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中華人民共和国結核予防治療法 

第一章 総則 

第一条  結核の伝染と流行を予防・制御するため、人体の健康を保障するため、『中華人民共和国伝染

病予防治療法』の関連規定をもとに、本弁法を制定する。 

第二条  各級政府衛生部門は、結核予防治療工作に対する指導を強化せねばならない。 

第三条  結核予防治療機構と指定された医療予防保険機構は、所在地における結核予防治療業務の集

中管理の責任を負う。 

第四条  結核予防治療活動は、農村に重点を置き、伝染源の発見と治療、化学治療管理を強化する。 

第五条 国家は計画的な BCG予防接種制度を実行する。 

第六条 結核予防治療工作中に顕著な成績を達成した単位と個人には報奨を与えねばならない。 

 

第二章 機構 

第七条  国務院衛生行政部門は、衛生部に結核制御センターとサブセンターを設立する； 省、自治

区、直轄市及び所轄市（地）、県衛生行政部門は、省、市（地）、県の結核予防治療機構を設

置、或は指定医療予防保険機構が結核予防治療機構の職責を引き受ける。 

第八条  衛生部結核制御センターとサブセンターの主要職責とは： 

（一） 全国結核予防治療計画の制定に協力・支援し、批准後の実施を管理する責任； 

（二） 全国の結核をモニタリングし、結核に関する統計、分析と予測を行う責任； 

（三） 全国結核予防治療工作の総合評価を行う責任； 

（四） 国家結核予防治療技術標準や規範を制定する責任。 

第九条  省、自治区、直轄市級の結核予防治療機構の主要職責とは： 

（一） 全国結核予防治療計画に基づき衛生行政部門は具体的な実施策を制定する責任； 

（二） 現地における結核をモニタリングし、結核に関する統計、分析と予測を行う責任； 

（三） 現地における結核予防治療工作の技術指導を行う責任； 

（四） 結核予防治療技術の推進活動を展開する責任。 

第十条  その他の結核予防治療機構の主要職責とは： 

（一） 結核予防治療計画を実施する責任； 

（二） 防疫機構と協力し、現地における BCG接種工作を展開する責任； 

（三） 現地結核のモニタリング及び結核流行の統計、及び分析と予測活動に関する責任； 

（四） 現地結核患者の診断と治療及び化学治療管理活動の責任； 

（五） 特定グループに対する予防性身体検査に対する責任； 

（六） 肺結核の頻発地区に対する疫学調査或いは一斉調査に対する責任； 

（七） 結核予防治療知識の宣伝活動の展開； 

（八） 結核予防治療専門人員へのトレーニング。 

第十一条 結核予防治療機構と指定された医療予防保健機構は、結核の予防治療技術の研究を強化し、

予防治療活動の品質向上を図らねばならない。 

第十二条 各級結核予防治療機構と指定された医療予防保健機構は、同級衛生行政部門の指導を受け、

業務上一級上の結核予防治療機構の指導を受ける。 

第十三条 各級衛生行政部門は、末端の結核予防治療ネットワークの組織建設を強化し、現有の医療予

防保健ネットワークを十分活用し積極的に結核の予防治療に参画せねばならない。 

 企業の医療予防治療科室と人員は、県級の結核予防治療機構或いは県級の衛生行政部門の指

定する医療保険機構の指導の下、所在地及び単位（企業、集団などの意味）で結核患者の発

見、登録、報告、化学治療及び結核予防治療知識の宣伝教育活動の責任を有する。 

第十四条 結核専科医院とその他医療予防保険機構は、結核患者の入院治療とともに、規定に基づき感

染流行報告と宣伝教育活動に責任を有する。 



 

第三章 予防接種 

第十五条  各級衛生行政部門は、現地 BCG 接種活動プランや目標の制定に責任を持つと同時にその実

施をする。 

第十六条 全各級各類医療予防保健機構には、規定に基づき所在地や単位或いは指定区域におけるBCG

接種任務を引き受ける義務がある。 

第十七条 BCG接種人員は、必ず専門技術訓練を受けておかねばならず、県級以上の結核予防治療機構

による試験に合格して後に初めて接種活動に従事できるものとする。 

第十八条 BCG接種は、必ず免疫計画プログラムに従い実施されねばならない。 

第十九条 BCG 接種状況は、速やかに統一発表された計画免疫接種証と予防接種カードに記入されね

ばならない。 

第二十条 BCG接種ミスにより生じた事故と重篤な異常反応が発生した場合、速やかに処置を講じ、治

療を行うと同時に、現地の県級衛生防疫機構にありのままに報告を上げるものとし、報告の

遅延や隠蔽をしてはならないものとする。 

第二十一条 BCG ワクチンの購入プランは、結核予防治療機構と衛生防疫機構がこれを共同で制定する

ものとし、省級防疫機構により統一購買されねばならない。 

 BCGワクチンの接種に責任を負う機構は、BCG接種率と接種品質検査の状況を定期的に衛

生行政部門に書面にて報告せねばならず、同級の衛生防疫機構及び結核予防治療機構、或い

は衛生行政部門指定の医療予防保健機構にも CC送付せねばならない。 

 

第四章 調査と報告 

第二十二条 結核予防治療機構と指定の医療予防保健機構は、規定に従い結核流行と伝染源の調査を行わ

ねばならないものとする。 

第二十三条 結核がアウトブレイクした地区或いは単位は、結核の集団検査や伝染源の解明など、有効な

結核蔓延の予防制御の為に現地結核予防治療機構或いは医療予防保健機構の行う疫学調査

活動に対し、積極的に協力せねばならない。 

第二十四条 医療予防保健機構と個人開業医の医師は、確診された肺結核患者に対し、以下の規定された

時間無いに、現地結核予防治療機構或いは指定の医療予防保健機構に『結核報告カード』を

提出せねばならない： 

（一） モニタリング区は 24時間以内に報告； 

（二） モニタリング区ではない都市は 1週間以内に報告； 

（三） モニタリング区ではない農村は 2週間以内に報告 

第二十五条 県（区）級結核予防治療機構或いは結核予防治療の職責を引き受けている医療予防保健機構

は『結核報告カード』を受領後に患者登録と管理の対応をする。 

第二十六条 国家統計局が審査許可する結核統計報告表は、結核患者、発症登録データを国家が取得する

ための重要なソースとなり、各級結核予防治療機構は規定に基づき、それぞれの上級機関に

報告を上げるものとする。 

 

第五章 治 療 

第二十七条 医療予防保健機構は、収容した結核患者に対し、『全国結核予防治療活動マニュアル』と『肺

結核診療規定』に基づき診断、治療と管理を行わねばならない。 活動マニュアルと診療規

定による診断、治療と管理ができない場合、必ず肺結核患者を速やかに現地の結核予防治療

機構或いは指定された医療予防保健機構に転送せねばならない。 

 『全国結核予防治療マニュアル』と『肺結核診療規定』は、国務院衛生行政部門により制定

されている。 

第二十八条 郷村の医師と個人開業医は結核疑い患者を診察した場合、速やかに現地の結核予防治療機構

或いは中心衛生院に転送せねばならない。 

第二十九条 既に排菌をしている肺結核患者と確診された患者は、結核予防治療の要求に基づき、治療単

位の治療と管理に対し、積極的に協力せねばならない。 

 

第六章 感染制御 

第三十条 結核予防治療機構或いは指定医療予防保険機構は、以下の職業に従業するものが感染性肺結

核を患った場合、規定に基づきその単位と現地の衛生監督管理機構に対する通知をせねばな



らない。 

（一） 化粧品、薬品、化粧品業従業スタッフ； 

（二） 『公共の場所における衛生管理条例』に規定されている範囲内の従業スタッフ； 

（三） 教育、幼稚園託児所などの単位の従業スタッフ； 

（四） 国務院衛生行政部門が規定するその他の従業スタッフ。 

第三十一条 以下に掲げる人たちは規定により結核の予防性身体検査を受けねばならない： 

（一） 新たに職業に従事、従軍、入学するもの； 

（二） 本弁法第三十条で規定されている従業スタッフ； 

（三） 粉塵や有害ガスに暴露する鉱工業企業の職工； 

（四） 排菌している結核患者の家族及びその濃厚接触者； 

（五） 国務院英紙行政部門に規定されるその他の人員 

第三十二条 排菌している結核患者は、結核を伝播させるような行為を極力避けねばならない。 

第三十三条 結核予防治療機構や医療予防保険機構並びに結核患者は、結核菌に汚染された汚水や結核菌

のついた排泄物や痰などの消毒或いは衛生処理を衛生防疫機構の規定に基づきせねばなら

ない。 

第三十四条 結核の予防、医療、科学研究、教育に従事するスタッフ及び生産活動において常々結核菌に

暴露するその他の人員に対し、関連単位は、国家規定をもとに、有効な防護措置と医療予防

保険措置を採取せねばならない。 

 

第七章 附 則 

第三十五条 本弁法に違反した単位と個人は、衛生行政部門がその事情をもとに、『中華人民共和国伝染

病予防治療法』及びその実施弁法の関連規定に基づき処分される。 

第三十六条 本弁法の専門用語は以下の通り定義される： 

 結核： 結核菌により引き起こされる慢性の感染性疾患 

 肺結核：結核菌により引き起こされる肺部の慢性感染性疾患 

 感染性肺結核：喀痰検査で陽性となった肺結核 

 菌陰活動性肺結核：喀痰検査で陰性となり、X線検査に活動性がある、或いは結核性胸膜炎

のあるものを指す 

 排菌期肺結核：喀痰検査で陰性期にある肺結核 

 結核予防治療機構：衛生部結核制御センター及びそのサブセンター、各級結核予防治療処と

結核予防治療科（結核予防科）など結核専門の予防治療機構 

 化学治療管理：主に、全過程指導と全過程管理を含め、全過程指導化学治療とは、全過程で

医療スタッフによる直接観察下での服薬を指し；全過程管理化学治療は、治療の全過程で定

期的な外来を通じての服薬、家庭訪問による目視、尿液モニタリング、家庭指導及び服薬遅

延の追廻などの管理方法をとることを指す。 

第三十七条 各省、自治区、直轄市の衛生行政部門は、本弁法が制定する実施細則を根拠とすること 

第三十八条 本弁法は、その解釈において国務院衛生行政部門に責任があるものとする。 

第三十九条 本弁法は、その発布日をもって施行されるものとする。 
 

http://tdwww.fmmu.edu.cn/10/179/content.aspx 
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中华人民共和国结核病防治法 
第一章  总则 

  第一条 为预防、控制结核病的传染与流行，保障人体健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》的有关规

定，制定本办法。 

  第二条 各级政府卫生行政部门必须加强对结核病防治工作的领导。 

  第三条 结核病防治机构和指定的医疗预防保健机构，负责所在地区结核病防治业务的归口管理。 

  第四条 结核病防治工作应以农村为重点，加强对传染源的发现、治疗和化疗管理。 

http://tdwww.fmmu.edu.cn/10/179/content.aspx


  第五条 国家实行有计划的卡介苗接种制度。 

  第六条 对在结核病防治工作中做出显著成绩的单位和个人，应当予以奖励。 

 

第二章 机 构 

  第七条 国务院卫生行政部门设卫生部结核病控制中心与分中心;省、自治区、直辖市及所辖市(地)、县卫生行

政部门设省、市(地)、县结核病防治机构，或指定医疗预防保健机构承担结核病防治机构的职责。 

  第八条 卫生部结核病控制中心与分中心的主要职责是： 

  (一)协助拟定全国结核病防治规划，报经批准后组织实施; 

  (二)负责全国结核病的监测，以及结核病疫情的统计、分析和预测工作; 

  (三)负责组织全国结核病防治工作的综合评价; 

  (四)负责组织拟定国家结核病防治技术标准、规范。 

  第九条 省、自治区、直辖市级结核病防治机构的主要职责是： 

  (一)根据全国结核病防治规划协助卫生行政部门制定具体实施办法; 

  (二)负责本地区结核病的监测，以及结核病疫情的统计、分析和预测工作; 

  (三)负责本地区结核病防治工作的技术指导; 

  (四)开展结核病防治技术的推广工作。 

  第十条 其他结核病防治机构的主要职责是： 

  (一)负责结核病防治规划的实施; 

  (二)与防疫机构合作共同开展本地区卡介苗接种工作; 

  (三)负责本地区结核病监测，以及结核病疫情的统计、分析和预测工作; 

  (四)负责落实本地区结核病人的诊断、治疗和化疗管理工作; 

  (五)对特定人群进行预防性结核病体检; 

  (六)对肺结核病高发地区进行流行病学调查或普查; 

  (七)开展结核病防治知识的宣传工作; 

  (八)培训结核病防治专业人员。 

  第十一条 结核病防治机构和指定的医疗预防保健机构，应当加强结核病防治技术的研究，提高防治工作的质

量。 

  第十二条 各级结核病防治机构和指定的医疗预防保健机构，受同级卫生行政部门领导，业务上受上一级结核

病防治机构指导。 

  第十三条 各级卫生行政部门应当加强基层结核病防治网络的组织建设，并充分利用现有的医疗预防保健网，

积极参与结核病的防治。 

  企业的医疗防治科室和人员，在县级结核病防治机构或县级卫生行政部门指定的医疗预防保健机构指导下，负

责所在地区和单位结核病病人的发现、登记、报告、化疗管理以及结核病防治知识的宣传教育工作。 

  第十四条 结核病专科医院和其他医疗预防保健机构负责结核病人的住院治疗，并按规定进行疫情报告和开展

宣传教育工作。 

 

第三章 预防接种 

  第十五条 各级卫生行政部门负责制定本地区卡介苗接种工作规划、目标，并组织实施。 

  第十六条 各级各类医疗预防保健机构都有义务按规定承担所在地区、单位或指定区域的卡介苗接种任务。 

  第十七条 卡介苗接种人员必须经过专门技术培训，经县级以上结核病防治机构考核合格后方可从事接种工作。 

  第十八条 卡介苗接种必须按计划免疫程序进行。 

  第十九条 卡介苗接种情况应当及时填入统一发放的计划免疫接种证和预防接种卡片。 

  第二十条 卡介苗接种发生差错事故和发生严重异常反应时，必须立即采取措施进行抢救和治疗，并如实报告

当地县级卫生防疫机构，不得延误或隐瞒不报。 

  第二十一条 卡介苗的订购计划供应由结核病防治机构和卫生防疫机构共同制订，由省级防疫机构统一订货。 

  负责实施卡介苗接种的机构，应将卡介苗接种率及接种质量考核情况，定期书面报告卫生行政部门，并抄送同

级卫生防疫机构以及结核病防治机构，或卫生行政部门指定的医疗预防保健机构。 

 

第四章 调查与报告 

  第二十二条 结核病防治机构和指定的医疗预防保健机构，应当按规定进行结核病疫情和传染源的调查。 

  第二十三条 发生结核病暴发流行的地区或单位，应当积极配合当地结核病防治机构或指定的医疗预防保健机

构的流行病学调查工作，组织集体结核病检查，查明传染源，并采取有效措施控制疫情蔓延。 

  第二十四条 医疗预防保健机构和个体开业医生对确诊的肺结核病人，必须按下列规定时间，向当地结核病防

治机构或指定的医疗预防保健机构报出《结核病报告卡》： 

  (一)监测区在 24 小时内报告; 

  (二)城市非监测区在 1 周内报告; 



  (三)农村非监测区在两周内报告。 

  第二十五条 县(区)级结核病防治机构或承担结核病防治职责的医疗预防保健机构在接到《结核病报告卡》后

应对病人进行登记和管理。 

  第二十六条 国家统计局审批备案的结核病统计报表是国家取得结核病患、发病登记资料的重要来源，各级结

核病防治机构应按规定逐级上报。 

 

第五章 治 疗 

  第二十七条 医疗预防保健机构对收治的肺结核病人，应当按《全国结核病防治工作手册》和《肺结核病诊疗

规程》实施诊断、治疗和管理。不能按工作手册和诊疗规程实施诊断、治疗和管理的，必须将肺结核病人及时

转至当地结核病防治机构或指定的医疗预防保健机构。 

  《全国结核病防治手册》和《肺结核病诊疗规程》由国务院卫生行政部门制定。 

  第二十八条 乡村医生和个体开业医生遇有疑似结核病的就诊病人，应及时转至当地结核病防治机构或中心卫

生院。 

  第二十九条 已确诊的排菌期肺结核病人，应当按结核病防治要求，主动配合治疗单位的治疗与管理。 

 

第六章 控制传染 

  第三十条 结核病防治机构或指定的医疗预防保健机构，对下列从业人员中患有传染性肺结核病的，应当按规

定通知其单位和当地卫生监督管理机构。 

  (一)食品、药品、化妆品从业人员; 

  (二)《公共场所卫生管理条例》规定范围内的从业人员; 

  (三)教育、托幼单位的从业人员; 

  (四)国务院卫生行政部门规定的其他从业人员。 

  第三十一条 下列人员应当按规定进行预防性结核病体检： 

  (一)新参加工作、参军、入学的人员; 

  (二)本办法第三十条规定的从业人员; 

  (三)接触粉尘和有害气体的厂矿企业职工; 

  (四)排菌期肺结核病人的家属及其密切接触者; 

  (五)国务院卫生行政部门规定的其他人员。 

  第三十二条 排菌期肺结核病人应当避免可能传播结核病的行为。 

  第三十三条 结核病防治机构、医疗预防保健机构和结核病病人，必须按照卫生防疫机构规定的卫生要求对结

核菌污染的污水、带有结核病菌的排泄物和痰液进行消毒或卫生处理。 

  第三十四条 对从事结核病预防、医疗、科研、教学的人员，以及在生产工作中经常接触结核菌的其他人员，

有关单位应根据国家规定，采取有效的防护措施和医疗预防保健措施。 

 

第七章 附 则 

  第三十五条 对违反本办法的单位和个人，由卫生行政部门根据情节，按照《中华人民共和国传染病防治法》

及其实施办法的有关规定处理。 

  第三十六条 本办法专门用语定义如下： 

  结核病：由结核杆菌引起的慢性感染性疾病。 

  肺结核病：由结核杆菌引起的肺部慢性感染性疾病。 

  传染性肺结核病：指痰结核菌检查阳性的肺结核病。 

  菌阴活动性肺结核病：指痰结核菌检查阴性，X 线检查有活动性、或有结核性胸膜炎。 

  排菌期肺结核病：痰结核菌检查阳性期间的肺结核病。 

  结核病防治机构：指卫生部结核病控制中心及其分中心，各级结核病防治所和结核病防治科(防痨科)等结核病

专业的防治机构。 

  化疗管理：主要包括全程督导和全程管理，全程督导化疗指治疗全过程中每次用药均在医务人员直接观察下进

行;全程管理化疗指治疗全过程中通过定期门诊取药，家庭访视，尿液监测，家庭督导及误期追回的管理方法。 

  第三十七条 各省、自治区、直辖市卫生行政部门根据本办法制定实施细则。 

  第三十八条 本办法由国务院卫生行政部门负责解释。 

  第三十九条 本办法自发布之日起施行。 

 
20120118A 『中華人民共和国結核予防治療法』（唐都医院） 


