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ポリオプラス委員会

ポリオの現状に関する情報を各クラブに届けるとともに、

“ポリオプラス”への寄付をお願いするにあたり、寄付を集める

ためのヒントを提供して行きます。

また、10月24日世界ポリオデーに向けて各クラブ主催のポリオ

根絶チャリテーイベントへの支援、協力をさせていただきます。



ポリオ根絶活動

ロータリーは、世界からポリオ（急性灰白髄炎）を根絶するために、1985年にポリオプラスを開始。

以来、ポリオ発症数は99.9％減っており、根絶が実現すれば、ポリオは天然痘に続いて人類史

上、2番目に根絶される病となります。

1988年には、世界保健機関（WHO）、ユニセフ、米国疾病対策センター（CDC）と協力し、

世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）を発足。

ポリオ根絶は、現在もロータリーの最優先事項です。

ロータリーはこれまでに17億米ドル以上を投入しているほか、122カ国の25億人以上の子どもに

予防接種を行うために多大な時間を捧げてきました。

ロータリーは、今後3年間で毎年5,000万ドルを集めるファンドレイジングを行っています。

ゲイツ財団とのパートナーシップにより、ロータリーからの5,000万ドルの寄付に対して、2倍の額の

寄付がゲイツ財団から上乗せされます。



● ポリオとは？

急性灰白髄炎（脊髄性小児まひ）のことで、ポリオ・ウィルスによって、人

から人へ伝染する病気で、身体麻痺の後遺症をもたらし、時として命さえも

奪います。5歳以下の小児の罹患率が90％以上と高く、発症した場合の治療

法はほとんどありません。 動物や昆虫を介することは無いので、ポリオは

ワクチン投与で根絶することが出来るのです。

ポリオ・ウィルスには、１・２・３型の３タイプがあり、２０１５年に２型

が、２０１９年に３型の根絶が認定されました。残るは１型のみ！

● ポリオプラスとは？

最初は、ポリオと共に、はしか・ジフテリア・結核・百日咳・破傷風の五つ

を加えてプログラムしたものを指しました。

現在ではポリオ根絶運動がもたらした遺産のことを指します。

ポリオプラスへの寄付は、基金として蓄え、要請の都度使われます。



● ポリオ根絶運動の歴史

１）1979年 ３Ｈ補助金を利用し、5ヶ年計画でフィリピンの600万人児童に

ポリオの予防接種を実施。

２） 1985年 『ポリオプラス・プロジェクト』

国連40周年に当たる1985年、1億2,000万ドルを集めるプロジェクト始動

日本のロータリーは目標額40億円を超える49億円を集める。

３）1995年 規定審議会にて、ポリオプラス目標採択

2000年までにポリオを一掃し、ロータリー100周年の2005年にポリオ根絶

を証明する。

４）2007年 規定審議会にて、ポリオ根絶を国際ロータリーの最優先目標に

することを承認。ビル＆メリンダ・ゲイツ財団から1億ドルの寄付。

５） 2009年 ゲイツ財団の2億5,500万ドルと5,000万ドルの寄付に呼応し

「ロータリー 2億ドル チャレンジ」を実施。

■国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にしています。

The Rotary International set the highest priority goal to eradicate Polio in the world.



世界ポリオ根絶推進活動(GPEI)

1988年 2009年 2019年
国際ロータリー ビル＆メリンダ・ゲイツ財団 ワクチンと予防接種

(ＲＩ)                                (ＢＭＧＦ)                                        のための世界同盟
(ＧＡＶＩ)

世界保健機関
(ＷＨＯ)

国連児童基金
(ＵＮＩＣＥＦ)

米国疾病対策センター
(ＣＤＣ)



● ポリオの現状
ポリオ（脊髄性小児麻痺）は、身体麻痺の後遺症をもたらし、時として命さえも奪う伝染病です。
5歳以下の小児の罹患率が90％以上と高く、発症した場合の治療法はほとんどありません。
1988年には世界125カ国において年間35万症例が報告されていましたが、ポリオワクチンの接種に
よる予防が有効で、2009年には約1600症例と20年間で99％が減少しました。
日本では1981年以降ポリオの発生はなく、2000年に国内でのポリオ根絶を発表しました。
現在、ポリオの常在国はパキスタン、アフガニスタンの2カ国のみ。

１）2020年8月にＷＨＯがナイジェリアに対しポリオ根絶宣言を発令。

残るポリオ常在国はパキスタン、アフガニスタンの2ヶ国。

コロナ禍、ワクチン接種率を上げ、集団免疫力を維持することが大切。

２）現在、一番難攻しているのが、パキスタンFATA(政府直轄部族地域)

この地域は部族制度の伝統が強く、強い自治権を有し、なかなかポリオワクチン

の投与が行き届かない。他の州や隣国アフガニスタンに移動する人達がポリオ

・ウィルスのキャリアーになることもあり、その動向に困難を要している。

３）2020年野生株のポリオ罹患者数はパキスタン84名、アフガニスタン56名 計140名。

■国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にしています。

The Rotary International set the highest priority goal to eradicate Polio in the world.



1988年 125ヶ国



1988年 125ヶ国

過去一年間にポリオの感染が確認された国。

赤：野生株(アフガニスタン・パキスタン)

青：ワクチン由来

(アフガニスタンとパキスタンはワクチン由来の感染もある)



■国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にしています。

The Rotary International set the highest priority goal to eradicate Polio in the world.

● バーチャル国際大会(2021.6.12〜16) 

クナーク会長はまた、コロナ禍によって大きな被害がもたらされ、多くの人にとって大切な人を失

うという悲しい結末となっていることにも触れ、「亡くなられた方々に思いをはせ、コロナ禍をで

きるだけ早く終息させるためにできることすべてを行わなければならない」と語りました。

困難な1年であったにも関わらず、世界保健機関（WHO）によるアフリカ地域の野生型ポリオウイ

ルスの根絶が宣言されるという歴史的なニュースがあったことも紹介し、ロータリーがこの進展の

勢いを維持し、世界的なポリオ根絶に引き続きコミットしていくことを奨励しました。

クナーク会長は、2021年5月までの時点で、世界で報告された野生型ポリオウイルスの症例は2件

だったことも紹介しました。

野生型ポリオウイルスが蔓延している国は、アフガニスタンとパキスタンの2カ国です。

また、テドロス・アダノム・ゲブレイェソスWHO事務局長もビデオメッセージを寄せ、ポリオ根絶

に引き続き取り組む国際ロータリーに対し 「新型コロナが蔓延しても、皆さんはポリオのない

世界というビジョンを諦めないどころか、活動をさらに強化されました」と称えました。



しかし、ロータリーの名前が無い！

有効な治療法はないが、ワクチン接種が予防に有効なため、
ワクチンが行き届いていなかった国へ、国連児童基金（ユニセフ）や
日本の国際協力機関（JICA）、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団などが、
子どもへの接種を支援してきた。

公共イメージUpが必要！

■国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にしています。

The Rotary International set the highest priority goal to eradicate Polio in the world.



■国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にしています。

The Rotary International set the highest priority goal to eradicate Polio in the world.

● ポリオに対する取り組み

ポリオの地球上からの完全根絶は、世界の子供たちと交わした「約束」です。

ポリオ根絶まで、あと一歩（Final  Inch)

著名人によるキャンペーン実施！ 公共イメージアップが必要！！



スラム街でのワクチン一斉投与
インド（デリー）にて

ポリオの生ワクチ
ン

大きな口を開けてア～ン！

大船渡西RC 高木久子会員

弘前アップルRC 

関場慶博 ＰＤＧ

2013年2月24日 超我の奉仕賞受賞（2016年7月9日）
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■国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にしています。

The Rotary International set the highest priority goal to eradicate Polio in the world.

2520地区 各クラブが 活動を！！

トレインジャック
2021年10月18日 End Polio Nowイベント

世界ポリオデーでのイベントの開催
（募金活動と根絶の啓蒙活動）

「ポリオ」を通じての「ロータリー奉仕デー」

「ポリオ」をテーマにした例会の開催

ポリオプラスへの寄付・DDFの寄贈

ロータリーカードの使用

NIDｓに参加

アドボカシー



★本年度地区目標（年間）★

皆様のご協力をお願いします。

30＄ / １人
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■国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にしています。

The Rotary International set the highest priority goal to eradicate Polio in the world.

利用額の0.3%がポリオへの寄付に！
2019-2020年度は1,000万円以上が寄付金に！

ロータリーカードの普及



■国際ロータリーはポリオ根絶を最優先の目標にしています。

The Rotary International set the highest priority goal to eradicate Polio in the world.



ご静聴、ありがとうございます。


