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（１） 【2023年 １月～】 YSカウンセリングセンターの自費カリキュラムにて受診をご継続いただけます。 

❖現行のデイケアサービスは 2022 年 12 月末で終了させていただきますが、2023 年 1 月

からは、デイケアでご提供してきた YS メソッドのカリキュラムは、すべて当院併設の

YS カウンセリングセンターで受診を継続して頂くことができます。 

❖YS カウンセリングセンターでのカリキュラム受診は保険適用外ですので、すべて自費

となります。 

❖来年 1 月からの各カリキュラムのご予約は、YS こころのクリニックで承ります。 

 

YS カウンセリングセンターでご継続いただけるカリキュラムの一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイケア・カリキュラムのＹＳカウンセリングセンターでのご継続について 

     2022 年 12 月  YS こころのクリニック 

2022 年 12 月末まで 

デイケアクラスへのご参加 

(保険適用：会場のみ) 

  (火)(水)(木) 

【デイケア】 

◆ 集中クラス（時間、次元、解放） 

◆ パーソナルクラス 

◆ 実践クラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ロジカルクラス 

2023 年 1 月から 

YS カウンセリングセンターでご受診継続 

(自費カリキュラム：会場またはオンライン) 

  (火)(水)(木)(金)(土)(日) 

【会場】 

◆ 3 時間集中カリキュラム（時間、次元、解放） 

◆ パーソナルクラス（3 時間） 

◆ 実践クラス（3 時間）    【各 4,950 円】 

【オンライン：個別対応】 

◆ 3 時間集中カリキュラム（時間、次元、解放） 

【各 9,900 円】 

◆ パーソナルワーク（90 分） 

◆ 実践カリキュラム（90 分） 

◆ 真我瞑想（90 分） 

◆ 真我太陽のカウンセリング（90 分） 

   【各 5,500 円】 

【会場・オンライン合同開催】 

◆ ２時間グループクラス          【3,300 円】 

 

本資料のご説明動画を 

右のQRコードより 

ご覧いただけます。 
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●3 時間集中カリキュラム（時間・次元・解放 / 会場：4,950 円/オンライン：9,900 円） 

❖デイケアの集中クラス（時間、次元、解放の各カリキュラムの①②③③）を受診された方は、

受診済みのカリキュラムにつきまして、YS カウンセリングセンターが自費カリキュラムとし

て開催する 3 時間集中カリキュラム（時間、次元、解放の各カリキュラムを実施）に参加して

頂くことで受診の継続ができます。 

❖会場は定員制、オンラインは個別対応（マンツーマン）で実施します。 

❖ 3 つの集中カリキュラムのうち、デイケアの集中クラスで未受診のカリキュラムについては、 

自費の 2 日間集中カリキュラム等をご受診いただくことで、その後に 3 時間集中カリキュラム

をご受講いただけます。詳しくは受付・カウンセラーにお問い合わせください。 

 ❖自費コースの 2 日間集中カリキュラムを受診された方、一般向け研修の真我開発講座に参加され

た方もこのカリキュラムのご受講対象となります。 

 

●パーソナルクラス、実践クラス（会場：3 時間 4,950 円） 

❖デイケアで実施してきた「パーソナルクラス」「実践クラス」は、2023 年 1 月からは、YS カ

ウンセリングセンターの自費カリキュラムに移行します。 

 

【パーソナルクラス】 

▼パーソナルクラスでは、自分のペースでじっくりとセルフワークに取り組んでいくことに

よって、病につながる自分の考え方やとらえ方が変わっていきます。 

▼ご用意しているメニューの中から、希望するカリキュラムを選択できます。 

心の回復ワーク（数十種類）、回復に役立つ開発者の映像や音声の視聴、瞑想、読書など、

カウンセラーと相談しながら、その時の体調や気分によって、メニューを選んで取り組む

ことが可能です。 

▼パーソナルクラスでは、「セルフ集中カリキュラム」のご提供も行ってまいります。 

「セルフ集中カリキュラム」は、カウンセラーの個別対応で行ってきた集中カリキュラムを、

セルフワークで取り組むことができるように新開発したものです。開発者の映像を視聴し

ながら、セルフワークで真我開発に取り組みます。 

【実践クラス】 

▼実践クラスでは、参加者同士でのペアワークを行い、対人関係の対応力を実習します。 

▼家庭や職場、日常生活での対人関係を良くして、心を軽くしたい方にお受け頂けるクラス

です。 

▼休職中の方が職場復帰に向けたプログラムとしてご参加頂くことができます。実践クラス

に継続して通うことで、復職後も再発をしない自分をめざすことができます。 
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●パーソナルワーク、実践、真我瞑想、真我太陽のカウンセリング（オンライン：90分5,500円） 

❖オンラインのカリキュラムとして、「パーソナルワーク」「実践カリキュラム」「真我瞑想」

「真我太陽のカウンセリング」を開催します。 

❖いずれも 90 分間の個別対応（マンツーマン）での実施となります。 

 

【パーソナルワーク】 

▼「美点発見」や「完璧愛ポスト」など、ホームカリキュラムに含まれるワークに、カウン

セラーと一緒に取り組みます。 

▼ホームカリキュラムに取り組むポイントをつかみ、毎日のご自宅でのワークに活かすこと

ができます。 

【実践カリキュラム】 

▼オンラインの実践カリキュラムでは、カウンセラーと対面のペアワークを行い、対人関係

の対応力を実習します。 

▼「愛と感謝の心」を言葉と行動に表わすことで、実生活に生かし、心を回復を進めるため

のカリキュラムです。 

▼ご参加者の状況に合わせてカウンセラーがプログラムを組み立て進行します。 

 

【真我瞑想】 

▼ＹＳメソッド独自の瞑想法である真我瞑想の手法を、実習を通して学びます。 

▼このカリキュラムで取り組み方を学び、毎日の生活の中で実践していくことが目的です。 

▼この瞑想は、自分の中にある生命意識に焦点を合わせ心の回復力を引き出していく効果が

あります。 

【真我太陽のカウンセリング】 

▼抱えている悩みや問題をテーマに、開発者の佐藤康行先生みずからが進行する映像を見な

がら、ワークを重ねていきます。 

▼セルフワークを通して、自分のとらえ方を変化させ、曇った心を晴らしていくことができ

るカリキュラムです。 

●2 時間グループクラス（会場・オンライン合同 / 2 時間：3,300 円） 

❖デイケアで実施してきた「ロジカルクラス」は、2023 年 1 月からは、YS カウンセリングセン

ターの「2 時間グループクラス」として開催します。 

❖オンラインとご来院（会場）の合同開催方式です。（会場は映像を通した参加となります。） 

❖旧自費コース（C コース・FT コース等）の方は、応用クラスの振替としてご参加頂けます。 
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(2) より根本的に寛解～回復をめざすための自費コースを受講していただけます。 

 

❖デイケアを受診してきた方で、より根本的に徹底して寛解～回復をめざして YS メソッドに取り

組みたい方は、自費コースを選択していくことができます。 

❖新規に YS メソッドに取り組みたい方、すでに一般向け研修での真我開発講座に参加された方も

これらのコースをお選びいただけます。 

   ●自費コースの「2 日間集中カリキュラム」を再受講価格で受講（29,700 円） 

 ❖デイケアの集中クラス（時間、次元、解放の各①②③③）を受診された方は、受診済みのカ

リキュラムにつきまして、自費コースの「2 日間集中カリキュラム」に再受講価格で参加し、

集中的に真我開発に取り組んで頂くことができます。 

●自費コース「うつ病寛解 90 日コース」を受講（99,000 円～396,000 円） 

❖短期集中で病の根本解消に、より徹底して取り組みたい方は「うつ病寛解 90 日コース」を 

ご受講いただくことができます。（※コースの詳細は当院 HP または別途ご説明資料をご覧下さい。） 

❖「うつ病寛解 90 日コース」は、① 2 日間集中カリキュラム（「時間」「次元」「解放」）、②フ

ォローカウンセリング、③3 時間集中カリキュラム、④2 時間グループクラス、⑤ホームカリ

キュラムセットなどで効果的に寛解を達成できるように組み立てられたプログラムで、90 日

間での寛解率 90.9%の実績のある「うつ病臨床 90 日プログラム」と同等の内容のコースです 

 ❖「うつ病寛解 90 日コース」のラインナップは下記の通りです。 

◆「2 日間集中初回単発コース」（会場 / オンライン：99,000 円）   

  ◆「基本治療コース」（会場：297,000 円） 

◆「完全個別対応コース」（オンライン：期間限定価格 396,000 円（通常 495,000 円）） 

 

●心のリハビリ回復プログラム（6 ヶ月 66,000 円）＝新設＝ 

  ❖ 寛解後の「心のリハビリ期間」に、「心のクセ」を解消して再発をしない自分を達成するため

に、このたび新設したプログラムです。 

  ❖ フォローカウンセリング（60 分）が、6 ヶ月のプログラム期間中に 6 回含まれています。 

❖「真我の実践会」の会員資格が付与されますので、「真我の実践会」が開催する「ホームカリ

キュラム」（毎日開催 1 回 30 分の Zoom グループワーク）、「応用クラス」、「真我体道クラス

（実践カリキュラム）」に自由に参加でき、心の回復力を継続して引き出すことができます。 

  ❖「真我の実践会」が開催する集中カリキュラム（「時間」、「次元」、「解放」と同内容の講座を

含む真我開発講座５コース）に１day の講座 3,000 円（3 時間講座は 2,000 円、2day の講座

は 6,000 円）で参加できるため、回復を達成するまで繰り返しリピート受講ができます。 
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YS メソッドの治療コース・カウンセリングメニューの一覧 

【これから当院で YS メソッドを受診される方へ】 

 

これから当院で YS メソッドによる治療を開始される方は、自費コースまたは 2022 年 12 月末ま    

でのデイケア参加を選択していただくことができます。          

❖これから YS メソッドによる治療を開始される方は、短期集中での根本解消をめざす自費コース

が第一番の選択肢となりますが、保険適用によるデイケアのカリキュラムは、本年 12 月末まで

ご提供していきますので、12 月末までの間は、デイケアクラスの参加を選択して頂くことがで

きます。 

❖デイケアを希望される場合は、診療相談や治療説明の場で担当カウンセラーとご相談ください。 

 

 

 

(3) ご自宅で YS メソッドを継続して取り組んで頂ける主なメニュー 

 

❖ご自宅で継続して頂ける YS メソッドのメニューを各種ご提供しています。 

❖さまざまなご事情で当院への通院が難しい方でも、これらをご利用頂くことで YS メソッドを継

続して頂くことができます。 

❖また当院への通院と並行しながら、下記のメニューに取り組んで頂くことで、寛解・回復をさ

らに進めることができます。 

◆ うつ病寛解 90 日コース 

「基本治療コース」＜会場：297,000 円＞ 

「オンライン完全個別対応コース」＜オンライン：396,000 円> 

「2 日間集中初回単発コース」＜会場 / オンライン：99,000 円＞ 

◆ 心のリハビリ回復プログラム＜6 ヶ月 66,000 円＞ 

◆ YS カウンセリング＜1 回 60 分：11,000 円 / 3 回セット：26,400 円＝1 回当たり 8,800 円） 

【ご家族向け】 

◆ YS 家族支援プログラム＜1 年間家族 2 人で参加：396,000 円＞ 

※これまでご提供してきた「家族コース」は「YS 家族支援プログラム」に統合しました。 

※ご家族向けプログラムの詳細は、当院 HP をご覧ください。 
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【無料でご視聴いただける講座】 

  

▼オンラインで公開されている YS メソッド開発者 佐藤康行先生の講座などをご覧頂くことで、 

心の回復につなげて頂くことができます。 

 

○佐藤康行先生の公式 YouTube チャンネル（※YouTube で「佐藤康行」を検索） 

○佐藤康行先生講師の「特別基礎編」への参加（※開催情報は当院までお問い合わせ） 

○「心のしくみ教室」の映像視聴（※当院 HP で無料公開中）  

○「確実にうつを治す方法オンライン基礎講座」の映像視聴（※当院 HP で無料公開中）  

○ご家族向けオンライン基礎講座」の映像視聴（※当院 HP で無料公開中） 

 

 

 

【書籍を読む・書籍で紹介されているワークに取り組む】 

 

 ▼佐藤康行先生の『満月の法則』を繰り返し読むことで、ご家族との関係が良くなった方が

おられるなど、書籍を読むことの効果は実証されています。 

  ▼下記の書籍では、各種の YS メソッドのワークを紹介しています。 

「美点発見」、「完璧愛ポスト」、「回復ノート」などに日常で繰り返し取り組むことで、ご

家族や職場の人に対する感じ方が変化し、お元気になられたケースは多数あります。この 3

つのワークの方法と効果は、『うつが消えるノート』で詳しく解説しています。 

○『満月の法則』（サンマーク出版） 

○『過去を変えればうつは治る』（廣済堂出版） 

  ○ 小冊子（『成功と幸福を呼ぶ言葉』『真我顕現言霊集』『満月理論』） 

  ○『うつが消えるノート』（青春出版社） 

  ○『人間生まれ変わり 運命のビフォーアフター』（YS メソッドセンター） 

  

【音声を聞く】 

   

▼YS メソッド開発者佐藤康行先生の講話の音声を聞くことは、「心の自然治癒力」を引き出 

す呼び水となります。 

▼音声を日常的に聞き続けることで、無意識レベルで物事の捉え方が変わっていきます。 

  ▼音声を聞くことを通して、心のしくみと病の治し方への理解が深まれば、病の回復におお

いに役立ちます。 

▼心の不調を感じたときに活用できる「置き薬」としても有効です。 

▼当院では、下記のダウンロード版音声をご購入頂くことができます。 
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〇 「佐藤康行の真我の医療プログラム」 

（vol.１～12 ダウンロード版各 5,500 円 全 12 セット 66,000 円） 

  ・佐藤康行先生が行ってきた医療に関する講話をパッケージ化したものです。 

 

 【オンラインプログラム】 

●心の医療保険Ⓡ セルフケアプログラム（月額 980 円） 

  ❖このプログラムは、専用サイトの解説動画を見ながら取り組める YS メソッドのセルフケア

プログラムです。スマホやタブレット、パソコンを使って、ご自宅で取り組んで頂きます。  

  ❖日常生活の中でこのプログラムに取り組むことあわせて、定期的にパーソナルクラスに参

加して、ワークのポイントを確認することで、心の回復を進めていくことができます。 

 

ご自宅で取り組んで頂ける主な YS メソッドメニューの一覧 

 

 

【無料でご視聴頂ける講座】 

○ 佐藤康行先生の公式 YouTube チャンネル 

○ 佐藤康行先生講師「特別基礎編」への参加 

○「心のしくみ教室」映像視聴 

○「確実にうつを治す方法オンライン基礎講座」 

○「ご家族向けオンライン基礎講座」 

 

【書籍を読む・書籍のワークに取り組む】 

○『満月の法則』 

○『過去を変えればうつは治る』 

○ 小冊子（『成功と幸福を呼ぶ言葉』『真我顕 

現言霊集』『満月理論』） 

○『うつが消えるノート』 

○『人間生まれ変わり 運命のビフォーアフター』 

【音声を聞く】 

〇 「佐藤康行の真我の医療プログラム」 

                                                              ほか 

【オンラインプログラム】 

〇 心の医療保険Ⓡ セルフケアプログラム 

〇 YS ひきこもり家族支援プログラム 

〇 神対応マスタープログラム 

〇 真我セルフケアプログラム（予定） 

 

【オンラインサービス】 

〇 YS オンラインカウンセリング 

〇 高次元カウンセリング(太陽のカウンセリング) 

〇    佐藤康行の真我の実践会（月額会員制度） 

                 など 
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来年 1月～の各カリキュラムのご予約方法 

 

会場開催のカリキュラム 

3 時間集中カリキュラム・パーソナルワーク・実践クラス・2 時間グループクラス 

❖YS カウンセリングセンターのカリキュラムのご予約も YS こころのクリニックで承り

ます。YS カウンセリングセンターに直接お申込みいただくこともできます。 

❖2023 年 1 月のカリキュラム予定表で、各カリキュラムの開催日程をご確認いただき、 

 ご希望のカリキュラムをご予約ください。 

❖各カリキュラムごとの定員にご予約数が達した場合は、キャンセル待ちとなります。 

 

 オンラインカリキュラム 

 

３時間集中カリキュラム・パーソナルワーク・実践・瞑想・太陽カウンセリング 

❖オンラインのカリキュラムは、すべて個別対応（マンツーマン）で実施しますので、 

ご希望の日程をお知らせください。担当カウンセラーと日程調整の上で、ご予約日時を 

確定いたします。 

 

 

自費コース「うつ病寛解 90 日コース」・「心のリハビリ回復プログラム」など 

❖自費コースのお申込みは、YS こころのクリニックおよび YS カウンセリングセンター

で承ります。 

❖詳しいお申込み手続きの方法をご案内いたしますので、下記までお問い合わせください。 

 

 

【ご予約方法】 

 ① オンライン予約を利用する   

        ☞ https://shingaclinic.reserve.ne.jp/  

 ②メール・お電話で予約する  

☞ YS こころのクリニック 

TEL：03-6458-8804  mail：info@shingaclinic.com 

    ☞ YS カウンセリングセンター  

TEL：050-1807-2069 mail：kaifuku@ys-method.jp 


