
コロナ対応ページ

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） 

6

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 



動画 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2021年の10大ポイント 
前提：ペナルティ回避（新規の方は閲覧不要） 
１、ターゲティング（症状など絞る） 
２、トップページ作り込む 
３、症状別ページ 

　　この順番で閲覧して行ってください　 

https://www.youtube.com/watch?v=P9Z7EftUIxA
https://www.youtube.com/watch?v=6j1Vhm38DiY
https://www.youtube.com/watch?v=cZ6Et43ww4g
https://www.youtube.com/watch?v=Xg_G5j1vYTA
https://www.youtube.com/watch?v=NpwZ4d55EdA


リンクご紹介
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https://www.kanen.org/join/promoter/

肝炎プロジェクト
ご賛同いただける方は、登録願います
※公共機関からのリンクが獲得できます

https://www.kanen.org/join/promoter/


このセミナーで得られるもの

9

コロナ対応ページの作り方

コアウェブバイタル対応



コロナ対応ページ
作り方



なぜ、コロナ対応を掲載するのか

● 感染予防（公益性を守っている）

● 患者さんも安心

● ＳＥＯ対策にも効果あり



ＳＥＯ検証の結果

● サンプル数：アクセス上位の院

トップページに、

● コロナウイルス対策の記載がある　→　維持／上昇
● コロナウイルス対策の記載がない　→　維持／下落

コロナウイルス対策ページのある治療院が有利



Googleの考え

● 前提＝治療院を医療機関とみなしている（特に鍼灸・柔整）

● 特にトップ１０は公的機関に近い評価

● SEO上、コロナのページの存在は強く推奨



コロナ対応の掲載方法

● トップページにコロナウイルス情報の概要を掲載

● コロナウイルス対策ページを１ページ作成

● 関係省庁にリンクを張る（発リンク）
※厚労省／東京都／医療機関エビデンス



アフターコロナの
集客トレンド



2020年から集客が増えてます

当社治療院ホームページのアクセス数は右肩上がり

　特に2020年の5月以降、大幅に伸びています　
16



新患さんの動き１　多様化 

むかし＝「新宿　整体」「新宿　腰痛」

いま＝「新宿」＋「整体／接骨／整骨／鍼灸・・・」

　　　「新宿」＋「坐骨神経痛／椎間板ヘルニア・・」

ユーザー／患者さんの

ニーズも知識もどんどん多様化！



治療院、鍼灸院
整体院、接骨院

 など

競合店A

競合店B

新患さん

先生の院のホームページ

問題点① ホームページが似ている

● ホームページに掲載されている内容は、どこ
も似たり寄ったり

● 同じテンプレに頼った作りになっている（過去
に流行った焼き直し）

似たようなことしか書いて
ないから、どの院が良いの
かわからない…

・患者さん

・似たり寄ったり
・情報量が多い
・同じテンプレ

問題点② 読まれない

● 似たような内容だから、公式ホームページか
らすぐ立ち去る。

● Googleも、患者さんの反応をチェックしてお
り、順位まで下がってしまう。

新患さんの動き２　迷う 



競合店A

競合店B

新患さん

先生の院のホームページ

治療院、鍼灸院
整体院、接骨院
など

競合店A

競合店B

新患さん

ターゲット個性が明確なHP

似たホームページが多いなら・・・

似たようなことしか書いて
ないから、どの医院が良い
のかわからない…

私の症状について、
しっかり書いてある！

治療院、鍼灸院
整体院、接骨院
など

順位も
アップ

・似たり寄ったり
・情報量が多い
・同じテンプレ

・患者さん



Googleも・・・ターゲットを絞るHPを評価！

施術：鍼灸＋整体＋カイロ  
地域：新宿＋渋谷＋池袋  
症状：骨盤矯正＋不妊＋頭痛  

施術：鍼灸 
地域：新宿 
症状：不妊 

※タイトル例「新宿の不妊鍼灸なら あきばれ鍼灸院」  



コアウェブバイタル
について



新しいページエクスペリエンスシグナル

既存の検索シグナル

● Mobile Friendly

○ モバイルで使いやすいか

● Safe Browsing

○ 悪意のあるプログラム等が埋め込まれて

いないか

● HTTPS

○ 常時SSLか

● No Intrusive Interstitials

○ 邪魔なポップアップは少ないか

ウェブに関する主な指標（ CoreWebVitals）

● Largest Contentful Paint（LCP）

○ ファーストビューの中で一番大きな要素を表示す

るまでにかかった時間

● First Input Delay（FID）

○ リンクのクリックなどにページが反応できるように

なるまでの時間

● Comulative Layout Shift（CLS）

○ ページ読み込み時のレイアウトの移動量



あきばれのシステム対応について

・LCP

　URL叩いてMVが表示されるまでの時間

・FID

　ページを描画する際のレイアウト崩れ　0.1以下だとgood／1が最悪　　※OK

・CLS

　ユーザーが最初に操作出来るようになる時間　※OK

＜あきばれ＞

MVの最適化済／webp対応予定／HTTP2を実装予定



確認方法／対応方法

・サーチコンソール

・WEBに関する指標

・「不良」となっているページを特定

・そのページを「page speed insight」でチェック

・改善する

＜共有＞

・動画が点数を下げており、動画を減らして改善した例があります

・画像の軽量化も有効のようです



まとめ



アフターコロナのトレンドは以下

ターゲットを絞る

コロナ対応ページの作成

コアウェブバイタル対応

コンテンツが重要ですが・・・



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



コロナ対応ページについて
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〇HPのすべてのページに新型コロナウイルス対策の実施してる項目を載せるべ
きですか？
よろしくお願いいたします。

→　載せなくとも良いです
→　トップページと、１ページ個別のページがあれば良いです



https://www.kukuru-sinkyu.jp/
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・トップページ
・料金ページ

https://www.kukuru-sinkyu.jp/


http://www.aiwa-medical.jp/
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・方向性OKです
・以下を進めてください
　基本的なページ一式
　リウマチ　の関連ページ
・考え方
　ラッコキーワード
　競合の作っているコンテンツ

http://www.aiwa-medical.jp/


http://www.ozawa-seikotsu.jp/
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・方向性OKです
・割れ爪を外した方が良いかもしれません
・トップページ
　先生のご紹介（EAT）
　後半のお役立ち情報　→　施術に寄せる

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


http://www.karada-kokoro-seitai.jp/

33

・page speed insight
　動画を減らす方向がおすすめです

http://www.karada-kokoro-seitai.jp/


https://fortunes-favorite.com
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・方向性OKです
・コンテンツ素晴らしいです
・ただし、ややメディアと見なされる可能性
　→　施術・サービス周りを充実させてください

https://fortunes-favorite.com


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）

36

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！



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　



２、次回のご案内
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・日時　9/8　12:00～13:30
・内容　コンテンツの質について
・継続して参加し、ノウハウを得てください！

　１年間を通じて集客力を強化していきます　



３、特別ご紹介制度

　限定特典：お二方に無料診断を実施します　
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・北原まで、友人知人の先生をご紹介ください
・本日参加の先生限定で・・・

　ご連絡先　chiryo@webmarketing.co.jp　



本日はありがとうございました

行っていただきたいこと、３点です
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１、ご質問は北原まで

２、9/8　zoomセミナーへの申込参加

３、お知り合いの先生のご紹介



質疑応答
ありがとうございました

任意で退出いただいて大丈夫です
切りの良いところで、クローズします


