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女の子（8 歳）は、母親がまだ病院にいて、すぐにも家

に戻ってくると思っているが、彼女の母が、もう帰らな

い人となり、二度と会えないのだということを理解でき

ない、、 彼女の母とは既に日向と日陰に分けられてしま

ったのだ。（写真は The Paper：澎湃からのキャプチャー） 

 

道路を渡る際に踝を犬に咬まれた 

少女の母親龍＊さんは、今年 32 歳。 実家は重慶にあ

るが、9 年前に宝鳩の男性、馬洪周氏と結婚。 夫婦は西

安市棗園西路に住み、楊陵（宮本注： 咸陽市にある）に

ワイン販売会社を作り、業務の殆どは西安で行われてい

た。 

06 月 20 日午後、龍さんは、突然イヌに咬まれた。速やかに狂犬病のワクチンを注射すれば大丈夫と誰も

が思っていたが、（その後の）事態の進展は、受け入れがたいものとなった。 

昨日午後、夫の馬洪周さんは、06 月 20 日午後 5 時ごろ、龍さんは西稍門の交差点近くにあるホテルで荷

物を見張っていたが、ホテルは十字路の北側 100 メートルほど東にあり、彼女が西側から道を渡ろうとし

た際に、中間で、一匹のイヌに咬まれてしまった。帰宅後に、妻はそのイヌと彼女が正面から向き合い道

路を渡っていた時に、『イヌが身を翻してきて左側の踝を咬んだのよ』と語ってくれた」と説明。 

龍さんが家人に語ったところでは、「イヌはチンに似た体長 60 センチほどのものだが、鎖はつけられて

いなかった。 すぐに注射をしに行かなくてはと考えたが、それ以外のことは考えもしなかった」という。 

 

狂犬病と呼吸不全で死亡 

その後、龍さんは西安市中心医院救急外来を受診、左足踵の咬傷と診断されると同時に、狂犬病のワク

チン接種を受けた。 この後、龍さんは医師の指示により狂犬病ワクチンを 3 回接種したが、7 月 13 日にな

って彼女は、左の足に麻痺を感じるようになり、その後脊椎に痛みが出だし、同時に急速な頻尿を生じた。 

馬洪周さんが思い出しながら語ってくれたのは、その当時、彼らにはイヌに咬まれたことと結びつけて

考えたことはなかったのだが、彼女はそれでも市中心医院の泌尿器外科と骨科に行き、薬を服用していた

にも拘わらず、なにも効果がなかった。 

07 月 16 日、自宅付近の診療所で、点滴を受けたが、状態は好転せず、歩くのも困難になった。 17 日、

龍さんは、ある病院に行き、神経内科と感染科が一緒に診断したところ、初期診断で狂犬病とされた。 

龍さんの嘔吐症状がより悪化、17 日夜、彼女は、西安市第八医院に転送され、18 日午前 4 時ごろには意

識レベルの低下が酷くなった。 龍さんは、午前 6 時 50 分頃、治療の甲斐なく死亡。 西安市第八医院が提

出した『住民死亡の医学証明（推断）書』上の死亡原因一覧には、『狂犬病』、『呼吸衰弱』と書かれていた。 

 

昨日最後のワクチン接種 

昨日午後、龍さんの遺体が病院から葬儀場に移された。 馬洪周は目に涙を溜めながら、娘さんがホテル

にいるのだが、（彼女に）どのように告げたらよいのか判らないのだと語った。 

華商報道記者は、龍さんが西安市中心医院の『外来病歴』では、診察時間は 06 月 20 日 18：09 とあり、

現在の病状は『左足踵を咬まれて後 1 時間』とあった。 体のチェックをしたところ左足踵に多くの咬み傷

跡が見られ；二級暴露として処理された：即ち、 

 

処理：（記者による誤記が含まれています。 後ろに修正版をつけておきました） 

二級暴露： 

１． 傷口の洗浄； 

２． 直ちに筋肉注射 5U； 

３． 頭部、手、会員部の免疫低下によりヒト用の免疫グロブリン 20TU/KG（記者による『20IU/KG』の



転記ミス）を注射； 

（この１～３については、謄訊（QQ コム）の写真を見たところ、華商報記者の『転記ミス』が目立ちま

したので、下の写真に基づき、四角く囲った下記赤文字のように改めて記述してみました） 

 
 

処理（写真に基づく修正後の内容）： 

二級の暴露： 

１． 傷口の清浄；直ちにヒト用狂犬病ワクチンを筋注 2.5U； 

２． 破傷風抗毒素 TAT を 1500U 注射； 

３． 頭部、手、会員部の免疫低下により（老人・児童用）ヒト用の免疫グロブリン 20IU/KG 注射； 

４． 以下の日程で再診のこと（08：00～20：00 迄。 必ず遵守のこと） 

即、受傷後 0 日目の 6 月 20 日、3 日目の 6 月 23 日、7 日目の 6 月 27 日、14 日目の 7 月 4 日、28 日

目の 7 月 18 日 

  [注意]：ワクチンの接種フロー：（この部分は記事にはありませんが写真にはあります： ご参考まで） 

毎回急診外来で再診受付 ―  医師によるワクチン処方 － 薬局でワクチン受取 － 看護師によるワクチ

ン接種 － 30 分間の観察 

 

病歴上には、注射の時期について記述されている（最初の一回目は受傷後 0 日目の 6 月 20 日；第二回は

受傷後 3 日目の 6 月 23 日、第三回は受傷後 7 日目の 6 月 27 日、第四回は受傷後 14 日目の 7 月 4 日、第四

回は受傷後 28 日目の 7 月 18 日となる。 

馬洪周さんは、最初からの四回目までは全て日程通りに、毎回ワクチン接種をしていたし、『病歴』上に

は医師と看護師の署名があり、昨日は第五回目の接種日に当たり、接種される当人がいなくなるとは思っ

てもいなかったと語る。 

（この病歴書には、ワクチン接種日と医師・ナースの署名はありますが、ワクチンのロットナンバー等

が記載されていないため、使われたワクチンの詳細が不明。 これにより、中国国内では、偽薬では？或い

は品質管理がされていなかったのでは？といった声も上がっているようです） 

 

>>医師のアドバイス 

狂犬病の発作には多くの原因 

イヌに咬まれた場合には真っ先に傷口の徹底処理と狂犬病ワクチン接種を 

昨夜、西安市第八医院感染二科の李燕平主任は、家族の供述をもとに、龍さんの狂犬病ワクチン接種は、



非常にタイムリーなものであったが、予想外のことが起きる可能性も多いのだ、と語った。 

 

１． ヒトを咬んだ野良犬の体中に狂犬病ウィルスが多く存在し、強毒性のものだったかもしれない； 

２． イヌの咬傷の場合傷口が大変深く、傷口の処理を徹底できていないことも考えられる； 

３． 或いは、ワクチン接種の前に、狂犬病ウィルスが既に神経に沿って蔓延し始めており、最期に中枢

神経に損傷を与えたことで呼吸不全になったことも考えられる； 

４． また、ワクチン接種後に、患者体内で抗体が産出されず、狂犬病ウィルスが神経に沿って広がった

可能性もある。 また、これは、患者個人の免疫状況とも大きな関係があり、免疫力が低下した人の

場合、このウィルスへの抵抗力が無くなっていた可能性もある。 

李燕平主任は、「狂犬病の潜伏期間は一般に 3 日から数か月だが、最長では 10 年以上にも達するが、平

均的には 1～3 か月とされている。 狂犬病は、一旦狂犬病と確診された場合、その死亡率は 100％であ

る」と語った。 

李燕平主任は、龍さんがこの状況に遭遇し、考えられるのは、野良犬或いは狂犬病のイヌが、イヌの体

内にウィルスを大量に含んでいたかもしれないということだ。 よって、発症が極めてはやくなり、データ

によると、病気のイヌに咬まれた場合の発症率は 15％で、もし速やかに傷口を洗浄してワクチンを接種し

たいた場合の発症率は 1％まで下がることもあると分析している。 

犬に咬まれたら、すぐに傷口を徹底的に処理し、狂犬病のワクチンを注射せねばならない。 

李燕平主任は、一般の状況においては、犬に咬まれた後、すぐに社区（コミュニティの衛生サービスセ

ンターのことを指すものと推量）或いは病院で傷口の処理をし、狂犬病ワクチンを接種せねばならないが、

傷口が深かったり、傷口面が広かったりという場合には、狂犬病の免疫グロブリンを用いることが必要と

なる。 規定により、市民がイヌを買う場合には、イヌの証明書が必要とされ、ペットに狂犬病ワクチンの

注射を定期的に接種させておけば、ペットに咬まれた後でも、速やかな傷口処理と狂犬病グロブリンだけ

ですみ、問題が大きくならずにすむのだ。 （中国における狂犬病ワクチンは、基本的に暴露後接種のみだ

そうです） 

 

>>もう少し知っておこう 

西安市は愛玩犬飼育の区域制限を実行 

華商報記者は、2012 年 02 月 01 日から施行されている『西安市愛玩犬飼育制限条例』の中で、三環路内

の区域と三環路外の郷鎮住民居住区や機関、企業の事業単位（機関・団体またはそれに属する各部門）、学

校、幼稚園、医院、文化遺産古跡保護区、観光地区などの地域を重点制限地区と明確に規定している。個人

が愛犬飼育申請に合致する条件とは、重点飼育制限地区内では一軒に 1 匹、一般制限地区内では 2 匹を超

えないこととなっている。 

西安市は飼い犬登録と毎年一度の検査制度を実施している。 イヌの飼育を申請する個人や単位は、所在

地区や県の公安期間で飼い犬登録手続きを採らねばならない。 登録をしていないものはイヌを飼うことが

できない。 飼育登録証は毎年一度の検査を受けねばならない。 

公安機関はイヌ類の管理情報とイヌの電子档案（個人ファイル⇒個犬ファイルとでもいうべきもの）管

理システムを構築し、電子タグで追尾監督管理せねばならない。 

このほか、西安市ではイヌの狂犬病ワクチン強制制度を実施している。 イヌの飼育者や飼育単位は、検

疫免疫証明を取得後にイヌの飼育登録或いは毎年の検査を受けることができる。犬の狂犬病免疫は、ワク

チンの有効保護期間に基づき定期的に実施せねばならない。 

イヌの飼い主やイヌを飼育している単位は、飼育しているイヌに狂犬病への感染疑いを見つけた場合、

直ちに隔離措置などの管理措置を採らねばならず、農業行政管理部門に報告をするものとされており、農

業行政部門は、国家関連規定に基づきこれを処理する。 

飼い主や飼育単位は定期的に予防接種を行わねばならず、法に基づき犬の登録、年次検査を行わねばな

らない； イヌを連れて戸外に出る場合、イヌプレートを付けて、完全な民事行為能力により引き綱をつけ

て牽引すること； 引き綱の長さは 2 メートルを超えてはならず、人込みの中では、しっかりと引き綱を引

っ張ること。 

 

>>ネットユーザーの心配 

命を奪った『狂犬』がまた人を傷つけることがあるのでは 

ネットユーザー『砕月』は、もしこのイヌがまだ生きていたら、それはまさに『狂犬』であり、非常に大

きなリスクが隠れている、早く捕まえて妥当な処理をしないとさらに多くの人が負傷することになるので

はと心配している。 



『鯨』さんは、一部の市民はイヌを飼いたいと思うがある程度時間が経つと面倒くさくなり、どうイヌ

を処理すればよいかわからないので、遺棄することを選ぶことになる。 これら捨てられた犬が野良犬とな

る。 イヌを飼うヒトたちには文化的に飼育してほしいものだという。 

陝西省の海普叡誠法律事務所の李耀華弁護士は、政府には社会の公衆安全を維持する義務があり、また、

飼い主のいない野良犬がヒトに傷を負わせる責任を暴かねばならないという。 この類の動物がヒトを傷つ

ける、或いは死に至らすことがあるという状況の下では、政府は、第一に救助システムを構築し、けが人

或いは死者の家族に経済的支援を行うべきである； 第二に、内部からの説明責任を果たし、この種事件の

発生を最大限に減少させねばならない。 

「イヌが人を襲う事件においては、もしイヌの飼い主がだれなのかが判っていれば、飼い主に賠償責任

を負わせられる； 飼い主を探し出せない場合には、例えば小区（住宅地区）で野良犬が人を襲った場合、

物業公司（物業公司とは）がその管理義務を十分に果たしていないならば物業公司が賠償の一部について

責任を負わねばならない、小区や商業地区等の相対的に密閉された環境においては、物業管理側には管理

と注意義務が存在するのだ。 もし、飼い主を探せない、或いは直接の管理人が探せない場合には、法律的

には賠償者を探すことは大変困難なものとなる」と李耀華弁護士は言う。  

華商報記者 卿栄波  撮影 黄利健 

編集責任 張廸 

 

http://news.sina.com.cn/c/2017-07-19/doc-ifyiaewh9686263.shtml 

 

Woman In Spite Of Four Doses of Vaccination after Bitten by a Stray Dog: Died of Rabies 
Xinlang news.sina.com.cn 2017-07-19 01:52 Source: HuashangNet 

 

8-year-old daughter believes her mother was just hospitalized for treatment and mam would be able to be discharged 

and getting back home soon.  The small daughter never thought of how mom had been separated from her. The bright 

and dark side of them. 

 

<Skipped the rest part of this article> 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

女子被狗咬伤后打四针疫苗 仍狂犬病发作身亡 
新浪新闻 news.sina.com.cn 2017-07-19 01:52  来源：华商网-华商报 

--------------------------------------------------------------------------------  

8岁的女儿还以为妈妈去住个院，很快就能回家，可怎么也不会想到，妈妈已经和她阴阳两隔。 

 

过马路时被狗咬伤脚踝 

小女孩的妈妈龙某今年 32 岁，老家在重庆，9 年前和宝鸡男子马洪周结了婚。两口子住在西安市枣园西路一小

区，在杨陵开了一家红酒销售公司，业务主要在西安。 

6 月 20 日下午，龙某意外被狗咬伤，大家都以为只要及时注射狂犬疫苗就可以，没想到，事情的发展让人难以

接受。 

昨日下午，马洪周说，6 月 20 日下午 5 时许，龙某去西稍门十字附近的一家饭店看货，饭店在十字北 100 米路

东，她从路西过马路，在马路中间，被一条狗咬了，“她当晚回去说，狗和她迎面都走过了，狗又转过身来咬她，

左腿外踝和内踝都被咬伤。” 

龙某给家人说过，那是条长约 60公分的狗，类似于哈巴狗，没人牵。当时着急着去打针，也没有顾上其他的。 

 

死于狂犬病呼吸衰竭 

随后，龙某前往西安市中心医院急诊科治疗，被诊断为左踝狗咬伤，并及时注射了狂犬疫苗。此后，龙某按照医

嘱，又注射了 3针狂犬疫苗，但到了 7月 13日，她感觉左腿发麻，后脊椎有点酸，同时出现尿频尿急症状。 

马洪周回忆说，他们当时没有和狗咬联系在一起，但龙某还是去中心医院看了泌尿外科和骨科，吃了药，可没有

效果。 

7 月 16 日，在家附近的诊所打了吊瓶，可情况并没有好转，走路都困难了。17 日，龙某去了一家医院，医院神

经内科和感染科一起会诊，初步诊断为狂犬病。 

龙某呕吐的症状很明显，17日晚上，她被转往了西安市第八医院抢救，到了 18日凌晨 4时许，昏迷加重。凌晨

6时 50分许，龙某因抢救无效死亡。西安市第八医院出具的居民死亡医学证明（推断）书上的死亡原因一栏，清楚

http://news.sina.com.cn/c/2017-07-19/doc-ifyiaewh9686263.shtml


的写着：狂犬病，呼吸衰竭。 

 

昨日该打最后一针疫苗 

昨日下午，龙某的遗体被从医院拉往殡仪馆。马洪周抹着眼泪说，女儿被安排在宾馆里，还不知道如何告诉她。 

华商报记者看到，龙某在西安市中心医院门诊病历上写着，门诊时间为 6月 20日下午 6时 09分，现病史：左踝

狗咬伤 1小时；查体：左踝可见多处齿痕；处理：二级暴露：1、清创；2、5U 肌肉注射立即；3、头面部手会阴部

免疫低下，注射狂犬病人用免疫球蛋白 20TU/KG。 

病历上清楚的写着注射的时间，第一针伤后第 0天：6月 20日；第二针伤后第 3天：6月 23 日；第三针伤后第

7天：6月 27日；第四针伤后第 14天：7月 4日；第五针伤后 28天：7月 18日。 

马洪周说，前面四针都是按时打的，每次打完，病历上会有医生和护士签字，昨天原本应该注射第五针，没想到

人就不在了。 

 

>>医生提醒 

多种原因致狂犬病发作 

被狗咬伤要第一时间对伤口进行彻底处理和注射狂犬病疫苗 

昨晚，西安市第八医院感染二科主任李燕平说，根据家属叙述，龙某的狂犬疫苗注射的是很及时的，而出现意外

的可能性较多—— 

1、咬人的野狗身体内狂犬病病毒数量多，致病力强；2、狗咬伤伤口很深，导致伤口处理不彻底；3、或者是在

注射疫苗之前，狂犬病病毒已顺着神经开始蔓延，最后形成中枢神经系统的损害，导致呼吸衰竭；4、还有可能是

注射了疫苗之后，患者的体内还没有产生抗体，狂犬病病毒已经开始沿神经蔓延。另外，这还和患者个人的机体免

疫状况也有很大关系，免疫力低下的人，有可能抵抗不了这个病毒。 

李燕平介绍，狂犬病潜伏期，一般为 3天至数月，最长达 10年以上，平均为 1 个月到 3 个月。狂犬病一旦确诊

为狂犬病，死亡率是百分之百。 

李燕平分析说，龙某遇到的这种情况，可能是遇上了野狗或者是疯狗，狗本身身体内病毒含量就很高。所以发病

较快，据统计，被病犬咬伤后的发病率为 15%，如果及时处理伤口和接种疫苗的话，发病率可以降低到 1%。 

被狗咬伤要第一时间对伤口进行彻底处理和注射狂犬病疫苗。 

李燕平提醒说，一般情况下，被狗咬伤后，应该第一时间前往社区或者医院处理伤口，注射狂犬疫苗，如果伤口

很深、面积大的话，还需要加用狂犬病免疫球蛋白。根据规定，市民养狗需要办理狗证，还需要定期注射疫苗，所

以被宠物狗咬伤后，只要及时处理伤口和注射狂犬病疫苗，问题不会太大。 

 

>>知道一下 

西安市实行划区域限制养犬 

华商报记者了解到，2012 年 2 月 1 日起施行的《西安市限制养犬条例》中明确规定，三环路以内区域及三环路

以外的城镇居民居住区、机关、企业事业单位、学校、幼儿园、医院、文物古迹保护区、风景名胜游览区等区域为

重点限养区；其他区域为一般限养区。个人申请养犬符合条件的，重点限养区内每户限养一只；一般限养区内每户

养犬不得超过两只。 

西安市实行养犬登记和年检制度。申请养犬的个人、单位应当到所在地区、县公安机关办理养犬登记手续。未经

登记，不得养犬。养犬登记证每年检验一次。 

公安机关应当建立犬类管理信息系统和犬只管理电子档案，实行电子标识跟踪监管。 

此外，本市实行犬只狂犬病强制免疫制度。养犬人、养犬单位取得犬只检疫免疫证明后，方可办理养犬登记或年

检。犬只狂犬病免疫应当按照疫苗有效保护期定期进行。 

养犬人、养犬单位发现饲养的犬只感染或者疑似感染狂犬病的，应当立即采取隔离等控制措施，并向农业行政管

理部门报告，由农业行政管理部门依照国家有关规定处理。 

养犬人、养犬单位应当定期进行犬只免疫，依法办理犬只登记、年检；携犬出户时，为犬只挂上犬牌，由完全民

事行为能力人使用牵引带牵领；牵引带不得超过两米，在行人拥挤时自觉收紧牵引带。 

 

>>网友担心 

夺命“疯狗”会再伤人吗 

网友“碎月”担心，如果这只狗还活着，就是一只名副其实的“疯狗”，存在非常大的安全隐患，应该赶快找到

并妥善处理，切勿伤及更多的人。 

网友“鲸鱼”说，有些市民一时兴起想养狗，可是养了一段时间又嫌麻烦，但是又不知道怎么处理狗，于是选择

遗弃。这些被遗弃的狗就变成了流浪狗。呼吁养狗人士文明养狗。 

陕西海普睿诚律师事务所李耀华律师说，政府有维护社会公共安全的义务，也应成为无主流浪狗伤人的责任兜底

者。在发生此类动物伤人甚至致人死亡的情况下，一方面应建立救助体系，为伤者或死者家属提供经济救助；另一



方面应从内部进行责任问责，最大限度地减少此类事件的发生。 

在狗伤人的事件中，如果知道狗的饲养人是谁，就由饲养人承担赔偿责任；如果找不到饲养人，管理人也应承担

赔偿责任，比如小区里流浪狗伤人，物业公司如未尽到管理义务就要承担部分责任”李耀华说，小区、商城等相对

封闭的环境，物业管理方就有管理和注意的义务。如果找不到原动物饲养人，也找不到直接管理人，从法律层面，

就很难找到赔偿者。 华商报记者 卿荣波 摄影 黄利健 
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