣も
マツダ｢CX-30｣希少な仕様のSUV
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｢アビガン｣関連株が一時大爆騰
東武伊勢崎線､なぜ浅草止まりか

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

じり貧三陽商会､厳しすぎる現実
孫正義氏に立ち込める“暗雲”
コロナ拡大でも株価上昇の“謎”
電話繋がらず…支給3〜4カ月先
「加熱式やめたわ！マジで美味...

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。

もっと見る

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
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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。

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

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＞
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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■（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
取締役

Minto Brown

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

Dell Technologies

・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

代表取締役社長
取締役

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)）

特別顧問

荒島 英 （獣医師）
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
PR TIMESトップへ
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第2回自動運転AIチャレンジ - オンラインシミュレーシ
ョン競技
自動運転ソフトウェアのプログラミングを行い、オンラ
インシミュレーションでスコアを競います。

jsae.or.jp

今、あなたにオススメ
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この記事に関連するニュース
【4月17日19時〜オンラインセミナー緊急開催】新型コロナ対策緊急措置とし
ての、オンライン診療・服薬指導の初診オンライン等一連の規制緩和の影響に
ついて

PR TIMES / 2020年4月16日 13時35分

コロナ感染が怖い人へ、病院に行かずに薬をもらう方法はある
NEWSポストセブン / 2020年4月16日 11時5分

新型コロナウイルス感染症拡大、医療現場の現状と医師の本音を緊急アンケー
ト。「マスクがない」「オンライン診療導入を検討している」。最前線で働く
医師から、いま患者さんにお願いしたいこと
PR TIMES / 2020年4月10日 12時45分

動物医療の現場で業務効率化に貢献〜インフォネット、ER動物救急センターを
運営するアニマルメディカに「Repotti」を導入〜
PR TIMES / 2020年4月9日 15時45分

逼迫する医療現場、オンライン診療の拡充カギ

新型コロナウイルス

産経ニュース / 2020年4月8日 19時32分
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1

中国が重苦しく見守る「東京五輪延期」 コロナ危機より大きな経済
損失の可能性
J-CASTニュース / 2020年4月19日 17時0分

2

3

コロナ助成申請で役所に怒号「いつになったら受け取れる！」
NEWSポストセブン / 2020年4月20日 7時5分

コロナ不況はリーマンショックより対応が困難。V字回復はあり得る
か？
LIMO / 2020年4月19日 20時15分

4

日経平均2万円接近でも過熱とは言えないワケ 株価がコロナ感染者増で
も上がっている｢謎｣
東洋経済オンライン / 2020年4月20日 8時0分

5

孫正義､｢1兆3500億円赤字｣に立ち込める暗雲 2号ファンド組成不能に､
注目の5月18日決算
東洋経済オンライン / 2020年4月19日 8時0分

もっと見る
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