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第 92号 
『結核予防治療管理弁法』は既に 2013年 01月 19日に衛生部部務会審議を通過しているが、ここに、2013年

03月 24日より施行される事をここに予め公布する。 

 

部长  陈竺 

2013年 02月 20日 

 

結核予防治療管理弁法 

第一章 総則 

第一条  結核の予防治療活動を更に良化させるため、結核の感染と流行を有効に予防、制御するため

に、人体の健康と公衆衛生安全を保障するため、『中華人民共和国伝染病予防治療法』及び関

連法律法規をもとに本弁法を制定する。 

第二条  主に予防と予防治療を結合するという方針を堅持し、政府組織幹部や部門各がその責任を負

い、全社会が協働で参画するという結核予防治療メカニズムを打ち立てる。 

第三条  衛生部は、全国における結核予防治療及びその監督管理活動に責任を負い、県級以上の地方

衛生行政部門は、担当区域内の結核の予防治療及びその監督管理活動に籍人を負うものとす

る。 

 衛生行政部門は、関連部門と積極的に協力して結核の予防治療能力建設を強化し、着実に結

核定点医療機構や末端医療衛生機構、疾病予防管理機構における職務分担の明確化と予防治

療体系構築に協力するものとする。 

第四条  各級各類の医療衛生機構は、関連の法律法規及び衛生行政部門の規定に基づき、職責の範囲

内で結核の予防治療モニタリングや診断治療、感染制御、医療機関の患者転送サービス、患

者管理、宣伝教育などの活動を行うものとする。 

 

第二章 機構と職責 

第五条  衛生部は、全国結核予防治療計画や技術規範及び基準を制定するものとし； 医療衛生リソ

ースを統一管理し、全国の結核予防治療サービス体系の建設と管理を行い； 全国の結核予

防治療活動に対する監督・検査及び評価を行うものとする。 

第六条  県級以上の地方衛生行政部門は、管轄区域内の結核における予防治療計画を立案しこれを実

施； 管轄区内の結核予防治療サービス体系の建設と管理に協力し合い、結核定点医療機構

を指定し； 管轄区域内の結核予防治療リソースを統一管理し、結核予防治療サービス体系

に必要な政策と経費面での支持をし； 結核予防治療活動の監督・検査と成果評価を行うも

のとする。 

第七条    疾病予防管理機構は、結核の予防治療活動の中において以下の職責を履行するものとする： 

（一） 衛生行政部門の計画管理及び評価活動を支援する。 

（二） 肺結核の情勢を収集し、情報分析、モニタリングする： 速やか且つ正確に報告を上げ、結

核   とその関連情報を通知する； 疫学調査や感染処置などの活動を展開する。 

（三） 肺結核患者の治療中の規範管理の実施； 

（四） 肺結核或は疑い例及び濃厚接触者のトレース活動の展開； 

（五） 結核が多発している重点業界の人々への予防治療活動の展開： 

（六） 結核実験室の検査実施、管轄区域内の結核実験室における品質管理の展開； 

（七） 結核の予防治療トレーニングの展開、予防治療技術指導の提供； 

（八） 結核予防治療健康教育活動の展開； 

（九） 結核予防治療の応用性研究。 

第八条  結核定点医療機構は結核の予防治療活動において以下の職責を履行するものとする： 

（一） 肺結核患者の治療の責任を負い、治療期間の家庭訪問検査を実施する； 



（二） 肺結核患者の報告と登録並びに関連情報のインプットを行う； 

（三） 伝染性肺結核患者の濃厚接触者に対する検査を実施する； 

（四） 患者及びその家族に対する健康教育を行う； 

第九条 結核定点医療機構ではない病院は、結核の予防治療活動において以下の職責を履行するもの

とする： 

（一） 内設されている職能科室と人員が責任を負う結核感染報告を指示する； 

（二） 結核患者と疑い例を転院させる責任； 

（三） 結核予防治療トレーニングの展開； 

（四） 結核の予防治療健康教育の展開。 

第十条 末端医療衛生機構は、結核の予防治療活動において以下の職責を履行するものとする： 

（一） 肺結核患者の自宅治療期間における監督指導管理； 

（二） 転院や肺結核或は疑い例及び疑い症状のある濃厚接触者のトレース； 

（三） 管轄区内住民に対する結核予防治療知識宣伝。 

 

第三章 予防 

第十一条 各級各類の医療衛生機構は、結核予防治療の宣伝教育を実施し、受診した肺結核患者及び家

族に対する健康教育を行い、結核の予防治療政策と知識を宣伝する。 

 末端医療衛生機構は、定期的に管轄区内の住民に対する健康教育宣伝を行う。 

 疾病予防管理機構は、結核を患いやすい重点対象グループと重点地区に対し、的確な健康教

育と宣伝活動を行う。 

第十二条 国家免疫計画をもとに適齢児童に対し BCGの予防接種を行う。 

 予防接種活動を行う医療衛生機構は、『ワクチン流通及び予防接種管理体系』と予防接種活

動規範の要求に基づき、規定の予防接種サービスを提供する。 

第十三条 医療衛生機構は、健康診断と予防性健康検査にあたり、以下の人々に対する結核スクリーニ

ングを実施せねばならない： 

（一） 結核予防治療に従事する医療衛生人員； 

（二） 食品、薬品、化粧品の従事者； 

（三） 『公共の場の衛生管理条例』に規定されている従業員； 

（四） 各級各類学校や、託児機構の教職員及び新入生； 

（五） 粉塵或は有害な気体に暴露する人員； 

（六） 乳牛飼育業に従事するもの； 

（七） その他肺結核を拡散しやすい人たち。 

第十四条 医療衛生機構は、結核感染予防プランを制定せねばならず、規定制度及び活動規範を健全化

し、結核感染予防と制御に関連する活動を展開、各項結核感染予防制御措置を採り、医原性

感染と伝播を防止せねばならない。 

 結核定点医療機構は、以下の感染予防制御措置を講じねばならない： 

（一） 結核外来、結核病室は、国家の関連規定に合致したものでなければならない； 

（二） 環境衛生と消毒隔離制度を厳格に実施し、通風に注意すること； 

（三） ヒト型結核菌に汚染された痰などの排泄物や汚物、汚水及び医療廃棄物については、医療廃

棄物管理関連規定に基づき分類収集、暫時保管および措置を講じねばらない； 

（四） 肺結核が疑われる症状のあるもの或いは肺結核患者に必要な防護措置をとり、交差感染の

発生を避けること。 

第十五条 医療スタッフは、活動中には個人防護の基本原則を厳格に順守し、伝染性肺結核患者或いは

疑い例に接触する場合、必要な防護措置を採らねばならない。 

第十六条 疾病予防管理機構や医療機構、科学研究所などの単位の結核実験室と実験活動は、病原微生

物生物安全管理各項規定に合致していなければならない。 

 医療機構実験室における結核検査工作は、衛生部医療機構臨床実験室管理の規定に基づき、

統一的管理、品質管理がなされねばならない。 

第十七条 肺結核感染が突発公衆衛生事件となった場合、関連対応プランに基づき、以下の制御措置を

採らねばならない： 

（一） 法に基づく感染情報の報告、リスク評価； 

（二） 疫学調査と現場処置； 

（三） 発見した肺結核患者の基準化学治療管理； 



（四） 伝染性肺結核患者の濃厚接触者に対する医学観察の実施、必要な場合、本人同意取得後の予

防性化学治療実施； 

（五） 感染リスクのコミュニケーションと健康教育を展開、速やかに社会に対する流行対処状況

の発表。 

 

第四章 予防 

第十八条 各級各類の医療機構は、肺結核が疑われる症状のあるものに対し速やかに検査を実施、発見

された肺結核確診患者及び疑い例に対し、関連規定に基づき報告をあげ、且つ、患者の居住

地或は診察した医療機構の所在する地域の結核定点医療機構に転送するものとする。 

第十九条 衛生行政部門指定の医療衛生機構は、関連工作規範に基づき、エイズウィルス感染者とエイ

ズ患者に対して結核のスクリーニング並びに診断を行うものとする。 

第二十条 末端医療衛生機構は、県級疾病予防管理機構と協力し、既に報告が挙げられていながら結核

定点医療機構での診察を受けていない肺結核患者および疑い例をトレースし、結核定点医療

機構での診断を督促する。 

第二十一条  結核定点医療機構は、肺結核患者の診断をし、その中の伝染性肺結核患者の濃厚接触者に対

し、スクリーニングを行わねばならない。 

 多剤耐性肺結核予防治療を任務とする結核定点医療機構は、多剤耐性肺結核疑い例に対して

その痰から桿菌を分離培養検査並びに抗結核薬物の敏感性試験を行う。 

第二十二条 結核定点医療機構は肺結核患者の管理登録を行う。 登録内容は、患者に対する診断・治療・

管理などの関連情報を含むものとする。 結核定点医療機構は、患者の治療管理などの状況

により、速やかに患者の管理登録内容を更新するものとする。 

第二十三条 結核発生の報告、通報、情報公布は、『伝染病予防治療法』の関連規定に基づき行うものとす

る。 

第五章 肺結核患者の治療と管理 

第二十四条 発見した肺結核患者に対する基準化学治療と監督指導管理を行う。 

第二十五条 結核定点医療機構は、肺結核の患者のために合理的な治療プランをたて、基準化学治療サー

ビスを提供する。 

第二十六条 各級各類医療機構は、危篤、急性、重症の肺結核患者に対する治療責任を有しており、速や

かに患者に対する医学処置を施さねばならず、いかなる理由があっても受診に来た患者が結

核患者だからという理由で彼らのその他疾病に対する治療を拒否してはならない。 

第二十七条 疾病予防管理機構は、肺結核患者の関連情報を速やかに報告し、管轄区内の医療衛生機構が

結核患者の治療と管理を行うよう督促せねばならない。 

第二十八条 末端医療衛生機構は、在宅治療の肺結核患者を定期的に訪問し、服薬などの管理を指導する

ものとする。 

第二十九条 衛生行政部門に指定された医療機構は、関連活動規範に基づき、結核菌/エイズウィルスへ

の二重感染患者に対し、抗結核および抗エイズウィルス治療、家庭訪問による再検査と管理

を行わねばならない。 

第三十条 医療衛生機構は、流動人口肺結核患者に対し、居住地化管理を行い、現地住民と同等のサー

ビスを提供するものとする。 転出地と転入地の結核定点医療機構は、速やかに流動人口肺

結核患者情報を交換し、患者の治療と管理措置を確保せねばならない。 

  

第六章 監督管理 

第三十一条 県級以上の地方衛生行政部門は、結核予防治療活動に対し下記の監督管理の職責を行使する。 

（一） 結核の予防、患者発見、治療管理、結核報告及びモニタリングなどの管理措置の状況を監督

管理する； 

（二） この弁法の行為に対する違反行為については、非検査単位或いは個人に対し定められた期

限内に是正させ、法によりこれを処罰する； 

（三） 結核の予防と制御のその他監督管理事項に責任をもつ。 

第三十二条 県級以上の地方衛生行政部門は、関連単位に対し以下結核予防治療活動の監督管理を重点的

に強化する： 

（一） 結核定点医療機構の診断、治療、管理、情報インプットなどの活動； 

（二） 疾病予防管理機構の結核流行モニタリングと処置、疫学調査、多発・重点業界の人々の予防

治療、実験室での検査と品質管理、実験室の生物の安全、監督指導、トレーニングと健康促



進など； 

（三） 末端医療衛生機構の転院、トレース、患者の監督指導管理と健康教育などの活動； 

（四） 結核定点医療機構ではない病院の結核報告、転送、トレーニング、健康教育などの工作。 

第三十三条 衛生行政部門は、本弁法に基づき監督管理の職責を実施する際、結核予防治療活動のニーズ

に基づき、関連単位と個人の状況把握のために必要とするデータを入手し、関連地区での検

査をすることができる。公務執行中は、患者のプライバシーを保護し、患者個人情報やその

関連データなどを漏らしてはならない。 検査される単位と個人は、事実に基づき関連状況

を提供することに協力し、拒絶や妨害はこれをしてはならない。 

 

第七章 法的責任 

第三十四条 県級以上の地方衛生行政部門は、下記状況が一つでもあれば、上級の衛生行政部門から是正

を命じられ、批評が通達される； 肺結核感染や流行或いはその他重大な結果を招いた場合、

責任を有する主管人員とその他直接的責任のある人員に対し、法に基づき行政処分を行う； 

犯罪を構成するものは、法に基づき刑事責任を追及する。 

（一） 肺結核の報告責任を履行しない、或いは、肺結核感染を隠ぺい、偽り、期限内に報告しない； 

（二） 速やかな予防措置、管理措置の採らなかったことにより、肺結核を発生あるいは伝播させ

た： 

（三） 監督管理を実施しない、或は、違法行為を発見しても速やかに処置をしなかった。 

第三十五条 疾病予防管理機構が本弁法の規定に違反した場合、下記状況が一つでもあれば、県級以上の

衛生行政部門から是正命令、批評が通達され、警告されることになる； 責任のある主管人員

とその他の直接責任を持つ人員は法に基づき処分を受ける；犯罪を構成するものは、法に基

づき刑事責任を追及する。 

（一） 法に基づく肺結核のモニタリングをしない、報告職責を果たさない、或いは、肺結核感染を

隠ぺい、偽り、期限内に報告しない； 

（二） 肺結核を発見した時に、職責に基づき速やかに措置を講じない； 

（三） 故意に肺結核患者や疑い例、濃厚接触者のプライバシー情報やデータを漏らす； 

（四） 管轄区実験室の品質管理やトレーニングなど予防治療の職責を果たさない。 

第三十六条 医療機構が本弁法の規定に違反した場合、下記状況が一つでもあれば、県級以上の衛生行政

部門から是正命令、批評が通達され、警告されることになる； 肺結核の伝播、流行或いはそ

のた重大な結果を招いた場合、責任のある主管人員とその他直接責任を持つ人員は法に基づ

き処分を受ける；犯罪を構成するものは、法に基づき刑事責任を追及する。 

（一） 規定に基づく肺結核の発生を報告しない、或いは、肺結核感染を隠ぺい、偽り、期限内に報

告しない； 

（二） 結核定点医療機構以外の病院が肺結核患者或いは、疑い例を発見・確定診断した場合に、規

定に基づき転送をしない； 

（三） 結核定点医療機構が、肺結核患者或いは疑い例に対する診断治療を規定に基づき実施しな

い、或は、診察を拒否する； 

（四） 関連規定に基づき厳格な隔離消毒をしていない、結核で汚染された痰や汚物、汚水の衛生処

理を行わない； 

（五） 故意に肺結核患者や疑い例、濃厚接触者のプライバシー情報やデータを漏洩する。 

第三十七条 末端医療衛生機構が本弁法の規定に違反した場合、下記状況が一つでもあれば、県級以上の

衛生行政部門から是正命令、批評が通達され、警告されることになる： 

（一） 管轄区内の肺結核患者の在宅治療期間中に監督指導、管理職責を果たさない； 

（二） 規定に基づく肺結核患者あるいは疑い例、疑い例の濃厚接触者の転院、トレースを行わな

い。 

第三十八条 その他の単位と個人が本弁法の規定に違反し、肺結核の伝播或いは流行を招き、第三者の身

体、財産に損害を与えた場合には、法により民事的責任を問われる； 犯罪を構成したもの

は、法に基づき刑事責任を追及される。 

 

第八章 附 則 

第三十九条 本弁法に含まれる用語 

 肺結核が疑われる症状のあるもの： 咳、痰が 2 週間以上続く、及び喀血或いは血痰が肺結

核の主要症状であり、以上のいずれか一症状でもあるものは、肺結核が疑われる症状のある



もののものとする。 

 肺結核疑い例： 以下条件の一つが符合するものを疑い例とする。（１）肺結核が疑われる症

状を有する 5歳以下の児童、同時に伝染性肺結核患者の濃厚接触歴があるもの或いは結核菌

検査で強陽性となったもの； （２）エックス線画像だけで活動性肺結核と符合した病変が見

つかったもの。 

 伝染性肺結核： 喀痰塗抹検査で肺結核陽性となったものを指す 

 濃厚接触者： 伝染性肺結核患者が直接に接触した人を指し、患者の家族や同僚、同級生など

を指す。 

 多剤耐性肺結核： 肺結核患者が感染した結核菌が少なくとも同時にイソニアジドとリファ

ンピシンに対する耐性を持っているもの。 

 結核菌/エイズウィルス二重感染： エイズウィルス感染者或いはエイズ患者に活動性肺結核

が発生し、或は、結核患者がエイズウィルスに感染することを指す。 

 転院：各級医療衛生機構が疑い患者或いは肺結核患者を確診して結核定点医療機構に転送さ

れること。 

 トレース：末端医療衛生機構が疾病予防管理機構の指導のもと、結核定点医療機構にてまだ

診察を受けていない肺結核患者と疑い症状のある濃厚接触者に対する追跡訪問をし、結核定

点医療機構での診察までを追跡することを言う。 

 待ったに両衛生機構： 郷鎮衛生院や村衛生室と城市社区衛生サービス機構を指す。 
 

第四十条 本弁法は、その解釈において衛生部に責任があるものとする。 

第四十一条 本弁法は、2013年 03月 24日から施行される。 1991年 09月 12日に衛生部が公布した『結

核予防治療管理法』は同時に廃止されるものとする。 
 

http://www.moh.gov.cn/mohzcfgs/s3576/201303/727b973d5ee4403ead07e1a2a22928f6.shtml 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 
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第 92号 
《结核病防治管理办法》已于 2013 年 1 月 9 日经卫生部部务会审议通过，现予公布，自 2013 年 3 月 24 日起施

行。 

 

部长  陈竺 

2013 年 2 月 20 日 

结核病防治管理办法 
第一章  总则 

第一条   为进一步做好结核病防治工作，有效预防、控制结核病的传播和流行，保障人体健康和公共卫生安

全，根据《中华人民共和国传染病防治法》及有关法律法规，制定本办法。 

 

第二条 坚持预防为主、防治结合的方针，建立政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的结核病防

治机制。加强宣传教育，实行以及时发现患者、规范治疗管理和关怀救助为重点的防治策略。 

第三条 卫生部负责全国结核病防治及其监督管理工作，县级以上地方卫生行政部门负责本辖区内的结核病

防治及其监督管理工作。 

 卫生行政部门应当积极协调有关部门加强结核病防治能力建设，逐步构建结核病定点医疗机构、基

层医疗卫生机构、疾病预防控制机构分工明确、协调配合的防治服务体系。 

第四条 各级各类医疗卫生机构应当按照有关法律法规和卫生行政部门的规定，在职责范围内做好结核病防

治的疫情监测和报告、诊断治疗、感染控制、转诊服务、患者管理、宣传教育等工作。 

 

第二章  机构与职责 

第五条 卫生部组织制定全国结核病防治规划、技术规范和标准；统筹医疗卫生资源，建设和管理全国结核

病防治服务体系；对全国结核病防治工作进行监督检查及评价。 

第六条 县级以上地方卫生行政部门负责拟订本辖区内结核病防治规划并组织实施；组织协调辖区内结核病

http://www.moh.gov.cn/mohzcfgs/s3576/201303/727b973d5ee4403ead07e1a2a22928f6.shtml


防治服务体系的建设和管理，指定结核病定点医疗机构；统筹规划辖区内结核病防治资源，对结核

病防治服务体系给予必要的政策和经费支持；组织开展结核病防治工作的监督、检查和绩效评估。 

第七条 疾病预防控制机构在结核病防治工作中履行以下职责： 

（一）协助卫生行政部门开展规划管理及评估工作； 

（二）收集、分析信息，监测肺结核疫情；及时准确报告、通报疫情及相关信息；开展流行病学调查、疫情

处置等工作； 

（三）组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理； 

（四）组织开展肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者的追踪工作； 

（五）组织开展结核病高发和重点行业人群的防治工作； 

（六）开展结核病实验室检测，对辖区内的结核病实验室进行质量控制； 

（七）组织开展结核病防治培训，提供防治技术指导； 

（八）组织开展结核病防治健康教育工作； 

（九）开展结核病防治应用性研究。 

第八条 结核病定点医疗机构在结核病防治工作中履行以下职责： 

（一）负责肺结核患者诊断治疗，落实治疗期间的随访检查； 

（二）负责肺结核患者报告、登记和相关信息的录入工作； 

（三）对传染性肺结核患者的密切接触者进行检查； 

（四）对患者及其家属进行健康教育。 

第九条 非结核病定点医疗机构在结核病防治工作中履行以下职责： 

（一）指定内设职能科室和人员负责结核病疫情的报告； 

（二）负责结核病患者和疑似患者的转诊工作； 

（三）开展结核病防治培训工作； 

（四）开展结核病防治健康教育工作。 

第十条 基层医疗卫生机构在结核病防治工作中履行以下职责： 

（一）负责肺结核患者居家治疗期间的督导管理； 

（二）负责转诊、追踪肺结核或者疑似肺结核患者及有可疑症状的密切接触者； 

（三）对辖区内居民开展结核病防治知识宣传。 

 

第三章  预  防 

第十一条 各级各类医疗卫生机构应当开展结核病防治的宣传教育，对就诊的肺结核患者及家属进行健康教育，

宣传结核病防治政策和知识。 

 基层医疗卫生机构定期对辖区内居民进行健康教育和宣传。 

 疾病预防控制机构对易患结核病重点人群和重点场所进行有针对性的健康教育和宣传工作。 

第十二条 根据国家免疫规划对适龄儿童开展卡介苗预防接种工作。 

 承担预防接种工作的医疗卫生机构应当按照《疫苗流通和预防接种管理条例》和预防接种工作规范

的要求，规范提供预防接种服务。 

第十三条 医疗卫生机构在组织开展健康体检和预防性健康检查时，应当重点做好以下人群的肺结核筛查工作： 

（一）事结核病防治的医疗卫生人员； 

（二）食品、药品、化妆品从业人员； 

（三） 《公共场所卫生管理条例》中规定的从业人员； 

（四）各级各类学校、托幼机构的教职员工及学校入学新生； 

（五）接触粉尘或者有害气体的人员； 

（六）乳牛饲养业从业人员； 

（七）其他易使肺结核扩散的人员。 

第十四条 医疗卫生机构要制订结核病感染预防与控制计划，健全规章制度和工作规范，开展结核病感染预防

与控制相关工作，落实各项结核病感染防控措施，防止医源性感染和传播。 

 结核病定点医疗机构应当重点采取以下感染预防与控制措施： 

（一）结核病门诊、病房设置应当符合国家有关规定； 

（二）严格执行环境卫生及消毒隔离制度，注意环境通风； 

（三）对于被结核分枝杆菌污染的痰液等排泄物和污物、污水以及医疗废物，应当按照医疗废物管理的相关

规定进行分类收集、暂存及处置； 

（四）为肺结核可疑症状者或者肺结核患者采取必要的防护措施，避免交叉感染发生。 

第十五条 务人员在工作中严格遵守个人防护的基本原则，接触传染性肺结核患者或者疑似肺结核患者时，应

当采取必要的防护措施。 

第十六条 疾病预防控制机构、医疗机构、科研等单位的结核病实验室和实验活动，应当符合病原微生物生物

安全管理各项规定。 



 医疗机构实验室的结核病检测工作，按照卫生部医疗机构临床实验室管理的规定进行统一管理和质

量控制。 

第十七条 肺结核疫情构成突发公共卫生事件的，应当按照有关预案采取以下控制措施： 

（一）依法做好疫情信息报告和风险评估； 

（二）开展疫情流行病学调查和现场处置； 

（三）将发现的肺结核患者纳入规范化治疗管理； 

（四）对传染性肺结核患者的密切接触者进行医学观察，必要时在征得本人同意后对其实施预防性化疗； 

（五）开展疫情风险沟通和健康教育工作，及时向社会公布疫情处置情况。 

 

第四章  肺结核患者发现、报告与登记 

第十八条 各级各类医疗机构应当对肺结核可疑症状者及时进行检查，对发现的确诊和疑似肺结核患者应当按

照有关规定进行疫情报告，并将其转诊到患者居住地或者就诊医疗机构所在地的结核病定点医疗机

构。 

第十九条 卫生行政部门指定的医疗卫生机构应当按照有关工作规范，对艾滋病病毒感染者和艾滋病患者进行

结核病筛查和确诊。 

第二十条 基层医疗卫生机构协助县级疾病预防控制机构，对已进行疫情报告但未到结核病定点医疗机构就诊

的肺结核患者和疑似肺结核患者进行追踪，督促其到结核病定点医疗机构进行诊断。 

第二十一条 结核病定点医疗机构应当对肺结核患者进行诊断，并对其中的传染性肺结核患者的密切接触者进行

结核病筛查。 

 承担耐多药肺结核防治任务的结核病定点医疗机构应当对耐多药肺结核可疑者进行痰分枝杆菌培养

检查和抗结核药物敏感性试验。 

第二十二条 结核病定点医疗机构对肺结核患者进行管理登记。登记内容包括患者诊断、治疗及管理等相关信息。

结核病定点医疗机构应当根据患者治疗管理等情况，及时更新患者管理登记内容。 

第二十三条 结核病疫情的报告、通报和公布，依照《传染病防治法》的有关规定执行。 

 

第五章肺结核患者治疗与管理 

第二十四条 对发现的肺结核患者进行规范化治疗和督导管理。 

第二十五条 结核病定点医疗机构应当为肺结核患者制定合理的治疗方案，提供规范化的治疗服务。 

 设区的市级以上结核病定点医疗机构严格按照实验室检测结果，为耐多药肺结核患者制定治疗方案，

并规范提供治疗。 

第二十六条 各级各类医疗机构对危、急、重症肺结核患者负有救治的责任，应当及时对患者进行医学处置，不

得以任何理由推诿，不得因就诊的患者是结核病病人拒绝对其其他疾病进行治疗。 

第二十七条 疾病预防控制机构应当及时掌握肺结核患者的相关信息，督促辖区内医疗卫生机构落实肺结核患者

的治疗和管理工作。 

第二十八条 基层医疗卫生机构应当对居家治疗的肺结核患者进行定期访视、督导服药等管理。 

第二十九条 卫生行政部门指定的医疗机构应当按照有关工作规范对结核菌/艾滋病病毒双重感染患者进行抗结

核和抗艾滋病病毒治疗、随访复查和管理。 

第三十条 医疗卫生机构对流动人口肺结核患者实行属地化管理，提供与当地居民同等的服务。 

 转出地和转入地结核病定点医疗机构应当及时交换流动人口肺结核患者的信息，确保落实患者的治

疗和管理措施。 

 

第六章  监督管理 

第三十一条 县级以上地方卫生行政部门对结核病防治工作行使下列监管职责： 

（一）对结核病的预防、患者发现、治疗管理、疫情报告及监测等管理措施落实情况进行监管； 

（二）对违反本办法的行为责令被检查单位或者个人限期进行改进，依法查处； 

（三）负责预防与控制结核病的其他监管事项。 

第三十二条 县级以上地方卫生行政部门要重点加强对相关单位以下结核病防治工作的监管： 

（一）结核病定点医疗机构的诊断、治疗、管理和信息录入等工作； 

（二）疾病预防控制机构的结核病疫情监测与处置、流行病学调查、高发和重点行业人群防治、实验室检测

和质量控制、实验室生物安全、督导、培训和健康促进等工作； 

（三）基层医疗卫生机构的转诊、追踪、患者督导管理和健康教育等工作； 

（四）非结核病定点医疗机构的结核病疫情报告、转诊、培训、健康教育等工作。 

第三十三条 卫生行政部门依照本办法实施监管职责时，根据结核病防治工作的需要，可向有关单位和个人了解

情况，索取必要的资料，对有关场所进行检查。在执行公务中应当保护患者的隐私，不得泄漏患者

个人信息及相关资料等。被检查单位和个人应当予以配合，如实提供有关情况，不得拒绝、阻挠。 

 



第七章  法律责任 

第三十四条 县级以上地方卫生行政部门有下列情形之一的，由上级卫生行政部门责令改正，通报批评；造成肺

结核传播、流行或者其他严重后果的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政

处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： 

（一）未履行肺结核疫情报告职责，或者瞒报、谎报、缓报肺结核疫情的； 

（二）未及时采取预防、控制措施导致发生或者可能发生肺结核传播的； 

（三）未履行监管职责，或者发现违法行为不及时查处的。 

第三十五条 疾病预防控制机构违反本办法规定，有下列情形之一的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，

通报批评，给予警告；对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依

法追究刑事责任： 

（一）未依法履行肺结核疫情监测、报告职责，或者隐瞒、谎报、缓报肺结核疫情的； 

（二）发现肺结核疫情时，未依据职责及时采取措施的； 

（三）故意泄露涉及肺结核患者、疑似肺结核患者、密切接触者个人隐私的有关信息、资料的； 

（四）未履行对辖区实验室质量控制、培训等防治职责的。 

第三十六条 医疗机构违反本办法规定，有下列情形之一的，由县级以上卫生行政部门责令改正，通报批评，给

予警告；造成肺结核传播、流行或者其他严重后果的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，

依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： 

（一）未按照规定报告肺结核疫情，或者隐瞒、谎报、缓报肺结核疫情的； 

（二）非结核病定点医疗机构发现确诊或者疑似肺结核患者，未按照规定进行转诊； 

（三）结核病定点医疗机构未按照规定对肺结核患者或者疑似肺结核患者诊断治疗的，或者拒绝接诊的； 

（四）未按照有关规定严格执行隔离消毒制度，对结核菌污染的痰液、污物和污水未进行卫生处理的； 

（五）故意泄露涉及肺结核患者、疑似肺结核患者、密切接触者个人隐私的有关信息和资料的。 

第三十七条 基层医疗卫生机构违反本办法规定，有下列情形之一的，由县级卫生行政部门责令改正，给予警告： 

（一）未履行对辖区内肺结核患者居家治疗期间的督导管理职责的； 

（二）未按照规定转诊、追踪肺结核患者或者疑似肺结核患者及有可疑症状的密切接触者。 

第三十八条 其他单位和个人违反本办法规定，导致肺结核传播或者流行，给他人人身、财产造成损害的，应当

依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 

 

第八章  附  则 

第三十九条 本办法下列用语含义： 

 肺结核可疑症状者：咳嗽、咯痰 2 周以上以及咯血或者血痰是肺结核的主要症状，具有以上任何一

项症状者为肺结核可疑症状者。 

 疑似肺结核患者：凡符合下列条件之一者为疑似病例。（1）有肺结核可疑症状的 5 岁以下儿童，同

时伴有与传染性肺结核患者密切接触史或者结核菌素试验强阳性；（2）仅胸部影像学检查显示与活

动性肺结核相符的病变。 

 传染性肺结核：指痰涂片检测阳性的肺结核。 

 密切接触者：指与传染性肺结核患者直接接触的人员，包括患者的家庭成员、同事和同学等。 

 耐多药肺结核：肺结核患者感染的结核分枝杆菌体外被证实至少同时对异烟肼和利福平耐药。 

 结核菌/艾滋病病毒双重感染：指艾滋病病毒感染者或者艾滋病患者发生活动性肺结核，或者结核病

患者感染艾滋病病毒。 

 转诊：指各级医疗卫生机构将发现的疑似或确诊的肺结核患者转至结核病定点医疗机构。 

 追踪：指基层医疗卫生机构在疾病预防控制机构的指导下，对未到结核病定点医疗机构就诊的肺结

核患者和有可疑症状的密切接触者进行追访，使其到结核病定点医疗机构就诊。  

 基层医疗卫生机构：指乡镇卫生院、村卫生室和城市社区卫生服务机构。 

第四十条 本办法由卫生部负责解释。 

第四十一条 本办法自 2013 年 3 月 24 日起施行。1991 年 9 月 12 日卫生部公布的《结核病防治管理办法》同时

废止。 
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