
SEO対策
ペナルティについて

治療院会員限定セミナー



ご案内
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・途中退席ＯＫ
　後日、動画で公開を予定しています（編集します）
・最後に特典がありますので、出来れば最後まで見ていただければ

・12:00～13:30を予定（多少前後します）
・最後に診断コーナーがあります（今回は数サイトになります）
・気になった事柄は随時、チャットして頂いてＯＫです
　└チャットの宛先は「全員」にしてください

・良い会にしたいと思いますので、ぜひ積極的なご参加をお願いいたしま
す！ 



自己紹介

北原 義春　治療院事業部　／　上級コンサルタント

所属：あきばれホームページ 

・全国10,000社、治療院800院を運営 

・設立2002年のホームページ作成会社 

・ＳＥＯだけで集客販売している 

経歴 

・2012年入社 

・あきばれホームページの公式サイトＳＥＯ対策も担当 

・上級コンサルタント 



近況：https://karadacare-online.jp/

北原 義春　治療院事業部　／　上級コンサルタント

https://karadacare-online.jp/
https://academy.karadacare.online/


SEO対策？ 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2021年 
10大ポイント 



2021年の10大ポイント（１年、全11回予定） 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前提：ペナルティ確認 
１、タイトルタグ★ 
２、トップページ★ 
３、症状別ページ 
４、東洋医学の見解 
５、コロナ対応 

 
６、コンテンツの質 
７、放置せず、更新 
８、リンク 
９、ユーザー体験 
10、技術的な側面 



前提：ペナルティの有無を確認 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１、重複サイトの存在 
２、大量の被リンク 
３、多数の類似ページ（症例１２３、日記ブログ） 

　　まずはこれらを解除しておくことが前提　 



このセミナーで得られるもの
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ＳＥＯペナルティかどうか

Googleからの評価が分かる



今日のセミナーで使うもの
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● Googleだけ（無料）



指名検索



Googleで、先生の院名を検索しましょう

ポイントは３つ
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１、一番上に何が来るか

２、一番下に何のキーワードが出るか

３、マイビジネスは出るか



１、一番上に何が来るか

検索結果の一番上に来ているサイトが、【公式】
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・ポータルサイト

・特化サイト

・ブログ

・商業施設のサイト（テナントで入ってる場合）



対策１

一番上が公式でない時
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１、重複サイトの存在の確認

２、被リンクを入れる

※院名検索して、トップ10に入っている「他のサイト」から



２、一番下に何が来るか

いくつかのキーワードが並んでいます。

14

・意図したテーマ／キーワードが出ているか

・どんな競合が出ているか

チェックしましょう



対策２

一番下が意図したものでない時
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設計見直しがおすすめ

※ホームページ・コンテンツ／競合との差別化



３、マイビジネスは出るか

右側にマイビジネスが出るか
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・マイビジネスが出ない

・マイビジネスの情報が不十分

チェックをしましょう



対策３

マイビジネスのチェック
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マイビジネスを登録

内容の充実

口コミを集める

返信する（どんな内容でも）



「site:」コマンド



サイトコマンドを使いましょう

Googleで、site:＋自分の治療院のURL
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● site:https://www.akibare-hp.jp/
健康診断・問診が出来るツールです



ポイント

ポイントは４つ
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４、最上位に何が来るか

５、タイトルタグが圧縮されていないか

６、上位１０ページが意図したものか

７、キーワード密度のチェック



４、最上位にどのページが来るか

１番上に来ているのがGoogle最重要ページ
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トップページだった場合＝ＯＫ

トップページ以外＝ＮＧ

・軽いペナルティ

トップページダウンペナルティ（TDP）と言います



対策４

最上位にトップが出ない時
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すぐに有料コンサルをご依頼ください

※原因が多岐に渡る

・リンクの入れすぎ

・重複コンテンツ／コピーコンテンツ

・重複サイトの存在

・タイトルタグへのkwdの詰込み過ぎ



５、タイトルタグが圧縮されていないか

不自然にタイトルタグが縮んでいる場合があり
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具体的には、

「新宿の鍼灸治療院ならあきばれ治療院（鍼灸師・新宿）」

　↓
「あきばれ治療院」

のように、意図したキーワード「新宿／鍼灸」がごっそり抜け落ちま

す。



対策５

タイトルタグが圧縮されている
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このケースも、すぐにご相談ください

※有料コンサルティング

・リンクの入れすぎ

・重複コンテンツ／コピーコンテンツ

・重複サイトの存在

・タイトルタグへのkwdの詰込み過ぎ



６、上位１０ページが意図したものか

この並び順は、実はGoogleが評価している順番に

なっています。
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自分としては自律神経で上げたいのに、

・あまり関係のない骨盤矯正ページばかり10位以内に来

ている

といった場合。



対策６

上位ページが意図していない
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コンテンツの調整

キーワードの調整



７、キーワードの密度を見る

どれくらいのキーワードの量か
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キーボードのCtrl＋Fを押して、検索ボックスを

その検索ボックスに、SEO対策をしているキーワードを

入れます。例えば、

・腰痛

などのように。



対策７

キーワードの密度が少ない
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・タイトル

・概要（description）

・本文

一定以上のキーワードが入るようにしましょう



まとめ

治療院
ＳＥＯ診断セミナー

今、Googleでここまで分かる



ホームページの順位は流動的です

気になった方はご相談下さい

※有料コンサルはサポートセンターまでお電話ください

ＳＥＯペナルティかどうか

Googleからの評価

時々チェックをしましょう



2021年の10大ポイント（全11回で解説） 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前提：ペナルティ★ 
１、タイトルタグ★ 
２、トップページ★ 
３、症状別ページ 
４、東洋医学の見解 
５、コロナ対応 

 
６、コンテンツの質 
７、放置せず、更新 
８、リンク 
９、ユーザー体験 
10、技術的な側面 



診断＆質問コーナー

SEOペナルティ
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https://asunaro-chiryouin.com/

藤沢市の鍼灸院なら あすなろ治療院（自律神経失調症・冷え性）
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・指名検索　OK
　一番上／一番下／マイビジネス
・siteコマンド　OK
　一番上／タイトル圧縮／TOP10／kwd密度

被リンクを増やすのが良さそうです

https://asunaro-chiryouin.com/


順位について
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年末か年始あたりに検索順位が落ちてから（1ページ目から2ページ目後
半）お問い合わせも少なくなりました。色々と改善しているつもりですが、
改善するポイントがずれているのか心配です。宜しくお願い致します。

http://www.sumire-seikotu.jp/

→　タイトルタグ調整／テーマ調整

http://www.sumire-seikotu.jp/


ペナルティについて
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ペナルティーになっている要因があればその対策と、どういったコンテンツ
を上げていけばよいのか。

https://www.hatinoheyoutsu-takasekkotsuin.com/

→　ヘッダーリンク／サイドメニューを出す
　　コラム的なものの打ち出しを弱くする
　　声のコンテンツ
八戸市で腰痛・坐骨神経痛・脊柱管狭窄症治療なら たか接骨院
【たか接骨院】八戸市で腰痛・坐骨神経痛・脊柱管狭窄症治療

https://www.hatinoheyoutsu-takasekkotsuin.com/


SEOについて
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SEO、MEO共に順位が上がってきていません。現在は、月に2～３万ほ
どグーグルPPC広告をかけて月5名ほどの集客です。症状を絞って掲載
した方が良いのか、どこを修正すべきかが分かっていません。宜しくお願
い致します。

http://www.zero-harikyuu-seitai.jp/

→　タイトルタグの変更
　札幌市中央区で鍼灸・整体ならゼロはりきゅう整体院

　札幌市中央区の腰痛専門 ゼロはりきゅう整体院

http://www.zero-harikyuu-seitai.jp/


SEOについて
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上野と腰痛、生理痛、美容鍼のワードでSEO上位（1〜3位）を目指してい

ます。

週2〜3回マイビジネスでの更新、最近はHP内で記事を書き始めました。
診断の上、改善点など教えて欲しいです。

https://kigawaharikyuu.com/
→　タイトルタグの変更
　台東区上野駅「徒歩８分」腰痛・生理痛・美容鍼「きがわ上野鍼灸院」

　上野駅「徒歩８分」腰痛・生理痛なら「きがわ上野鍼灸院」
　上野駅「徒歩８分」美容鍼・生理痛なら「きがわ上野鍼灸院」
　上野駅「きがわ上野鍼灸院」 美容鍼・生理痛・不妊など女性疾患専門

https://kigawaharikyuu.com/


SEOについて

38

1. 患者からの相談、予約アクセスよりもHP業者からの依頼が多い。

2. 自律神経系症状に特化しているが、閲覧数、閲覧者数は増加しても来

院に連動しない。

3. 同業他社との比較では有意性があると思われるが、表現に平易さが必
要か?

http://www.yamashita-seikotsu.jp/
→　２誘導の強化／３学術的な内容と患者さん向け

http://www.yamashita-seikotsu.jp/


SEOについて

39

https://www.shisei-kaizen.net/

長野市の整体＆カイロプラクティック院　姿勢・猫背改善・骨盤矯正
カイロプラクティック伊東

↓
【カイロプラクティック伊東】長野市の整体院（姿勢・猫背改善・骨盤矯
正）
カイロプラクティック伊東｜長野市の整体院（姿勢改善・骨盤矯正）

https://www.shisei-kaizen.net/


白くま整骨院さん
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・リンクサポートの変更
・お客様の声の分類
・頭痛・肩こり・生理痛の症状別ページの強化



１、本日の質問
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・北原にメールにてお問合せください
・必ず目を通して、メルマガや次回セミナー内
　などで回答していきます。

・サポートセンターでは回答しておりません
（諸々、情報共有は進めています。ご容赦ください）

　ご連絡先　chiryo@webmarketing.co.jp　



ご案内

2021年の治療院SEO



治療院事業部の方針

通常のサービス＋アルファを進めます（料金同）
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会員さん向けのzoomセミナー月一回
　└SEOノウハウ／成功事例共有

会員さん向けのページ／サイトの立ち上げ（予定）

　至らぬところもありますが、お願いいたします！


