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『むかしMattoの町があった』
（マルコ・トゥルコ監督, 2000年）

『輝ける青春』
（マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督
2003年）

『人生、ここにあり！』
（ジュリオ・マンフレドニア監督

2008年）



『ふたつめの影』
シルバーノ・アゴスティ監督, 2010

『歓びのトスカーナ』
パオロ・ヴィルズィ監督,  2016



１ 『むかしMattoの町があった』（原題C‘era una volta la città dei matti... ）マルコ・トゥルコ監督
2000

２ 『輝ける青春』（原題 La meglio gioventù）マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督 2003

３ 『人生、ここにあり！』（原題 Si può fare）ジュリオ・マンフレドニア監督 2008

４ 『ふたつめの影』（原題La seconda ombra）シルバーノ・アゴスティ監督 2010

5 『La pecora nera』 (Ascanio Celestini, 2010) （イタリアの精神医療、狂人）

6 『Pulce non c’è』 (Giuseppe Bonito, 2012) （自閉症、アスペルガー、小児愛）

7 『歓びのトスカーナ』（原題 La pazza gioia）パオロ・ヴィルズィ監督 2016

8 『Abbraccialo per me』 (Vittorio Sindoni, 2016) （精神障害）

9 『Riccardo va all‘inferno』 (Roberta Torre, 2017) （狂気、精神障害）

10 『Fortunata』 (Sergio Castellitto, 2017) （精神療法）



イタリア精神保健改革の主導者
フランコ・バザーリア(1924-1980)

・イタリア北東部の町ヴェネツィア生まれ
・パドヴァ大学医学部で精神医学を学ぶ
・反ファシスト活動で半年間投獄
（全制的施設への嫌悪 刑務所≒マニコミオ）（『バザーリア講演録』p69-70)
・実存主義・現象学に出会う
（伝統的な医学を批判的にとらえるための視点）

ヴェネツィア

トリエステ
(1971-79)

ゴリツィア
（1961-69)

ローマ
(1979-)

パルマ
(1969-71)



1961年(37歳）―精神病院の実情を知る―
・左遷されて、ゴリツィアの精神病院の院長に

「ゴリツィアには、500床を備えた病院が
あり・・・その病院は、これ以上ない惨
憺たる状況で・・・」

（『バザーリア講演録』p25-26)

「身につけた精神医学の素養など欠陥だらけ
で・・・」（『バザーリア伝』p38）

⇒マニコミオは治療のための場ではない！

⇒病院内部の改革に着手 (現在の日本は？)

・窓の鉄格子の除去
・拘束衣の使用禁止
・白衣の着用の廃止



イタリアの精神保健改革
―社会全体を巻き込んだ運動―

・市民の説得 ―施設と地域のあいだの壁を破壊―

・精神病院の内実を社会へ告発
（ドキュメンタリー番組『アベルの園』,写真集
『Morire di classe』,著作『否定された施設』）

・人的ネットワークの活用（著名なアーティスト, 作
家, ミュージシャンなどが改革に参加）

（『バザーリア伝』3章参照）

・政党や政治家との連携 ⇒180号法の成立へ



―1978年、180号法成立 ―

・新たな精神病院の建設を禁止
・既存の精神病院への新入院の禁止
・精神病院の段階的な閉鎖

⇒地域精神保健サービス網の構築へ

・1999年 全国の公立精神病院が閉鎖
・2017年 司法精神病院が閉鎖



・日本語で唯一のバザーリアの著作
・1979年の「ブラジル講演」が収録
・最晩年の講演録で、バザーリアの哲

学と実践が凝縮して語られている

・イタリアの精神保健改革の立役
者、ミケーレ・ザネッティの著作

・イタリアの改革の全体像が、バ
ザーリアの生涯を通じて語られる

・社会運動としてのイタリアの改革

・大熊一夫氏の著作
・日伊の精神医療を対比的に描

き、日本の精神医療の惨状に
警鐘をならす一冊



「自由こそ治療だ！」というモットー



退院しても頭は入院状態

「…からの自由」だけでなく「…への自由」も取り返すために

出所：
Ugo Guarino



蛇に自由を奪われた男の寓話

「蛇は男の中に居座り続け、自分の意
志を命じるようになった。ある朝、男
は蛇が去っていったことに感づき、再
び自由の身となった。しかし、男はも
はや自由があってもどうしたらよいの
か分からないことに気が付いた。男は
何かを欲したり、何かを目指したり、
自分の意志で行動したりする力を失っ
てしまった」」

『精神病院のない社会をめざして バザーリア伝』48—49頁

12



社会的協同組合13か所

4つの精神保健センターは
24時間365日稼働。

各センターは住民約6万人を
カバーした区割りを担当し、
6～8ベッドをもつ。

無休、危機介入、昼間の救急
、往診
トリエステ大学精神科診療所
センターと連携。教育に従事

当事者自助グループ
ボランティア団体

グループホーム
10軒60人

総合病院のSPDC

精神科診療治療
サービス 6ベッ
ド

昼夜通して救急
活動

刑務所・拘置所
への往診サービ
ス

トリエステの地域精神保健サービス

13出所：大熊一夫『精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本』115ページより作成



二つの治療文化
入院モデル ospitalisazione 歓待モデル ospitalita’

施設の定める規則にしたがう 規則は共有され柔軟にきめられる

施設の時間割にそった生活をする 利用者の欲求に応じた時間調整をする

施設で定められた職員―患者の役割 形式ばった関係をできるかぎり止める

日常生活と分離した危機対応 危機状況の前後最中も治療を継続

施設内に滞留 保護や静養のときだけ個室利用

患者としての役割が強く求められる 治療の主人公になることが強く求めら
れる

社会とのつながりは最小限に 社会とのつながりを最大限に

扉の施錠、隔離室、拘束、暴力の傾向 オープン・ドア・システム

疾病・症状・器官に焦点を当てた
パラダイム

危機・経験・人間に焦点を当てた
パラダイム

出所：Mezzina R、 Johnson S (2008) Home treatment and ‘hospitality’ within a comprehensive community 
mental health centre。 In Johnson S、 Needle J、 Bindman JP、 Thornicroft G (Eds)、 Home treatment and 
crisis resolution in mental health (pp 251-265), Cambridge、 UK: Cambridge University Press



精神病床数の各国比較

15
資料：OECD Health Data 2002 （1999年以前のデータ）

OECD Health Data 2007 （2000年以降のデータ）
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出典：厚生労働省医療計画（精神疾
患）について（平成２４年４月２７日
説明会資料）

日本

絶対数：世界の精神病床の総
数175万のうち日本は約2割。
相対数：日本の2.8床/1000人
は、世界の平均0.25床/1000
人の10倍。


