
薬機法コンテンツマーケティングで
成功する⽅法と事例を紹介

医療系・化粧品・健康⾷品メディア運営者必⾒!!
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薬機法（旧：薬事法）とは？
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、
2014年に薬事法から薬機法へと改正されました。
薬機法では、製造・表示・販売・流通・広告に関して厳しく法律が定められており、医薬品や、医
薬部外品に関して品質の安全性や有効性が確保されることが目的とされています。

・保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
・指定薬物の規制
・医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進

医薬品だけでなく、医療機器や化粧品も薬機法の対象範囲として含まれるます。

景品表示法との違い

景品表示法の管轄は消費者庁であり、各都道府県、公正取引委員会も連携をしており、
特に下記2つの表示に注意する必要があります。

【優良誤認表示】事実と異なるにも関わらず誤認させる表示や、著しい誇大表現等
【有利誤認表示】実績のない二重価格表示・定められていない期間限定割引等

これらは医薬品や化粧品等の特定の商品に適用されるものではなく、Webサイトや広告等のあら
ゆる表現に適用されることが特徴です。

薬機法（旧：薬事法）とは？
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①YMYLジャンルはGoogleからの評価が厳しい

YMYLとは「Your Money or Your Life」の略です。
YMYLは読者の生活の質に関わるため、YMYLジャンルに含まれる記事はGoogleからの評価が厳しくなります。
Googleの検索品質評価ガイドラインでも言及されているとおり、GoogleはYMYLに関する記事に対して高い評価基準を設けており、
Googleのアルゴリズムアップデートで順位が大きく変動する傾向にあります。
コアアップデートのたびに、検索順位に影響を受けるキーワードの範囲も拡大しているので常にGoogleのアップデート情報には注意を
払っておく必要があります。

②E-A-T（専門性、権威性、信頼性）を担保する必要がある

E-A-Tとは、Expertise（専門性）、Authoritativeness（権威性）、Trustworthiness（信頼性）という3つの英単語の頭文字を組み合
わせたものです。Googleが生み出した造語であり、Googleの「検索品質評価ガイドライン」で提示されているWebサイトを評価するう
えでの基準の一つとなっています。
ユーザー目線で安心して信用出来るWEBサイトこそが高い評価基準とされています。

③薬機法的にNG表現かどうかの判断が難しい

薬機法の広告カテゴリーは医薬品・医療機器、化粧品、健康食品・食品、健康器具にわけられ、それぞれのカテゴリーにてNG表現に違い
があり、記事のテーマや紹介する商品・アイテムによって表現を変える必要があります。

④専門的な知識を持ったライターをアサインする必要がある

YMYLジャンルにてコンテンツを作成する場合、E-A-T（専門性、権威性、信頼性）を高めるために、記事テーマの専門知識を持ったライ
ターにコンテンツを作成してもらう必要があります。
テーマが変わることに専門ライターをアサインする必要があるため、コストと時間がかかるのも難しいポイントでしょう。

薬機法のコンテンツマーケティングはなぜ難しいのか？

YMYLに該当するジャンル

EC（⾦銭取引のあるサイト）／⾦融／医療／法律／公共・団体組織／マスメディア／
養⼦縁組、⾃動⾞安全情報／コーポレート／アフィリエイト
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薬機法（旧：薬事法）でのNG表現とは？

薬機法で気をつけるべきNGワードを5つご紹介します。どれも安易に使用するべきではないため、現在使用して
いる広告の表現や、今後打ち出していく広告の表現に注意する際の参考にしてみてください。

①安心、安全 ②治る ③効果 ④改善

①安心・安全
「〇〇の商品の安全性は証明されています」「〇〇を使用すれば老後は安心です」など、医学薬学上で認められ
た範囲から逸脱された表現には注意が必要です。消費者に誤解を招く表現は薬機法で厳しく取り締まられている
ため注意しましょう。

②治る
「〇〇」が治るといった表現の使用は絶対にNGです。例えば「あせもが治る」「特定の病気が治る」などの表
現をした場合、行政指導や禁固刑を受けるケースもあります。過去には認められた範囲から逸脱した表現をして
しまい、行政指導を受けた商品も存在します。

③効果
特定の病気や症状に「効果的」といった表現にも注意が必要です。たとえば、「ダイエットに効果的」「便秘
予防に効果的」などの表現が挙げられます。
同じ商品を使ったとしても、人それぞれ効果効能が異なります。人によって効果効能が異なるのであれば、上記
のような表現は消費者に誤解を招く可能性があるため、使用は避けるべきということです。

④改善
最後に、「〇〇を改善」もNGワードの1つと言われています。本当に、その商品を使用しただけで症状を改善で
きるのかは人それぞれ異なります。つまり、これらの表現に関しても、上述した誤解を招く表現や「誇大広告」
の1つとして規制されてしまう可能性が高いです。
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SEOサービス⼀覧

薬機法コンテンツマーケティングの
成功事例①サプリ系メディアの紹介
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成功事例①︓サプリ系メディア

施策背景

独自素材「ホップエキス」の健康機能を起点とし、シンキングサプリ商品を開発。
販促手段の１つとしてコンテンツマーケティング／SEO施策を行った。

ターゲット

主に中学・高校・大学受験を控える10代の方。また、親御さんや、ご高齢者

コンバージョンまでの主なフロー

記憶力・集中力・脳トレあるいは受験関連のSEO上位表示化でターゲットへリーチし、バナーやアンカーテ
キストで商品ページへ誘導するか、リターゲティングで購入につなげる。

記憶力や集中力を高める方法など、医学的根拠が必要となるテーマ
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リーチしたいターゲット層を想定し、年間イベントから逆算して数ヶ⽉前には
対策キーワードの記事がインデックスされるよう、戦略を⽴てて記事を作成していま

す。

成功事例① ︓サプリ系メディア
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医療系分野は、例え⽉間検索数が少ないキーワードでも医師監修がないと上がりづらい
傾向があります。当社では必ず医師をアサインして記事を作成しています。

成功事例① ︓サプリ系メディア
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Googleは上位表⽰サイトと⽂字数の関連性について否定していますが、
当社が⻑年調査している限りでは、⽂字数はアルゴリズムの１つと分析しています。

成功事例① ︓サプリ系メディア
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近年、医療系キーワードはメディアサイトよりもクリニックや政府系・協会系サイト等、
権威性の⾼いサイトの⽅が上位表⽰されやすい傾向にあります。

キーワード例︓「受験うつ」

1位︓クリニック監修のメディア
2位︓クリニック監修のメディア
3位︓クリニック
4位︓クリニック
5位︓サプリのサービスサイト

6位︓クリニック
7位︓⼤⼿通販サイト（Amazon）
8位︓⼤⼿予備校サイト（東進）
9位︓クリニック
10位︓政府系サイト（厚⽣労働省）

成功事例① ︓サプリ系メディア
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Ahrefs等のSEOツールを⽤いて、上位ページの被リンク評価の強さをチェックした結果。

「脳の活性化」

1位︓弊社対策サプリ系メディア 29/100点

2位︓養命酒製造株式会社 68/100点

3位︓リクナビNEXTジャーナル 90/100点

4位︓DIAMOND online 82/100点

5位︓Wellness PLUS 73/100点

「受験うつ」

1位︓うつ病ナビ 22/100点

2位︓うつ病ナビ 22/100点

3位︓東京TMSクリニック 14/100点

4位︓新宿ストレスクリニック 48/100点

5位︓弊社対策サプリ系メディア 29/100点

成功事例① ︓サプリ系メディア
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コラムページが上位表⽰されやすいキーワードかどうかを判定します。

成功事例① ︓サプリ系メディア
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医療・美容・健康関連のジャンルはとくにエビデンスが重要。
監修医師の略歴や実績、社会的認知度も今後のSEOで重要なシグナルになります。v

監修者情報

医学的なエビデンス

当社では５００名以上の様々なジャンルの医師・専⾨家の⽅が登録。

成功事例① ︓サプリ系メディア
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競合サイトには載っていないが、ユーザーの検索⼼理を読み取って
載せておくべき・オリジナルな情報を追加して差別化します。

「記憶⼒ ⾷べ物」１位のサイト
記事の見出し構成

・記憶⼒アップが期待できる⾷べ物とは︖
ーサバ・イワシ・サンマなどの⻘⿂
ーバナナ
ー豚⾁、⼤⾖、サケ、ゴマ
ーチョコレート

・記憶⼒アップ効果のある⾷べ物を摂るタイミングは︖
・脳の記憶⼒アップには⾷べ物を味⽅につけよう︕

オリジナル要素で追加すべき構成

・記憶⼒アップが期待できる⾷べ物とは︖
ー卵
ー海藻類
ー葉物野菜

・⾷事と⽣活習慣（睡眠）について

成功事例① ︓サプリ系メディア
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SEOの以前に、まずはテーマについて知⾒のある⽅、ライティング実績のある⽅を
ライターとしてアサインします。薬機法等の法規関連も準拠します。

当社では１０００名以上の医療系ライター、および薬機法有資格者のアサインが可能。

成功事例① ︓サプリ系メディア
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SEOサービス⼀覧

薬機法コンテンツマーケティングの
成功事例②医療系メディアの紹介



18

成功事例②︓医療系メディア

18

施策背景

「がん」等への治療効果が期待できる「フコイダン」という成分を認知させ、自社商品の購入につなげたい。
そのため、薬機法コンテンツマーケティングでSEOアクセスの増加目指しました。

ターゲット

がんステージ４（末期がん）の患者さん、およびその関係者

コンバージョンまでの主なフロー

クライアントのドメイン配下でSEOアクセスを増やし、リタゲでLPに誘導してコンバージョンを目指しました。
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興味関⼼層・潜在層へのリーチを広げ、今までリーチできていなかったユーザーへ
アプローチすることで認知数増加を狙う。

AsIs ToBe

興味関⼼層

潜在層

検討層 検討層

興味関⼼層

潜在層

すでにフコイダンドリンクを知っており、
ドリンクの⽐較検討段階のターゲットを対象とした
SEO（指名検索）／リスティング

フコイダンという成分を知らない⼈、あるいは
がん等について調査段階のターゲットを対象とした
SEO（コンテンツマーケティング）

成功事例②︓医療系メディア
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成分名系は、例え⽉間検索数が少ないキーワードでも監修者を掲載しないと上がりづら
い傾向があります。当社では必ず医師をアサインして記事を作成しています。

成功事例②︓医療系メディア
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Googleは上位表⽰サイトと⽂字数の関連性について否定していますが、
当社が⻑年調査している限りでは、⽂字数はアルゴリズムの１つと分析しています。

・・・弊社対策の医療系メディアの記事

成功事例②︓医療系メディア
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近年、医療系キーワードはクリニックや政府系・協会系サイト等、
権威性の⾼いサイトの⽅が上位表⽰されやすい傾向にあります。

キーワード例︓「膀胱炎 ⾷べ物」

1位︓⼤⼿メディア
2位︓クリニックサイト（弊社対策クライアントサイト）
3位︓膀胱炎の協会サイト
4位︓クリニックサイト
5位︓クリニックサイト

6位︓⼤学の医学部サイト
7位︓⽇⽤品⼤⼿サイト
8位︓クリニックサイト
9位︓クリニックサイト
10位︓製薬会社サイト

成功事例②︓医療系メディア
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ドメイン貸しについて
最近、⼤⼿サイトに「お⾦を払うので私のコンテンツをあなたのサイトに置きたい」
という「ドメイン貸し」の営業が広範囲に⾏われています。

別名「寄⽣サイト」と呼ぶ⽅法ですが、これは寄⽣される側に⼤きなリスクを伴います。⾃社サイトが⼤
きなダメージを受ける可能性が⾼いため、検索流⼊が必要な場合この営業は絶対に受けないでください。

2019年夏からGoogleは、他社にサブディレクトリを貸すことを⽌めるように推奨しています。
今後、寄⽣サイトか否かをGoogleがより正確に⾒分けられるようになっていく⾒込みです。

本体サイト

寄⽣サイト
/contents/〜

成功事例②︓医療系メディア
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上位表⽰難易度のリサーチ(関連ページ数)

上位表⽰しているサイトがどれくらいサイト内に関連コンテンツを
保有しているかが順位に影響します。

調査⽅法︓Google検索窓に「allintitle:（キーワード） site:（URL）」を⼊⼒

検索結果の左上部の数字が低ければ難易度低い 数字が⾼かければ難易度⾼い（要 専⾨性）

成功事例②︓医療系メディア
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Ahrefs等のSEOツールを⽤いて、上位ページの被リンク評価の強さをチェックします。

「フコイダン」

1位︓弊社対策医療系メディア 8/100点

2位︓統合医療と健康を考える会 30/100点

3位︓統合医療と健康を考える会 30/100点

4位︓統合医療と健康を考える会 30/100点

5位︓ヤルクト薬品⼯業 75/100点

「膀胱炎 ⾷べ物」

1位︓家庭画報.com 70/100点

2位︓弊社対策医療系メディア 8/100点

3位︓Interstital Cystitis Association 69/100点

4位︓ひまわり医院 28/100点

5位︓いまもと泌尿器科クリニック 25/100点

成功事例②︓医療系メディア
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コラムページが上位表⽰されやすいキーワードかどうかを判定します。

成功事例②︓医療系メディア
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・膀胱炎の原因と症状って︖
・膀胱炎は、⼥性がなりやすい︕︖
・膀胱炎の本当の原因は、免疫⼒の低下
・免疫⼒を弱らせる原因とは
・免疫⼒アップで膀胱炎になりにくいカラダを作ろう︕

「膀胱炎 ⾷べ物 おすすめ」
２位のサイト 上位表示されやすい記事の見出し構成

・膀胱炎の種類と症状
ー①単純性（急性）膀胱炎
ー②複雑性（慢性）膀胱炎
ー③間質性膀胱炎
ー④出⾎性膀胱炎

・クランベリージュースにご⽤⼼

オリジナル要素として追加した構成

競合サイトには載っていないが、ユーザーの検索⼼理を読み取って
載せておくべき・オリジナルな情報を追加して差別化します。

成功事例②︓医療系メディア
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当社では１０００名以上の医療系ライター、および薬機法有資格者のアサインが可能。

SEOの以前に、まずはテーマについて知⾒のある⽅、ライティング実績のある⽅を
ライターとしてアサインします。薬機法等の法規関連も準拠します。

成功事例②︓医療系メディア
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薬機法コンテンツマーケティングで
成功するためのコンテンツ作成フロー
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専⾨性・権威性・信頼性（E-A-T）の⾼いサイトのサブディレクトリにてコンテンツ
ページを構築し、当社でSEOのディレクションを⾏い、

テーマに詳しいライターが執筆します。
コンテンツページは当社のCMSを導⼊し、専⾨家監修と薬機法チェックを⾏います。

当社のコンテンツマーケティングの特⻑
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当社のコンテンツマーケティングのフロー

当社のコンテンツマーケティングはSEO上位表⽰化がGOALではありません。
問い合わせや商品購⼊等のコンバージョン設定に基づき、
KPIが達成されるまでPDCAを回して施策を⾏います。

ターゲット、着地商材、等を加味
し、約2〜3ヶ⽉後に上位表⽰化
される想定でキーワードを選定。

KPIに届かない場合、SEO上位
表⽰化のためのリライトやコン
バージョン率を上げるためのUI
の改善等を⾏います。

競合分析を⾏い、記事構成
を作成。その後、共起語や
コンバージョンを意識しな
がら、ライティング。コン
テンツが完成したらSEO
コーディング。

順位計測ツール、Google 
Analytics、Search Console等を使
い、SEO順位とアクセス数等の効
果検証を⾏います。
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ターゲット／KPI
どんなユーザーにリーチして、どのサービス・商材をPRしたいのか︖

また、コンテンツマーケティングの⽬的や⽂章のテイストなど、全体の⽅向性を決めます。
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記事のゴールとストーリー作り
KPIとターゲットを意識し、

⼊⼝（検索キーワード）〜出⼝（コンバージョン）までのストーリーを作る。

① 検索キーワード＝ユーザーの疑問

② タイトルタグ（＝訴求）

③ 導⼊⽂（＝共感・関⼼・興味）

④ 監修者情報（＝信頼）

⑤ ⽬次（興味のある箇所へリンク）

⑥ 第１段落で最⼤公約数を解決

⑦ 第２段落以降で付随する疑問を解決

⑧ まとめ／サービス・商材への誘導

⑨ コンバージョン

SERPs

記事

サービス・商材ページ
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キーワード調査
GoogleやSEOツールを⽤いて、メインキーワードから関連キーワードを取得。

サジェストだけではなく、競合他社の対策キーワードも調査。

メインキーワード

クラフトビール

関連キーワード

クラフトビール とは どんなビール
クラフトビール 種類
クラフトビールとビールの違い
クラフトビール 醸造所
クラフトビールと普通のビールの違い
⿊ビール
ピルスナー
地ビール
ペール エール
ラガー
ヴァイツェン

ホップとは
発泡酒 ビール 違い
クラフト ビール 通販
スタウト
ビール 作り⽅
フルーツ ビール
IPA
エール
ビール サーバー
ビール 種類
ビール 注ぎ ⽅
バーレー ワイン
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キーワードグルーピング

類似のニーズを持つ複数のキーワードを整理し、メインとサブにテーマを振り分ける。

検索意図が類似するテーマはまとめて１記事作る。 メインテーマに付随するサブテーマは別記事として作る。
メインテーマの記事ではサブテーマについて概要的に触れる。

メインテーマ

・クラフトビールとは
・クラフトビール種類
・クラフトビール銘柄

サブテーマ

ピルスナー

ヴァイツェン

ペールエール

クラフトビールと地ビールの違い

クラフトビールの原料

エールビール

ラガービール
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使⽤するキーワードの調整

キーワードの出現数の割合や、共起語の調整を⾏います。

■「クラフトビール」のキーワードの
出現数イメージ

多

少

上部

下部

■「クラフトビール」の上位サイトで
⾼頻度で出現するキーワード（共起語）

「⽇本」
「店」
「飲み」
「イベント」
「商品」
「醸造」
「地ビール」
「セット」
「サントリー」
「メーカー」
「よなよなエール」
「発泡酒」

「公式」
「地域」
「エール」
「個性」
「⻘⻤」
「インド」
「brewing」
「⽅法」
「アメリカ」
「ブランド」
「購⼊」
「類」

※キーワードの出現数や共起語はリソースを割いてまで調整をする必要はありません。情報の質を重視してラ
イティングすれば⾃然とバランスよく使⽤されるため、あくまで意識として参考にしてください。
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監修医師の専⾨分野

「コンテンツのテーマ」と「医師の専⾨分野」はSEOに関係しています。
テーマに合わせて最適な医師（専⾨家）をアサインします。

例︓「認知症」の記事なら「脳外科医」、「リハビリ」の記事なら「理学療法⼠」、など。
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監修医師のプロフィール掲載

将来的に医師の認知度や、論⽂の引⽤数などの「権威性」がSEOに影響します。

E-A-T対策として、プロフィールに「顔画像」「略歴」「SNS」「出版書籍」「所属クリニック」を記載します。
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薬機法等の関連法規の監修

AIツールを使い過去の違反事例と照らし合わせて
「クリア」「リスク」「NG」の３段階で評価します。

⾔い換えが必要な表現は
代替案に従って書き換えます。

■「美⽩」の⾔い換え例
→シミ、ソバカスを隠し、肌を美しく⾒せます
→肌のシミを⾒えにくくする
→しみ、そばかすを防ぎます
→いつもより明るい肌を演出

■「エイジングケア」の⾔い換え例
→年齢を重ねた肌に潤いを与える
→40代からの保湿対策
→美しく年を重ねたい⽅におすすめの化粧⽔

AIツールと、薬機法に詳しい専⾨家のダブルチェックで⾔い換えリライトします。
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SEOに適したHTMLコーディング
SEO対策歴１５年の中で構築した当社独⾃のコーディングガイドラインに則り、

クローラビリティの⾼いHTMLコーディングを⾏います。

当社のコーディングガイドラインはW3Cに準拠して構築しています。

※W3Cとは「World Wide Web Consortium」の略称で、Web技術の標準化を⾏う世界的な⾮営利団体の名称。
現在WEBに関わる世界中の会社・個⼈に広く影響を与えています。
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効果検証
SEO順位、アクセス数の他、ユーザーの内訳や商品ページへの遷移数など、効果検証します。

■アクセスユーザーの年齢割合の変化 ■アクセスユーザーの性別割合の変化

■（医師監修／バナーあり・なし別）記事から商品ページへの遷移数
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記事構成の調整
ヒートマップを使ってテキストの導線や、コンバージョンポイントを改善する。

■UI／UXの改善例
・段落・テキストの順番を⼊れ替える・削除する
・テキストのエビデンスとなる画像を挿し込む
・参考となる別記事をリンクで紹介する
・テキストでわかりにくい内容は動画を制作して挿し込む
・SPのスクロールが⻑ければアコーディオンでたたむ など

■コンバージョンの改善例
・ファーストビューの最適化（A／Bテスト）を⾏う
・⾃然な流れでアンカーテキストを挿し込む
・訴求⼒のあるバナーを挿し込む
・フローティングバナーを実装する
・数スクロール後にインタースティシャルを表⽰する など
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アトリビューション施策

１回の訪問でコンバージョンしない場合を想定し、確度の低いユーザーをSNSに誘導して
フォロワー化し、⾒込み顧客との関係を継続して将来的にコンバージョンにつなげます。

「SNS x コンテンツマーケティング」は、コンテンツの拡散や被リンクの獲得につながるため、
必ず１セットで対策を⾏います。
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SEOを意識した医師監修コンテンツ作成のまとめ

➡すべてのフローを⾃社で⾏うことは難しい。

KPIとターゲットを意識し、⼊⼝（検索キーワード）〜出⼝（コン
バージョン）までのストーリーを作る。戦略設計

複数のキーワードをメインテーマとサブテーマにグルーピングし、
１記事でまとめるか、別記事として作成するか振り分ける。キーワード選定

テーマに合った医師（専⾨家）に監修してもらってプロフィールを
掲載し、AIツールを使って薬機法に準拠した表現に⾔い換えする。

医師・薬機法監修

W3Cに準拠したクローラビリティの⾼いHTMLコーディングを⾏う。SEOコーディング

効果検証し、記事構成の調整やアトリビューション施策を⾏って、
コンテンツマーケティングの効果を最⼤化する。コンバージョン改善
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SEOサービス⼀覧

弊社のサービス紹介
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薬機法コンテンツマーケティング
薬機法コンテンツマーケティングは、キーワード選定からライティング、

および医師をアサインした監修、薬機法チェック、コーディング、コンバージョン改善まで
まるっと弊社でご対応するSEO対策プランです。

弊社の薬機法コンテンツマーケティングは、

薬機法・医療ライター ／ 薬機法・医療監修者

にアクセスできるのが強みです。

お客様が訴求したい商品・サービスに対して、検索ユーザーに届くように最適なコンテンツ設計を
し、記事作成から公開作業までワンストップで⾏います。

1,000名以上 500名以上
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医師監修サービス
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SEO診断サービスは、15年間Googleアルゴリズムを研究し培った弊社独⾃のSEO技術と、
世界中のSEO対策会社が分析したアルゴリズムデータを基に、
⾮常に細かいチェックを⾏って施策のアドバイスを⾏います。

「E-A-T」「構造化データ」「ページエクスペリエンス」「ソーシャルシグナル」など、70項⽬の診断項⽬を調査
し、約100ページにわたる診断書を作成して、現在のWEBサイトにおける上位表⽰を阻害する課題を発⾒しま

す。

SEO診断
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取引先企業
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会社名

所在地

代表取締役

執⾏役員／事業部⻑

創業

設⽴

事業内容

株式会社アダムテクノロジーズ

東京都千代⽥区⼤⼿町１丁⽬６１ ⼤⼿町ビル ３階

野⼝ 浩孝

⽥中 雄太

2006年8⽉

2020年1⽉

SEO診断、薬機法・医師監修、コンテンツマーケティング、
SEOコンサルティング、WEBサイト⾼速化、サイトリニューアルSEO、
ツール開発、コーディング代⾏、運⽤広告、メディア運営

ミッション ⾃然⾔語処理技術で新規顧客との接点を創造し、⽇本のGDPを上げる

会社概要



SEO TECHNOLOGY ACCELERATES EVERY BUSINESS
⾃然⾔語処理技術で全てのビジネスを加速させる

本提案書に関するご質問・お問い合わせ先は下記までお願い致します。

TEL︓03-6262-5382
HP︓https://adam-technologies.j


