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ポリオとコロナ





■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 ってどんな病気？
急性灰白髄炎（きゅうせいかいはくずいえん）/ 小児麻痺（しょうにまひ）と言われ、ウィルス感染により発症する

・治癒は出来ない

・５歳以下の子どもの感染確率が高い 罹患率90％以上

・ワクチンでの予防が可能

・感染経路は主に糞口感染

・不顕性感染の割合が高い （症状が出ない）

・ウィルスが神経組織に入り麻痺を引き起こし、死に至ることもある

（感染して身体マヒを起こす確率は200人に１人程度）

ポ リ オ の現状

ポリオ（急性灰白髄炎）は、1988年に世界125カ国において年間35万症例が報告されていました。

ワクチンの接種による予防で、2009年は約1600症例と20年間で99％減少しました。

日本は1981年以降 発生症例はなく、2000年にポリオ根絶を発表しました。

2020年8月 ＷＨＯがナイジェリアに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ヶ国のみ。

2021年にマラウイ モザンビークで 発症例 （アフガニスタン由来菌）

今、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になります。

ロータリーがパートナーのＧＰＥＩの活動がコロナ感染予防に大いに役立っています。

ポリオ根絶活動のインフラ（公衆衛生、ワクチン接種など）です。



ポリオ発生状況 12ヶ月
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世界ポリオ根絶推進活動(GPEI)

1957年 1988年 2009年 2019年
国際ロータリー 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
フィリピン (ＲＩ)                                  (ＢＭＧＦ)                           のための世界同盟
ワクチン 接種 (ＧＡＶＩ)
600万人の小児 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)

Global Polio Eradication Initiative
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ポ リ オ プ ラ ス ・ プ ロ グ ラ ム

・1985年 国連創立40周年（国際ロータリー創立80周年）に、国際ロータリーは1億2000万ドル（120億円）

を集めるという声明を出し、ポリオプラス・プログラムを設けました。

・ポリオ に ハシカ（麻疹）、ジフテリア、結核、百日咳、破傷風の５つを加え、同時に撲滅を目的にしました。

・プラス とは、始めは、ポリオ撲滅を遂行するのに必要な機材・機関を呼びました。

現在は、ポリオ根絶活動の遺産や研究成果による功績を総称して呼んでいます。

・1995年 ポリオプラスの目標を2000年までにポリオを一掃し、国際ロータリー創立100周年にあたる2005年までに

ポリオ根絶を証明する と決めました。

残念ながら、ポリオ根絶目標は2026年までと変更されました。

2022-2026 新しいポリオ根絶戦略

ゴール１： アフガニスタン・パキスタンの二カ国で全てのポリオウィルスの伝播を永久に阻止する

ゴール２： c VDPN2の伝播を阻止することと ポリオフリー地域での再流行を防ぐ
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しかし、ロータリーの名前が無い！
新聞には「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」 と掲載！

公共イメージUpが必要！
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● 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！！

「BTS（防弾少年団）」

JIMIN
ポリオ患者に１億ウォン
（約930万円）を寄付
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　 　 　 　 　あと少し
子どもたちが、 ポリオによって二度と体の自由を奪われないよう

今こそポリオを根絶しまし ょ う 。

歴史に１ ページを刻むために

　 募金、 認識向上、 支援の働きかけにご協力く ださい。

  endpolionow.org/ja   

       Rota ry

あと少しＲ Ｉ  D2 520

天沼 久純ガバナー　
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あと少し (This Close)



2022-23年度もポスターでアピール！！
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ご静聴、ありがとうございます。





ポリオ クイズ

① ポリオとは A.小児まひ 急性灰白髄炎 B.麻疹 C.破傷風

② ポリオにかかりやすい年齢は? A.5歳 B.8歳 C.10歳

③ 国際ロータリーの最優先事項は?

④ 10月24日は何の日!

⑤ 2020年アフリカからポリオ根絶宣言発令、残る常在国は2つです。 どことどこ？

⑥ 1988年以来、ポリオ根絶に取り組んで成果をあげている団体は？

⑦ 国際ロータリーが2011年実施した「あと少し」キャンペーンの寄付総額は？

A.５億ドル超 B.８億ドル超 C.10億ドル超

⑧ 国際ロータリーが1985年からポリオ根絶に投じた総額は？

A.12億ドル超 B.21億ドル超 C.30億ドル超

⑨ 世界で最初にワクチン接種でウィルス感染を根絶したのは？

A.コレラ B.天然痘 C.マラリア

⑩ ポリオワクチン開発者ジョナサン・ソーク博士は10月の何日生まれ？
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答え

① A.小児まひ 急性灰白髄炎

② A.5歳

③ ポリオ根絶

④ 世界ポリオデー

⑤ アフガニスタン パキスタン

⑥ GPEI（世界ポリオ根絶推進活動） Global Polio Eradication Initiative

⑦ C.10億ドル超

⑧ B.21億ドル超

⑨ B.天然痘 ポリオも根絶間近

⑩ 24日 博士の誕生日が 世界ポリオデー！
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