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夏目漱石の病歴と生活（十）

広島文化学園大学大学院看護学研究科

森　下　恭　光

■　緒　言

　先に発表した九稿までは夏目漱石が生存した期間における病歴と生活について論述したものであっ
た。そこで一応，同論題の下に行う研究は終了したと考えられるものゝ，夏目漱石のばあい，その存在
意義の大きかったことが，死後になって改めて知られるという事例のあることに着目し，本稿では夏目
の死後になって，より鮮明になったことを三点に分けて論究する。
　第一点は，夏目の死の直後に行われた病理解剖によって明らかになったこと。
　第�二点は，夏目の葬儀という局面で明らかになったこと。とくに，導師をつとめた釈宗演との関係，
ひいては禅との関係。

　第三点は，夏目の闘病に深くかかわった医師，杉本東造，尼子四郎，真鍋嘉一郎との関係。
　以上の三点について論究する。
　論究に用いる資料としては，まず，本人によって記述された日記，断片，書簡，本人の談話，創作に
反映している部分。次に，本人の身辺にある者（夫人・家族）による談話，記述。及び，友人門下生に
よる談話，記述。さらに，研究者によって究明された内容。そして，解剖を行った長与又郎の「夏目漱
石氏剖検（標本供覧）」と題する講演内容。
　以上の資料を中心として論考を進めていく。

■　解剖と剖検

　大正五年（1916年）十二月九日午後六時四十五分，夏目漱石（本名金之助）は永眠した。臨終に立ち会っ
た人達を遠ざけた後，妻の鏡子は，主治医の真鍋嘉一郎に対して，まずその尽力に対して謝意を告げた
後に，「ここで一つお願いがございます。というのは外

ほか

でもございませんが，どうか私どものお礼心まで
に，この死体をおあづけいたしますから，大学で解

かい

剖
ぼう

してくださいませんか1）」と申し出る。
　真鍋は，その意外な申し出に驚くと共に，死亡原因を究明するためには願ってもない申し出として快
諾する。
　妻鏡子の申し出は，他者から促されたものではなかったが，その場に現われた松根東洋城に門下の代
表として同意を求め，松根もそれに賛同する。鏡子のこの申し出の背景には五女雛子を原因不明のまゝ
失った過去があることを鏡子本人が述懐している2）。
　翌日の十二月十日，解剖が行われたのは，東京帝国大学医科大学病理解剖室であり，そこには，鏡子
を除いて，親族，門下生（代表・小宮豊隆，真鍋嘉一郎）の他に医師尼子四郎，杉本東造等も立ち会う。
解剖は午後一時四十分から長与又郎の執刀で，頭部から行われ，次に腹部を開き，三時二十分に終って
いる。頭部と腹部に限定した病理解剖であった。
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　脳髄と他の内臓患部はアルコール漬にして，参考資料として，医科大学に保管される。
　執刀にあたった長与又郎3）が，夏目が生前に胃潰瘍で入院した胃腸病院院長，長与称吉の弟であった
ことは，解剖担当者となる背景として何らかの意味を持ち得たのではないか，と推察される。
　この病理解剖にあたり，解剖が頭部と腹部に限定されていることは，それらの２つの部位が解剖する
動機，理由として大きな意味を持つということであろう。
　その動機・理由は当然存在するはずであるが公表されていない。その理由を推測させる要因の１つに，
解剖に立ち会った医師の専門分野と夏目とのかかわりがある。
　真鍋嘉一郎は，夏目が松山尋常中学校で英語教師をしていた時，夏目から英語を教わり，その能力の
高さを相互に認めた師弟関係にあり，東京帝国大学医科大学卒業後は物理療法を専門とする臨床医学者
となり，糖尿病治療で夏目にかかわり，主治医となっている。
　尼子四郎は夏目の家庭医で，夏目の精神状態について鏡子夫人より相談を受け，精神病の一種ではな
いか，と診断した経歴がある。
　杉本東造は，夏目が入院治療した長与胃腸病院の副院長であり，胃腸の専門医である。
　真鍋，尼子，杉本は以上によって夏目に深いかかわりがあり，患者としての夏目の性情について多く
の情報を持つ医師であったことは明らかである。そのことは，解剖の部位が頭部と腹部に限定された理
由の大きな要素になるはずである。
　次に考えられる理由は，鏡子夫人自身の意向である。鏡子夫人による述懐にその記述はないが，研究
者による，それの指摘がある4）。
　遺族，とくに妻として夫の解剖依頼をした鏡子にとって，明治二十九年（1896年）以来，約20年にわたっ
て生活を共にした夏目は誰よりも長く持続的に真近に接触した存在である。その夏目の解剖部位が頭部
と腹部に限定されているということは，鏡子夫人にとって精神作用にかかわる頭部と胃病にかかわる腹
部が最も関心のある部位であり，その部位を解剖することにより明らかにし得ることがあるならばそれ
を実現してほしいとの願望を持つのは自然であった。
　長与又郎執刀による解剖の結果は，大正五年（1916年）十二月十六日に講演という形で執刀者長与又
郎自身により公にされた。
　鏡子夫人は講演会には出席していないが，講演内容は「夏目漱石氏剖検（標本供覧）」と題して日本消
化機病学会雑誌（大正六年三月三十日刊）に掲載された。本論文では，漱石夫人による「漱石の思ひ出（後
篇）」所収の講演内容全文（171 ～ 182ページ）を用いる。　
　講演の冒頭で長与は，解剖が遺族の特志によるものであることを紹介した上で，その目的は，夏目の
脳を研究することと夏目が最も悩まされ，同時に死因となった消化系統を調べることにあり，解剖は脳
と腹部に限定され，胸部その他に及ばなかったことを明らかにしている5）。
　脳については，標本を持参している，とことわった上で，その重量は1,425グラムで男性の平均重量が
1,350グラムであるのに対し，やゝ重い程度であることを告げ，その上で，脳の重量と能力との関係に触れ，
一般的には重量と能力は比例するが例外のあることにも言及し，具体例をあげている。夏目の脳の重量
は平均値よりもやゝ重いだけであるから重量だけからはその能力を論じられないことを論外に暗示して
いる6）。
　次に重量以外に脳の能力を示す標徴に脳の廻転があることを告げ，脳の表面にある廻転が夏目におい
ては非常によく発達しており，とくに左右の前頭葉と顱

ろちょうぶ

頂部（注：頭頂部の意）が発達し，とくに右側
が複雑であることが明らかである，とする7）。脳についてはそこまでにして，本題の消化機6）系統の領域
に話題を転じている。
　消化機

ママ

系統の話題の前段で長与は，病歴を語る。その資料は，胃腸病院保存の資料と真鍋によって貸
与された資料による，とことわった上で病歴を紹介し，胃の方は明治三十七，八年（1904 ～ 1905年）ご
ろから悪化し，四十三年（1910年）八月二十四日の修善寺の大吐血で人事不省に陥ったこと，そして最
終段階になる大正五年（1916年）十一月十六日に始まり十二月九日の死に至るまでの経過を日時を順に
たどり詳細に医学上の数値なども含めて報告している。
　講演の核心となる解剖所見において，夏目の胃潰瘍は胃の幽門輪から手前５センチメートル離れたと
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ころに長さ５センチメートル，幅1.2から1.5センチメートルの楕円形をしており，この部分に多数の血管
が露出し，十一月二十一日，十二月二日の出血が確認できたと告げ，さらに，この部位とは別に幽門部
に近い個所に３個の小瘢痕があり，その中の壁が厚くなっているところが明治四十三年（1910年）八月
に起きた修善寺の大吐血の痕跡ではないか，と述べている8）。
　以上の報告を終えた後に，付け加えての話とことわった上で，夏目のような天才肌の人に往々見られ
る種々の性質の例として追跡狂

ママ

のような症状が近来になってから夏目に見られたことをとりあげている9）。
そのような情報は家庭医の尼子から得ていると考えられるが，その追跡症を糖尿病に関係する症状と考
える研究のあることを外国の研究事例をあげて述べている。さらに付言して，天才と種々の精神症状と
の関係を外国の著作をあげて夏目のばあいの解釈事例としている。しかし，それらの話題はあくまでも
脳に関する研究を未だしていない段階でのことゝして受け取られたい，との含みを持たせて講演は締め
くくられている。

■　葬儀の前後

　夏目の葬儀は大正五年（1916年）十二月十二日午前十時より青山齋場で行われた。解剖が行われた２
日後である。葬儀の前後の模様は鏡子夫人の述懐によって昭和三年（1928年）十月九日付10）で公にされ
ている。
　当事者として，最も夏目に近い立場にある夫人の述懐であるから，仮にそこに誇張や誤認があるにし
ても切実な心情の込められたものであることを尊重し，ここに資料として用い葬儀前後の模様を明らか
にしたい。
　まず，佛事の形式については，通常であれば夏目家累代の菩提所本法寺によることになるところを生
前に夏目が眞宗の寺である本法寺を嫌っており，自身を葬る時は禅宗によって欲しい旨の発言をしてい
たこと11），重ねて，導師に釈宗演さんをと提案すると夏目はこれに賛同したことを想起し12），鏡子は，
中村是公（注：経歴は後に紹介する。）にこれを伝える。
　中村は，早速，鎌倉円覚寺に釈宗演を訪ね，夏目家の意向を伝えると，宗演はこれを快諾し，葬式の
前に霊前に焼香し，位牌に戒名を記した。「文献院古道漱石居士」がそれである13）。宗演は，手次ぎ寺と
して小石川茗荷谷の至道庵徳雲寺を紹介し，佛事はこの寺が営むことになる。
　ところで釈宗演と夏目はどのような関係にあったのであろうか。両者が接触した最初の時点は，明治
二十七年（1894年）十二月二十三日で，友人の菅虎雄14）にすすめられ鎌倉の円覚寺を訪ねた時である。
塔頭・帰源院に入った夏目は雲水の釈宗活に導かれて釈宗演にまみえた。この時宗演は35歳位であって
円覚寺の管長をつとめていた15）。夏目に対して宗演は公案を与える。このことについては，明治四十三
年（1910年）三月一日から六月十二日まで朝日新聞に連載された『門』十八に主人公野中宗助16）が老師（宗
演）から「父母未生以前本来の面目17）は何だか，それらを一つ考えて見たら善かろう18）」と言い渡され
る場面に表現されている。この公案に対して宗助が出した答えは，『門』には記されていない。
　ただ，老師の「もつと，ぎろりとした所を持って来なければ駄目だ19）」と簡単に退けられる。『門』に
おける宗助は，結局，達成感ないままに禅寺を後にする。実体験から約15年経過した時点で執筆された『門』
において作品の重要な主題として禅を導入していること，そして，そこにモデルとして釈宗演が用いら
れていることは，夏目と宗演の関係を考える上で重要な意味を持つであろう。
　ところで，『門』が執筆された明治四十三年（1910年）は夏目の健康に重大な危機が訪れた年で，六月
十八日に長与胃腸病院に胃潰瘍の疑いで入院し20），七月三十一日に退院。その後静養目的で赴いた修善
寺で吐血を繰り返し，八月二十四日には500グラムの大吐血を起こし人事不省に陥っている21）。
　健康上の危機は『門』を書き終えた後に訪れたのではあったが，危機に至る前段階はすでに執筆中に
始まっていたと考えるべきであろう。
　宗演の夏目に関する印象は，談話によって伝えられている22）。それによれば，夏目が宗演に直接会っ
たのは２回であり，初回の明治二十七年（1894年）時についての記憶は明確ではない。したがって鮮や
かな印象もなく，参禅が夏目の人生観や芸術観にどのように影響しているのかは知る由もない，と語る。
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夏目を知るのは，『門』が宗演に届けられ，その中に老師（宗演）とのかかわりを表現した箇所のあるこ
とを示されたのが初めてである，とする。２回目は，中村是公（当時満鉄総裁）を伴い鎌倉へ出向き，
中村が宗演に満鉄の若い社員に講演をして欲しい旨依頼した際の初回から時を隔てた大正元年（1912年）
であり，夏目が３回目に宗演を訪ねたのは，重病の床にある時であったから，宗演は夏目の見舞いのあっ
たことを後になって伝えられたということである23）。以上の談話内容からすると，宗演と夏目の関係は
親密とはいえない。
　しかし，談話の中で宗演は，禅の目的である「自然との融合」という境地に夏目があり，そこから創
作が生み出されたと考えられ，芸術家としての夏目はよく知らない立場ではあるが，その人間としての
風格，生まれながらに禅味を帯びた人柄が認められる，とする。
　あくまでも感想，印象を語る形をとってはいるが，葬儀の導師役を承諾し，戒名も考案したという事
実を考えると，直接に接した機会はきわめて少ないながら，夏目に対して透徹した洞察力を働かせてい
たことがうかがわれる。
　夏目の死後，解剖の前に行われた処置で特筆されるべきこととして，夏目のデスマスクの作成がある。
これを提案したのは森田草平である24）。二男伸六によれば，その提案は異議なく認められ，彫塑家の新
海竹太郎が製作にあたることとなる。その過程は詳細に伸六によって伝えられている。製作の過程は制
作者にとっては通常の過程，手順で行われたはずであるが見守る者達にとっては耐え難い程の心理的苦
痛を与えたものであったようで，発案者の森田は提案を撤回したい気持ちになったという25）。原型は十
日午前一時ニ十分に完成する。
　デスマスクは製作者自身の主張，すなわち，同じ型から何面も造ると云うことは良心的な作品を製作
する上からも不都合である，との趣旨に従い２面だけ製作された。その中の１面は夏目の家で保存，他
の１面は朝日新聞に寄贈されることになった。原型は製作者が所有する。
　デスマスク原型が完成した十日午後一時四十分より鏡子夫人の依頼による解剖が長与又郎執刀で行わ
れたのは解剖という作業の性質上，当然の順序であった。
　葬儀については，中村是公26）が葬儀委員長に選ばれ，実行の指揮をとる。中村は夏目と同年齢で明治
十七年（1884年）大学予備門予科で同級になって以来の親友であり，大学では中村が法科であったのに
対し夏目は文科で専攻は違い活動場面も異なるが，同宿27），共同生活，旅行（とくに明治四十二年（1909
年）九月より同年十月半ばまで満州・韓国各地を共に訪問）で行動を共にした。また，共に，釈宗演を
大正元年（1912年）九月に東慶寺に訪ねている。
　十日に解剖を終えた夏目の遺体は自宅に帰り，同日午後八時四十分に納棺が行われる。読経は海禅寺（禅
宗・臨済宗）の住職代理が行う。十一日，釈宗演は葬儀の導師をつとめる前に夏目宅を訪れて，友

・

人
・

と
・

し
・

て
・
28）（傍点筆者）焼香した後に法名を「文献院古道漱石居士」と書く。弔問客の来訪受付，翌日（告

別式）の準備，故人の思い出話など，遺族，門下生にとっては多忙な１日となる。
　十二日，午前六時半より遺族・親戚・友人・門下生などにより告別式が行われる。七時三十分より徳
雲寺の僧侶３名による読経，焼香があり，告別の人々を迎える。八時三十分に出棺。青山斎場へ向かう。
九時三十分，霊柩車は青山斎場に到着する。遺体は祭壇に安置され，「夏目金之助之柩」と大書した幟が
掲げられている。導師釈宗演は12名の式衆を従え，十時三十分，葬儀に入る。祭壇に登り，導師釈宗演
は法語を読む。
　「曾斥翰林学士名　布衣拓落楽禅情　即今乗興遽然去　余得寒燈夜雨声　如何是漱石居士　帰家穏座處
　却火洞然毫末尽　青山依旧白雲中　咄29）」
　釈宗演によってなされたこの引導は，死者を済度するため，葬儀の際，式場において導師が棺前に立っ
て説く法語によって行われるものである。
　生前，夏目に回数は少ないながら直接に面会し，言葉を交し，禅に親しみ，自己研鑽のため人生の諸
局面で格闘した夏目に向けられた法語であることを考量すると，通常のばあいには見られない内容を含
むものであった，と想像される。最後の「咄」は深く大きく式場に響いたであろう。弔辞は朝日新聞社
を代表して村山龍平，友人総代で狩野享吉，門下生有志代表で小宮豊隆の３人によって読まれる。続い
て焼香が遺族から順に行われるが，とくに二男の伸六は，焼香直後その場から飛び出す程の動揺を見せ
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る30）。十一時に焼香は終り，午後一時頃落合火葬場に到着し，荼毘に付される。

■　治療にかかわった医師３人

　杉本東造
　明治四十三年（1910年）六月六日，『門』脱稿後の夏目は長与称吉31）が院長をつとめる胃腸病院で受
診した。その結果，便の検査で潜血反応が陽性と出た上に胃潰瘍の疑いもあり，六月十八日から七月
三十一日まで長期入院となる。この時夏目の治療を担当したのが杉本東造32）で，杉本は副院長の立場に
あった。杉本が行ったのは硝酸銀投与と蒟蒻療法で胃潰瘍への治療法として一般的であった。杉本は明
治三十五年（1902年）に東京帝国大学医科大学を卒業した消化器病の専門医である33）。消化器病の専門
医としての自信をもって夏目の治療に当たっていたため七月二日に腹の火ぶくれが２カ所できたのを見
ても驚かず，むしろ治療の先行きを確信するようすを見せた。七月三十一日，無事退院となった夏目は，
院長の長与称吉の許可を得て，転地保養のため伊豆・修善寺温泉へ出掛ける。八月六日に菊屋別館に入
る。日記により六日以降の生活を確認すると，当然行われるはずの入浴が八日で途切れ，１週間程入浴
は行われなかったことがうかがわれる。八日までの日記に入浴後の不調が記されていることから入浴は
意識的に避けたと考えられる。八月十四日，入浴の記事があるが胃の不安をかかえたまゝの入浴であった。
　八月二十四日，往診を依頼された杉本副院長が到着。午後四時であった。そして，診察の結果は病状
良好であった。しかし，その日，午後八時三十分，500グラムの大吐血をし九時まで三十分ほど人事不省
に陥る。ここで杉本の行ったのは人事不省時に最後の手段として行うカンフル注射であり，その数は15
本に及んだ32）。この時のことは夏目自身により，『思ひ出す事など34）』に記されている。
　懸命の処置にあたった杉本は，夏目の病状が一応落着いた後とはいえ，翌日帰京する。長与称吉院長
重態のためである。長与称吉はこの年九月五日，腹膜炎で死去する。杉本が修善寺に再来し，診療した
のは九月二十四日で，翌日には帰京する。杉本の慌ただしい行動は，その背景に院長長与称吉が重篤な
病状下にあったこと，そして死を迎えたことがあった。
　しかし，夏目にとっては不運であったといってよい。杉本が修善寺で夏目に対し最後の診療を行った
のは十月十日であった。その翌日，夏目は修善寺を発ち，午後五時すぎに新橋停車場に着く。移動は夏
目の負担を最小限にすべく工夫して行われた。新橋停車場では家族を初めとして40人余りが迎える。そ
して，夏目は再び長与胃腸病院へ入る。病院での治療について夏目は日記，断片，書簡に記すところが
きわめて少ないので，再入院後の経過にとくに問題はなかったことが伺われるが，夏目が長与胃腸病院
を退院するのは，翌年の明治四十四年（1911年）二月二十六日であった。約５ヶ月の入院生活であった。
杉本東造は長与称吉院長の死去の後，ひきつづき同病院に勤務するが，院長に就任したのは杉本ではなく，
平山金藏であった。

　尼子四郎
　尼子四郎は明治二十一年（1888年）三月，東京帝国大学医科大学に選科が設置されたのを機に広島医
学校を明治二十年（1887年）に卒業した翌年に受験し合格する。口頭試問で内科教授の青山胤通教授を知っ
た縁で青山内科教室に入り一般内科を修める。その後，自身の重症の腸チフス罹患，神経衰弱の兆候，
腰椎カリエスの病歴を持ち，職業も開業医，勤務医（内国生命保険会社保険医）を経験した後の千駄木「尼
子医院」開業で，自身が種々な病歴を持つ夏目より２歳余り歳上の医師である35）。立地条件が近所であ
ること，見識，苦難を克服して来た人間性ということでも尼子は夏目の家庭医として格好の人物であった。
　加えて，尼子が広島県出身であることから，同郷の呉秀三（精神科医）等と「芸備医学会」を設立し
医学情報の交流を画っていたことは，後に意味を持つことゝなる。
　以上のような経歴，背景を持つ尼子四郎が明治三十六年（1903年），尼子医院を開業して間もない七月
に鏡子は，自身の体調不良について尼子医師の診療を受け，七月四日に診察の結果（軽い肋膜炎）を聞
いた折に，夏目の異常な言動について尼子に告げ，夏目の診察を依頼する。
　この要請を諒承した尼子は４，５日後に夏目宅に来訪し，夏目を診察した結果を，鏡子に告げる。それ
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によれば，夏目の症状は，ただの神経衰弱ではなく，精神病の一種ではないか36），ということであった。
しかし，精神科が専門ではない尼子は専門医である呉秀三の診察を受けることをすすめる。ここで尼子
が呉秀三を推薦した背景には尼子と呉が同郷（広島県）で，「芸備医学会」を通じて交流があったという
事実が連想される。
　尼子が夏目を精神病の一種ではないか，ともらした一言で，六月中旬以降，とくに激しくなって来て
いる夏目の日常的異常行動は精神病の症状ではないかとの思いに鏡子はかられて行く。そこで鏡子は夏
目がしばしば「里へかえれ37）」と面と向かって言っていることも考え，七月十日頃から九月十日前後ま
で牛込区矢来町（現・新宿区矢来町）にある中根重一（鏡子の実父）宅で生活する。２ヶ月に及ぶ別居
である。事態の深刻さはこのことにより明らかである。
　さて，尼子の推薦による呉秀三の診察は実現し，鏡子は呉を訪ねて診察の結果を聞く。
　この時，呉は東京帝国大学医科大学の精神医学教室の教授であった。鏡子に対して呉は，
「ああいう病気は一生なおり切るということがないものだ。なおったと思うのは実は一時沈静しているば
かりで，後でまたきまって出てくる36）」と話す。これを聞いた鏡子は夏目の完全な治癒は望めないと告
げられたに等しいとも思える話によって，夏目との別れを考えるのではなく，夏目の病気を受け入れ，
妻として支えて行く覚悟が決まった，と述懐し37），２ヶ月に及ぶ別居を止め，夏目の元に帰ることになっ
た経緯を述懐している38）。
　この件に関する尼子の対応は，鏡子からの夏目の日常的異常行動に関する話題の聴取りから，知人の
専門医呉秀三による診療の実現まで家庭医として日は浅いのにもかかわらず，きわめて適切に行われ，
結果は有効であった。
　尼子は夏目家の家庭医として，鏡子だけでなく夏目自身からも信頼を得ていたことは，明治四十年（1907
年）八月二日付で門下生の森田米松（注・筆名草平）に宛てゝ「あの人（注：尼子）は信用してよい人
故自分が出来なければ駄目というべし39）」と書き送っていることによってうかがえる。
　明治四十年（1907年）八月は，家庭医として夏目にかかわり始めた明治三十六年（1903年）から四年
が経過した時点であり，しかも，明治三十九年（1906年）十二月には自宅を同じ本郷区ではあるが千駄
木から西片町に移していることを考量すると，距離は離れても尼子に対する信頼は変わっていないこと
が確認される。尼子と夏目家との関係は，とくに家庭医としての関係は，夏目の明治四十年（1907年）
九月の早稲田南町七への転居によって薄くなっていったのは自然の成行きというべきであるが，それに
もかかわらず，夏目の解剖に際しては，立会いの役を与えられていることには，夏目家の家庭医であっ
たという経歴が大きな意味を持ったと考えられる。

　真鍋嘉一郎
　前に論述した杉本東造，尼子四郎と異なるのは，夏目と真鍋は師弟関係にあったということである。
その師弟関係は，明治二十七年（1894年）四月，夏目が愛媛県尋常中学校に英語教師として赴任した時
に始まる。真鍋の回想によれば「私なぞには特に親切にして下すって，私が其頃から医者を志望して，
独逸語に手を染めかかっていたのを知っていたため，教室で何か字義を解釈する度毎に語源の説明に加
えて，独逸語を引き合わして下すったりした40）。」と述懐する。そのような夏目金之助教師は，真鍋にとっ
ては特別の存在で，他の生徒以上に夏目を尊敬し，「大惚れに惚れてしまった41）」と最大級の讃辞を贈っ
ている。その後の両者の接触はほゞ途絶えていたが約10年を経た明治三十八年（1905年），新橋で偶然に
会う。この時夏目は第一高等学校講師，東京帝国大学文科大学講師であり，真鍋は明治三十七年（1904年）
十二月に東京帝国大学医科大学を卒業し，明治三十八年（1905年）一月に同大学副手に就いていた。同
じ大学に勤務する身であるならば，もっと早い時点での接触があってもよいと考えられるが，それはな
かった。しかし，この時を契機として両者の関係は新たな展開を始める。すなわち，師弟関係と医師と
患者の関係が併存する関係である。
　しかし，複雑ではあるがこの関係は信頼関係が根幹にあり，双方にとって有効に作用した。具体的に
この関係が顕著な形で展開するのは大正五年（1916年）に入ってからである。いうまでもなく夏目の最
晩年であり，年末に死を迎える年である。
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　新橋で出会った頃，夏目はすでに糖尿病を患っていたので，真鍋は夏目の尿検査をする程度の接触は
していたが，それが頻繁になったのが大正五年（1916年）で，この年早々に，夏目は左肩の鈍痛を訴え，
一月十四日夜には左腕の激痛で安眠できない程に悪化する42）。夏目はこれをリウマチと考え，湯河原で
転地療養するが効果は見られない。四月十八日，真鍋の診察の結果，肩腕の痛みは糖尿病によるものと
判明し，約３ヶ月にわたり検査と治療を受ける43）。その結果，七月九日付の手紙で真鍋に「御蔭様で糖
分も減退腕の神経痛も癒りました44）」と感謝の意を伝えている。しかし，糖尿病は治癒していないため，
真鍋からの指導・指示を受けることはつづく。
　ところで，夏目とのかかわりが糖尿病の検査と治療で展開していたのに加えて胃腸病とのかかわりが
始まったのは，四月に夏目の主治医である長与胃腸病院の須賀保医師（注・杉本東造ではない）が急逝
したことによる45）。その後，真鍋は夏目の主治医46）として臨終に至るまで献身的治療にあたる。その様
子を鏡子は，「傍の見る目にも実に一生懸命なもので，御自分の身が細るほど尽くして下さいました。」と，
述懐している47）。しかし，真鍋を中心とする医師団（阿部宝作，宮本叔，南大曹，井上文蔵，加藤義雄，
尼子四郎）の懸命の処置にもかかわらず，十二月九日午後六時四十五分，真鍋嘉一郎，阿部宝作は聴診
器を心臓に当てた後，夏目の死を伝える。
　夏目と真鍋の師弟としての関係，患者と医師としての関係は，事実としてはここで終るが，夏目を失っ
た真鍋の歎きは深く，その心境を「思慕の鐘の音がいづこともなく鳴り出でて止まぬような思いである。48）」
と語っている。

■　結言

　本稿によって明らかになったことは次の三点である。
　第一点は，夏目の死因は胃潰瘍であったことが解剖の結果，明らかになった。胃癌ではなかった。解
剖記録に癌に触れる記述がないからである。
　第二点は，夏目の葬儀の導師をつとめた釈宗演の談話によって，夏目の禅的資質を宗演が認めていた
という事実が明らかになった。
　ただし，事柄の性質上，客観的事実の存在によって証明されることではない。
　第三点は，患者と医師の関係において最も必要で大切なことは，両者の間に確固たる信頼関係が成立
しているということである。具体的事例としては真鍋嘉一郎との関係を典型とし，尼子四郎との関係が
それに次ぐ。杉本との関係については明確には確認できない。
　本稿によって明らかにできなかったことは，夏目に見られた異常な言動が何に起因するものであるか，
という点である。夏目の解剖を行った長与又郎は明治四十四年，33歳の時に東京帝国大学医科大学の病
理学病理解剖学の教授に就任しているが，解剖の結果についての講演の中で，夏目の異常行動，とくに，
追跡症（注：長与は追跡狂という）と見られる行動の原因に，糖尿病が関係する可能性を述べているが，
決定的見解と言える内容ではない。したがって本稿によっては明らかにならなかったこととせざるを得
ない。

（注）
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