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各省及び自治区、直轄市衛生計生委、新疆生産建設兵団衛生局、中国疾病管理センター（CDC）： 

結核は人民の健康に深刻な危害を与える気道感染症である。 党中央、務院は高度に結核の予防治療活動

を重視しており、各級衛生計生行政部門は積極的に職責を履行し、各項目の予防管理措置を有効に遂行し

ており、全国における結核の発生は年々下降している。 但し、我が国の結核予防治療の状況は依然として

厳しいものがある。 我が国は、いまだに世界で結核のリスクが高い国 30の一つであり、 特に、近年来 

結核の予防治療活動には、予防治療活動において、予防と治療がかみ合っていない、患者の発見、診療、

管理が一定の水準に到達していない、多剤耐性結核の予防治療が脆弱など、いくつもの脆弱なポイントが

存在しており、学校などの重点か所で集中的発生が生じている。 予防治療活動中に存在する問題解決のた

め、結核の予防治療活動を更に強化するため、『伝染病予防治療法』と『結核予防治療管理弁法』に基づき、

ここに活動に関連し以下の通り通知する。 

 

一、結核患者の発見を強化し、更なる治療と全行程の管理規範化を 

（一） 更なる結核患者発見力の強化： 

各級各類の医療衛生機構は、特に咳と痰が二週間以上続いたもの或いは喀血等の症状があるもの

など肺結核が疑われる患者に対し、重点的検査や初診責任の強化、診断における正確性と迅速性

向上、診断漏れの減少、迅速な報告、結核定点医療機構への転送を行わねばならない。 各級定点

医療機構は、全ての結核患者と疑い例に対し、喀痰塗抹サンプルと痰の培養検査を実施、病原性

診断率を向上せねばならない。 肺結核患者を発見した場合には、速やかに追跡調査を展開すると

同時に、病原学的に陽性となった患者の濃厚接触者やエイズウィルス感染者と患者に結核のスク

リーニングを実施せねばならない。65歳以上の老人や糖尿病の患者に対する結核のスクリーニン

グ活動を徐々に基本公衆衛生サービス範囲に組み込んでゆくこと。 

（二） 診療の規範化、品質管理の強化： 

各級定点医療機構は、末端の医療衛生機構と非定点医療機構から転送された患者にグリーンチャ

ネルを設け、速やかに診察をせねばならない。国家肺結核診断基準や外来診療規範及びクリニカ

ルパスなど関連する技術ガイドの要求を基に、診察と治療の規範化を推進し、患者の再検査と家

庭訪問による検査を遂行、全プロセスにおける治療の完成を確保し、治癒率の向上を図ること。

肺結核患者、特に多剤耐性の患者については、入院治療を規範化し、その退院後には外来登録管

理対象に組み入れること。 条件の整っている地区では伝染性肺結核患者への入院治療に際し感染

制御を強化すること。 中医薬が結核治療やリハビリ中にその作用を発揮できるように注意せねば

ならない。 

各級衛生計生行政部門は、結核医療の品質管理活動メカニズムの改善を図らねばならず、結核診

療を医療品質管理活動体系に組み入れ、現地の実情をもとに関連する制度や規範及び具体的な実

施法案を制定すること。 各省（区・市）は、省級の定点医療機構において結核医療品質管理セン

ターを構築し、定期的に関連専門家は全省（区・市）の結核診療品質について評価をするととも

に、評価結果を病院評価の重要要素とすること。 各地は、結核定点医療機構の処方へのコメント

や高結核製剤の使用、補助用薬剤などのトラッキングシステムを探索・展開し、医療スタッフの

診療行為の規範化を進めねばならない。 

（三） 全プロセス管理の実施： 

末端医療衛生機構は、基本公衆衛生サービス項目の要求に基づき、在宅で服薬治療をしている肺

結核患者への訪問管理を完遂し、規範の要求するところに基づき、患者が定期的に定点医療機構

で再検査を受けるよう促さねばならない。結核患者の家庭契約サービス制度を推進し、革新的な

方法・手段を探求し、モバイルインターネットなどの新しい技術を十分に利用して訪問管理を実

施することにより、治療のコンプライアンス及び全てのプロセスにおける規範管理基準を向上し、

薬剤耐性の発生を減少させる。疾病管理機構は、末端医療衛生機構に対するトレーニングと技術



指導を強化し、定点医療機構や末端衛生機構が結核患者の転院やフォローアップ、治療管理など

の活動を強化、全プロセスにおけるシームレス化の実現により、患者訪問の抜けを防止せねばな

らない。 

（四） 情報の報告送信活動の遂行： 

各地は、属地化管理（宮本注： 属地化管理とは、流動人口の計画生育つまり計画出産管理問題に

ついては現住地の計画生育部門が簡潔兼を暫時行使し、その他の部門については計画生育部門の

活 動 に 協 力 す る と い う 管 理 ス タ イ ル を 指 す ： 出 典 『 百 度 百 科 』：

http://baike.baidu.com/item/%E5%B1%9E%E5%9C%B0%E5%8C%96%E7%AE%A1%E7%90%86）と初

診責任制の原則に基づき、発見された患者と疑い例について、法規法令に従い速やかにネット報

告を上げねばならず、定期的に報告漏れ調査を実施して、発見した問題は速やかに処罰と通報を

せねばならない。 結核予防治療情報の登録管理制度を更に改善し、肺結核患者の診察治療と全プ

ロセス管理などの情報が速やかに国家結核情報管理システムにインプットすること。 各地は定点

医療機構の結核予防治療情報の登録管理と使用権原を可能な限り迅速に明確かし、診察・治療を

行ったものが登録をするという原則に基づき、結核患者の診断や治療薬剤耐性の修正、家庭訪問

による再検査などの情報を速やかに報告せねばならない。 疾病予防管理機構は、結核情報に毎日

目を通し、トレーニングの監督指導を強化、医療衛生機構の肺結核患者、特に多剤耐性患者の情

報インプットの即時性、完全性、正確性を向上するよう督促せねばならない。 区域の人々の健康

情報プラットフォーム構築を結合し、結核情報の報告システムの整合性を取り、結核患者のスク

リーニング、転院のフォローアップ、診断治療、家庭訪問による再検査、服薬管理など全てのプ

ロセスでの情報化管理を図ること。 

（五） 多剤耐性肺結核の予防治療活動の更なる強化： 

中国 CDCは、我が国で登録された喀痰塗抹サンプルや痰の培養、分子生物学検査及び薬剤耐性検

査などの新技術、方法組織論に対し、速やかに意見を出さねばならない。 各地は、成熟した多剤

耐性結核の迅速診断技術を普及させ、世界基金から寄贈された診断設備を十分に管理調整且つ利

用し、診断時間を短縮、多剤耐性肺結核患者の発見率と即時性の向上を図らねばならない。 

多剤耐性肺結核の診察治療活動をまだ展開していない地区にあっては、早急に定点医療機構の活

動展開を確定せねばならない。 速やかに、耐性肺結核患者情報を伝染病発生情報修正し、同時に、

結核情報管理システムに登録し、多剤耐性肺結核患者を発見した場合には速やかに治療管理に組

み込まねばならない。多剤耐性患者情報の登録報告や診断、治療、家庭訪問による再検査段階な

どにおける検査力量を強化し、多剤耐性患者の全プロセスの診療管理の規範化と感染拡大の防止

に尽くさねばならない。 

各地は、地域の状況に合わせて多剤耐性肺結核患者の入院治療ポイントを設立し、伝染性はある

ものの病状が平穏な患者を規範的入院治療することができる。 

 

二、 重点グループと重点地区の予防管理活動の更なる強化 

（六） 各地は、学校における結核のモニタリングを強化せねばならず、早期発見早期処置を強化し、学

校における結核情報の報告や診断治療と管理の即時性と規範性を向上し、学校での結核予防治療

組織トレーニングと健康教育の技術サポートを強化せねばならない。 各級衛生計生行政部門は、

教育部門とともに聯合予防聯合制御のメカニズムを構築し、定期的に情報を上げて、学校の結核

予防管理活動の監督指導検査を強化し、入学時の身体検査や午前のチェックと病欠者の登録など

の予防管理措置を促し、近年来結核が発生している学校、特に寄宿制学校については、重点的な

監督指導を施し、学内での集団発生を防止すること。 各地は、国家免疫計画の要求に従い、BCG

ワクチンの予防接種活動を遂行し、児童の結核発生を有効に減少させねばならない。 

（七）  エイズウィルス感染者と患者に対する結核のスクリーニングを継続し、エイズ流行の重点県（市）

にあっては、結核患者にエイズウィルス検査を提供する。 結核とエイズ診療の責任を有する定点

医療機構は健全な協力メカニズムを構築し、結核菌とエイズウィルスの重複感染患者のスクリー

ニングや診察治療と管理活動を協同で遂行すること。 属地管理を強化し、流動人口（戸籍地を離

れてそれ以外の地域で住んでいる人々）の結核患者の診断や報告、転院のフォローアップ、情報

登録と治療、家庭訪問管理などの工作を遂行すること。 地区を跨いで治療を受けている患者に対

しては、転出地側は速やかに患者の診療情報を転入地側に速やかに報告し、情報の断絶を無くす

こと。 流動人口の集中する地区における宣伝教育を強化し、流動人口の結核予防管理意識と能力

を向上させること。 

（八）  結核の負荷が高い新疆やチベットなどの地区においては、予防治療活動を強化せねばならない。

http://baike.baidu.com/item/%E5%B1%9E%E5%9C%B0%E5%8C%96%E7%AE%A1%E7%90%86


貧困者救済計画により、結核の負担が高い地区の貧困患者の保障レベルを向上し、結核定点医療

機構のサービスファシリティと診療条件を改善し、結核の予防治療専門スタッフの育成を強化す

ること。 全国の三級医院と貧困県の研究委員の安定的な一対一の『対口支援（マンツーマン支援）』

の実施により、被支援地区の予防治療能力を向上させること。 結核の予防治療活動を対口支援の

省（市）によるチベット新疆支援を『十三五（十三次五か年計画）』に組み入れ、結核の予防治療

活動投入を強化した。 中国疾病予防管理センターは、新疆・チベットなどの地の指導支援を

強化し、計画と法案の制定や、実験室での検査、臨床治療、結核の分析と情報管理などの方面で重

点的なサポートをし、トレーニングを強化することで、技術監督指導の頻度を高め、予防治療隊

伍の業務資質と能力向上を支援するものとする。 

 

三、 結核予防治療保障措置の実施推進 

（九） 患者保証レベルの向上： 

 各省（区・市）衛生計生行政部門は、積極的に関連部門と協力し、基本医療保険や大病保健、医療

救助などの政策と公衆衛生項目の計画手配を遂行し、結核患者の医療費負担軽減を図らねばなら

ない。 各地は、肺結核（多剤耐性肺結核を含む）を新農合外来統一手配及び基本医療保険外来特

殊支払いの範囲に含め、払出率を上げること。 結核のスクリーニングと第一線抗結核薬剤などの

補助政策を継続実施すること。 貧困結核患者を貧困救済医療計画と、重大特別疾病支援範囲に組

み込み、結核発生による莫大な支出で貧困者がますます貧困化することを避けねばならない。 積

極的に肺結核の医療費支払い方式を刷新し、医療品質の監督管理を強化し、不合理な費用発生を

コントロールせねばならない。 

（十） 結核薬供給の保障： 

 各省（区・市）衛生計生行政部門は、積極的に関連部門と協力し、臨床で必須となる抗結核薬を基

本医療保険精算範囲に組み込まねばならない。 各省（区・市）は、省級の公共リソース交易プラ

ットフォーム作用を発揮し、薬品の様々な状況を区別し分類購買を実施、直接ネットで申し込む、

入札で、或いは、話し合いで価格を決めるなどの方式で、合理的な購入価格を決定し、薬品の品

質を保障し臨床用薬剤の需要と供給を保障すること。 抗結核固定用量合剤（FDC）の使用拡大の

継続。 各地は、肺結核患者への抗結核薬剤使用に対し様々な方法により補助をできるものとする。 

（十一）定点医療機構の診療条件の確保： 

各地は、結核定点医療機構の気道感染症診療と防護能力を具備することを確保せねばならず、結

核の分子生物学診断や喀痰塗抹サンプルや痰の培養検査をできるようにし、多剤耐性薬定点医療

機構は結核菌の薬剤感受性試験と菌種鑑定を展開できるようにすること。 定点医療機構は、昇格

と職能給の分配上、肺結核の診断治療に当たる医療スタッフに対しては傾斜配分することとし、

給与水準は本機構医療スタッフの平均レベルより低くなってはならない。 

（十二）結核予防治療チームの安定： 

各級疾病予防管理機構は、結核予防治療の専門職員を確保し、継続して専門技術訓練を強化し、

結核の予防管理能力を保障せねばならない。 各地は、レジデントと全科の医師の訓練項目により、

結核予防知識と技能のトレーニングを強化し、重点的に定点医療機構と末端医療衛生機構におけ

る結核診察治療と予防管理活動スタッフのサービス能力とレベルの向上を図るものとする。 遠隔

医療と遠隔教育のネットワークを利用し、結核予防治療技術指導と訓練を行い、末端における予

防治療能力を向上させること。 各地は、感染症の予防治療スタッフの衛生防疫補助金制度を実施

し、活動期間中に結核を発症した予防治療スタッフには治療費無料と合理的な補助を与えなけれ

ばならない。 

 

四、 予防治療機構の職責と任務を更に強化し、サービス体系の改善を 

（十三）結核患者の早期発見や診療の規範化と全プロセス管理は、結核流行の制御上キーとなる措置であ

り、医療機構や公衆衛生機構及び末端医療衛生機構間の密接な協力を必要とする。 各級衛生計生

行政部門は、疾病予防管理機構や定点医療機構と末端の医療衛生機構の職責・任務を更に改善・

詳細化し、分業と活動ステージの連携メカニズムを明確化、結核の級別診療と総合予防治療の方

式改善を模索すること。 結核診療定点医療機構がまだ明確化されていない地域について、県レベ

ルにおいては、現地の流行状況や地理交通、人口などの要素に依り、少なくとも一か所以上の定

点医療機構を早急に確定のこと、地市レベルにおいては、多剤耐性結核定点医療機構を一か所指

定し、三級医院が結核診療の任務を負い、重症結核患者の収容治療を引き受けることを奨励する

ものとする。 



 定点医療機構のリストは、社会に向け公表されねばならず、原則上、重症ではないが敏感な肺結

核患者の診療治療に県を出ることは許されない。 独立の結核予防治療専門機構がある地区につい

ては、結核予防治療所（院）は現地定点医療機構の管理に組み込まれねばならず、もし治療のた

めの収容ができる条件を具備していない場合、指定管区内の条件を具備した医療機構が結核患者

の入院治療活動を引き受け、定点医療機構の管理に依らねばならない。 

（十四）各級疾病予防管理機構は、確実に職責を履行せねばならず、結核の流行モニタリングと情報分析

報告や処置、肺結核患者或いは疑い例及び濃厚接触者の疫学調査と転院のフォローアップ、肺結

核重点グループにおける予防治療と健康教育を行い、患者治療期間中の管理規範化などの活動を

行うものとする。 定点医療機構と末端医療衛生機構のトレーニングや技術指導、監督評価をルー

ティンの重点活動として根気よくやり遂げねばならない。 

（十五）各級各類の医療機構は、責任感を強め、結核の識別と診断能力を向上し、発見と転院の報告をき

っちりと実施せねばならない。 各級結核定点医療機構は工作制度を改善し、結核の診断治療や登

録報告の展開を規範化し、院内感染制御管理を強化し、絶えず診療レベルの規範化を高めねばな

らない。 

（十六）末端の医療衛生機構は、真摯に患者の発見や転院を行い、疾病予防管理機構や定点医療機構と密

接に協力し合い、患者の追跡とともに定点医療機構が確定した治療方案に従い、管轄区の患者に

対する在宅治療管理及び家庭訪問などを実施せねばならない。 各地は、末端医療衛生機構の結核

予防管理におけるネットベースの作用を十分に発揮し、絶えずそのサービス能力を向上させ、速

やかに疑いのある患者を発見し、要求に基づき転院させること。 確診された結核患者は全て基本

公衆衛生サービス項目に組み入れ、管理の規範化を推進せねばならない。 

五、 結核予防治療活動の組織指導と管理監督検査の強化 

（十七）組織指導の更なる強化 

 各地衛生計生行政部門は、現地政府が結核予防治療活動に有力な経費保障を提供するように積極

的に勝ち取らねばならない。結核予防治療活動の組織指導を強化し、肺結核患者の発見や発生報

告、診療の品質、家庭訪問のフォローアップなどの活動に明確な目標・要求を提出し、疾病予防

管理機構や定点医療機構、末端医療衛生機構は目標責任書に署名せねばならない。 次々と圧力を

かけ、薄弱なポイントを探し出し、ポイントにハイライトを当て、監督指導検査を強化、通報メ

カニズムを構築、重要な問題点については速やかに政府に報告をし、各関連機構が予防治療措置

を遂行するように促すものとする。 

（十八）更なる結核予防治療の宣伝効果の増強 

 各級衛生計生行政部門は、結核予防治療宣伝活動中の多くの部門との協力、全社会の参画を強化

せねばならない。世界結核デーを契機に、宣伝活動を集中展開し、結核の予防治療に対する社会

ムードを創出すること。 新たな方式や方法を絶えず刷新し、衛生ホットライン 12320やニューメ

ディアなどの宣伝プラットフォーム作用を十分に発揮し、全方位、多次元の宣伝を展開すること。

多くのボランティアに結核の予防治療知識を伝える活動を深部まで展開し、結核患者とその家族

や濃厚接触者、医療機構の診察スタッフ、学生、結核菌/エイズウィルスの重複感染者、流動人口、

老人、糖尿病患者などの重点グループにポイントを絞った宣伝教育を展開し、宣伝教育の実効を

上げること、さらに社会全体の結核予防治療知識と技能レベルを向上させること。 

（十九）結核予防治療監督指導検査の更なる強化 

 各級衛生計生行政部門及びその総合監督法執行機構は、『伝染病予防治療法』や『結核予防治療管

理弁法』等関連の法律や規則の要求に従い、結核患者の報告やその制御、感染制御と学校結核予

防管理などの活動の監督を強化すること。 違法行為に対しては法に基づき処罰し、検査監督の結

果を医療機構の不良執行行為スコアや学校試験や等級審査等の管理活動をリンクさせんばならな

い。 国家衛生計生委は、定期的に総合監督総合検査を実施し、その結果を関連省（区、市）政府

に向け通知するものとする。 

 

国家衛生計生委 

2016年 07月 20日 

 

http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s3589/201607/dc63fa5c8a2b405b9d1e89ebda01a955.shtml 
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国家卫生计生委关于进一步加强结核病防治工作的通知 
卫生计生委 CDC www.nhfpc.gov.cn 2016-07-25  来源： 

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

国卫疾控发〔2016〕39号 

 

各省、自治区、直辖市卫生计生委，新疆生产建设兵团卫生局，中国疾病预防控制中心： 

结核病是严重危害人民群众健康的呼吸道传染病。党中央、国务院高度重视结核病防治工作，各级卫生计

生行政部门积极履行职责，各项防控措施有效落实，全国结核病疫情呈逐年下降的趋势。但是，我国结核病

防治形势依然严峻。我国仍是全球 30个结核病高负担国家之一，特别是近年来结核病防治工作仍存在诸多薄

弱环节，如防治工作中预防和治疗不衔接，患者发现、诊疗、管理不到位，耐多药肺结核防治薄弱，学校等重

点场所聚集性疫情时有发生。为解决防治工作中存在的问题,进一步加强结核病防治工作，根据《传染病防治

法》和《结核病防治管理办法》，现就有关工作通知如下。 

 

一、强化结核病患者发现，进一步规范治疗和全程管理 

（一） 进一步加大结核病患者发现力度。各级各类医疗卫生机构要对肺结核可疑症状者,特别是有咳嗽咳痰

两周以上或咳血等症状者进行重点排查，强化首诊负责，提高诊断准确性和及时性，减少漏诊，及

时报告疫情，并向结核病定点医疗机构转诊。各级定点医疗机构要对所有肺结核患者和疑似患者进

行痰涂片和痰培养检查，提高病原学诊断率。发现肺结核患者要及时组织开展追踪调查，并对病原

学阳性患者的密切接触者、艾滋病病毒感染者和病人进行结核病筛查。逐步将 65岁以上老年人、糖

尿病患者结核病筛查工作纳入基本公共卫生服务范围。 

（二） 规范诊疗，强化质量管理。各级定点医疗机构要为基层医疗卫生机构和非定点医疗机构转诊的患者

建立绿色通道，及时安排就诊。要根据国家肺结核诊断标准、门诊诊疗规范和临床路径等有关技术

指南要求，进行规范诊治，落实患者复查和随访检查，确保完成全程治疗，提高治愈率。要规范肺结

核患者尤其是耐多药患者的住院治疗，出院后纳入门诊登记管理。有条件的地区对传染性肺结核患

者进行住院治疗，加强感染控制。要注重发挥中医药在结核病治疗、康复中的作用。 

 各级卫生计生行政部门要完善结核病医疗质量管理工作机制，将结核病诊疗纳入医疗质量控制工作

体系，根据本地实际，制定相关制度、规范和具体实施方案。各省（区、市）要在省级定点医疗机构

建立结核病医疗质量控制中心，定期组织有关专家对全省（区、市）结核病诊疗质量进行评估，并将

评估结果作为医院评价的重要依据。各地要探索开展对结核病定点医疗机构处方点评、抗结核药品

使用、辅助用药等跟踪监控制度，进一步规范医务人员诊疗行为。 

（三） 落实全程管理。基层医疗卫生机构要按照基本公共卫生服务项目要求做好居家服药治疗肺结核患者

的随访管理，按规范要求督促患者定期到定点医疗机构进行复查。推进结核病患者家庭医生签约服

务制度，探索创新方法和手段，充分利用移动互联网等新技术开展随访管理，提高治疗依从性及全

程规范管理率，减少耐药发生。疾病预防控制机构要加强对基层医疗卫生机构的培训和技术指导，

督促定点医疗机构、基层医疗卫生机构切实做好结核病患者转诊、追踪、治疗管理等工作，实现全

程无缝衔接，避免患者失访。 

（四） 切实做好信息报送工作。各地要按照属地化管理（属地化管理是指对流动人口的计生管理问题,统一

由其暂住地的计生部门行使管辖权,其他部门配合计生部门工作的管理模式：出典『百度百科』

http://baike.baidu.com/item/%E5%B1%9E%E5%9C%B0%E5%8C%96%E7%AE%A1%E7%90%86）和首

诊负责制的原则，对发现的肺结核患者和疑似患者要依法依规及时进行网络直报，定期开展漏报调

查，对发现的问题及时查处和通报。进一步完善结核病防治信息登记管理制度，肺结核患者的诊治

和全程管理等信息要及时录入国家结核病信息管理系统。各地要尽快明确定点医疗机构结核病防治

信息的登记管理和使用权限，按照谁诊治谁登记的原则，确保结核病患者诊断、治疗、耐药订正、随

访复查等信息及时报送。疾病预防控制机构要做到每天浏览审核疫情信息，加强督导培训，督促医

疗卫生机构提高肺结核患者，尤其是耐多药患者信息填报的及时性、完整性和准确性。结合区域人

口健康信息平台建设，逐步整合结核病信息报告系统，实现结核病患者筛查、转诊追踪、诊断治疗、

随访复查、服药管理等全流程信息化管理。 

（五） 进一步加大耐多药肺结核防治工作力度。中国疾病预防控制中心要尽快对在我国注册的痰涂片、痰

培养、分子生物学检测和耐药检测等新技术、方法组织论证，提出推荐意见。各地要加快推广成熟

的耐多药结核病快速检测技术，充分调度并利用好全球基金捐赠的诊断设备，缩短诊断时间，提高

耐多药肺结核患者发现率和及时性。尚未开展耐多药肺结核诊治工作的地区，要尽快确定定点医疗

机构开展工作。要及时将耐多药肺结核患者信息进行传染病疫情信息订正，并在结核病信息管理系

统中登记，发现的耐多药患者及时纳入治疗管理。要加大对耐多药患者信息登记报告、诊断、治疗、

http://baike.baidu.com/item/%E5%B1%9E%E5%9C%B0%E5%8C%96%E7%AE%A1%E7%90%86


随访复查等环节的检查力度，确保耐多药患者全程规范诊疗管理，减少传播。各地可因地制宜设立

耐多药肺结核患者住院治疗点，对病情平稳但仍具有传染性的患者进行规范的住院治疗。 

 

二、进一步加强重点人群和重点地区防控工作 

（六） 各地要加强对学校结核病疫情的监测，强化早发现早处置，提高学校结核病信息报告、诊断治疗和

管理的及时性和规范性，加强对学校开展结核病防治知识培训和健康教育的技术支持。各级卫生计

生行政部门要会同教育部门建立联防联控机制，定期通报信息,加强学校结核病防控工作的督导检查，

督促学校切实落实入学体检、晨午检和因病缺课登记等防控措施,对近年发生疫情的学校，尤其是寄

宿制学校要重点督导，防止学校结核病聚集性疫情的发生。各地要切实按照国家免疫规划要求，做

好卡介苗预防接种工作，有效降低儿童结核病的发生。 

（七） 继续对艾滋病病毒感染者和病人进行结核病筛查，在艾滋病流行重点县（市），对结核病患者提供艾

滋病病毒检测。负责结核病和艾滋病诊疗的定点医疗机构要建立健全合作机制，共同做好结核菌/艾

滋病病毒双重感染患者的筛查、诊治和管理工作。强化属地管理，做好流动人口结核病患者的诊断、

报告、转诊追踪、信息登记和治疗、随访管理等工作。对跨区域治疗的患者，转出地应及时将患者诊

疗信息提供给转入地，做好信息衔接。加强流动人口聚集场所的宣传教育，提高流动人口结核病防

控意识和能力。 

（八） 新疆、西藏等结核病高负担地区要加大防治工作力度。依托健康扶贫工程，提高结核病高负担地区

贫困患者保障水平，改善结核病定点医疗机构服务设施和诊疗条件，加大结核病防治专业人员的培

养力度。通过实施全国三级医院与贫困县县级医院稳定持续的一对一对口帮扶，提高帮扶地区防治

能力。将结核病防治工作纳入对口支援省（市）援藏援疆“十三五”规划，加大对结核病防治工作的

投入。中国疾病预防控制中心加强对新疆、西藏等地的帮带指导，在规划和方案制定、实验室检测、

临床诊疗、疫情分析与信息管理等方面给予重点支持，加大培训力度，提高技术督导频次，帮助提

升防治队伍业务素质和能力。 

 

三、推进结核病防治保障措施的落实 

（九） 提高患者保障水平。各省（区、市）卫生计生行政部门要积极会同有关部门，做好基本医疗保险、大

病保险、医疗救助等政策与公共卫生项目的统筹衔接，切实减轻结核病患者的医疗费用负担。各地

要逐步将肺结核（包括耐多药肺结核）纳入新农合门诊统筹和基本医疗保险门诊特殊病支付范围，

提高报销比例。继续落实结核病筛查和一线抗结核药品等补助政策。将贫困结核病患者纳入医疗精

准扶贫计划和重特大疾病救助范围，避免因结核病发生灾难性支出而因病致贫返贫。积极创新肺结

核医疗费用支付方式，强化质量监管，控制不合理费用。 

（十） 保障结核病药品供应。各省（区、市）卫生计生行政部门要积极协调有关部门将临床必需的抗结核

药品纳入基本医疗保险报销范围。各省（区、市）要发挥省级公共资源交易平台作用，区别药品不同

情况实行分类采购，通过直接挂网、招标或谈判议价等方式形成合理的采购价格，切实保障药品质

量和临床用药需求。继续推广抗结核固定剂量复合制剂（FDC）。各地可采用多种途径对肺结核患者

使用抗结核药品进行补助。 

（十一）确保定点医疗机构诊疗条件。各地要确保结核病定点医疗机构具备呼吸道传染病诊疗和防护能力，

能够开展结核病分子生物学诊断、痰涂片检查、痰培养检查，耐多药定点医疗机构能够开展结核菌

药敏试验和菌种鉴定。定点医疗机构要在晋升和绩效工资分配上对承担肺结核诊治的医务人员给予

倾斜，薪酬水平应不低于本机构医务人员平均水平。 

（十二）稳定结核病防治队伍。各级疾病预防控制机构要确保结核病防治专业人员数量，继续强化专业技术

培训，保障结核病预防控制能力。各地要依托住院医师和全科医师培训项目，加强结核病防治知识

和技能的培训，重点提高定点医疗机构和基层医疗卫生机构承担结核病诊治和防治管理工作人员的

服务能力和水平。利用远程医疗和远程教育网络，开展结核病防治技术指导和培训，提高基层防治

能力。各地应当落实传染病防治人员卫生防疫津贴政策，对工作期间发生结核病的防治人员应给予

免费治疗及合理补助。 

 

四、进一步强化防治机构职责和任务，完善服务体系 

（十三）结核病患者的早发现、规范诊治和全程管理是控制结核病流行的关键措施，需要医疗机构、公共卫

生机构和基层医疗卫生机构之间的密切配合。各级卫生计生行政部门要进一步完善和细化疾病预防

控制机构、定点医疗机构和基层医疗卫生机构的职责和任务，明确分工和工作环节的衔接机制，探

索完善结核病分级诊疗和综合防治服务模式。尚未明确结核病诊疗定点医疗机构的地区，县级要根

据当地疫情、地理交通、人口等因素尽快确定至少 1 家定点医疗机构，地市级要指定 1 家耐多药结



核病定点医疗机构，鼓励三级医院承担结核病诊疗任务，收治疑难重症结核病患者。定点医疗机构

名单要向社会公布，原则上非重症敏感肺结核诊治不出县。对于设立独立结核病防治专业机构的地

区，要将结核病防治所（院）纳入当地定点医疗机构管理，如不具备收治住院条件，要指定辖区内具

备条件的医疗机构承担结核病患者住院诊疗工作，并按定点医疗机构管理。 

（十四）各级疾病预防控制机构要切实履行职责，做好结核病疫情监测和信息分析报告、疫情处置、肺结核

患者或疑似患者及密切接触者的流行病学调查和转诊追踪、肺结核重点人群的防治和健康教育，组

织落实患者治疗期间的规范管理等工作。要将对定点医疗机构和基层医疗卫生机构的培训、技术指

导和督导评估作为常规重点工作持之以恒、常抓不懈。 

（十五）各级各类医疗机构要强化责任意识，提高对结核病的识别和诊断能力，做好发现和转诊报告工作。

各级结核病定点医疗机构要完善工作制度，规范开展结核病的诊断治疗、登记报告，加强医院感染

控制管理，不断提高规范化诊治水平。 

（十六）基层医疗卫生机构要认真落实患者发现、转诊，与疾病预防控制机构和定点医疗机构密切配合开展

病例追踪，并根据定点医疗机构确定的治疗方案，对辖区患者进行居家治疗管理及随访等。各地要

充分发挥基层医疗卫生机构在结核病预防控制中的网底作用，不断提高服务能力，及时发现可疑患

者并按要求转诊，将确诊的结核病患者全部纳入基本公共卫生服务项目进行规范管理。 

 

五、切实加强结核病防治工作的组织领导和监督检查 

（十七）进一步加强组织领导。各地卫生计生行政部门要积极争取本地政府为结核病防治工作提供有力的经

费保障。要加强结核病防治工作的组织领导，对肺结核患者发现、疫情报告、诊疗质量、追踪随访等

工作提出明确目标要求，并与疾病预防控制机构、定点医疗机构、基层医疗卫生机构签订目标责任

书。要层层传导压力，找准薄弱环节，突出重点，加强督导检查，建立通报机制，问题严重的要及时

向政府报告，督促各相关机构切实将防治措施落到实处。 

（十八）进一步增强结核病防治宣传实效。各级卫生计生行政部门要加强结核病防治宣传工作中的多部门合

作，强化全社会参与。以世界防治结核病日为契机，集中开展宣传活动，营造有利于结核病防治的

社会氛围。不断创新方式方法，充分发挥 12320 卫生热线、新媒体等宣传平台的作用，全方位、多

维度开展宣传工作。深入开展百千万志愿者结核病防治知识传播行动，对结核病患者及其家属、密

切接触者、医疗机构就诊人群、学生、结核菌/艾滋病病毒双重感染者、流动人口、老年人、糖尿病

患者等重点人群，有针对性地开展宣传教育，增强宣传教育的实效，进一步提升全社会结核病防治

知识和技能水平。 

（十九）进一步强化结核病防治监督检查。各级卫生计生行政部门及其综合监督执法机构要按照《传染病防

治法》、《结核病防治管理办法》等相关法律、规章的要求，加强对结核病疫情报告、疫情控制、感染

控制和学校结核病防控等工作的监督。对违法行为依法查处，将监督检查结果与医疗机构不良执业

行为记分、校验和等级评审等管理工作挂钩。国家卫生计生委将定期组织开展综合督查，督查结果

视情况向有关省（区、市）政府通报。 

 

 

国家卫生计生委 

                           2016年 7月 20日 

 

相关链接： 
http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s3589/201607/dc63fa5c8a2b405b9d1e89ebda01a955.shtml 
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