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Shining a spotlight on polio
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n August, I was proud to visit Pakistan and high-
light Rotary’s top goal, eradicating polio. It was 
also a tremendous opportunity to spotlight fe-
male health workers who are playing a critical 
role in protecting children from this vaccine-pre-

ventable disease.
This month, as we celebrate World Polio Day, we 

are shining a spotlight on our more than 30-year 
effort to lead the first global polio eradication cam-
paign and our success in forming partnerships capable 
of completing this massive goal. We all know that this 
is one of the most ambitious global health initiatives 
in history and that we’ve reduced polio cases by more 
than 99.9 percent worldwide. 

Pakistan is one of only two countries in the world 
where wild poliovirus remains endemic. (The other is 
neighboring Afghanistan.) I was able to witness and 
take part in vaccination campaigns in Pakistan, and 
soon after I left, a monumental nationwide immuni-
zation campaign took place, focused on 43 million 
children under the age of 5. I saw the incredible work 
of Rotary members on the ground. More than 60 per-
cent of vaccinators in Pakistan are women, and they are 
doing a remarkable job building trust and convincing 
mothers to vaccinate their children. 

Seeing it all firsthand, I know that the will exists 
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across the Rotary world to end polio, and I’m confident 
that we have the strategy. The Pakistani media has been 
very supportive of our efforts as well, and this is making 
a difference. This month, a new global pledging moment 
at the World Health Summit in Berlin promises to pull 
together more resources to fund these time-sensitive 
eradication efforts. Now it is up to us to do our part and 
raise $50 million this year to earn the full 2-to-1 match 
from the Bill & Melinda Gates Foundation.  

There’s great cause for optimism on the polio front — 
but also some staggering new events that have further 
raised the stakes. Over the past few months, new polio 
outbreaks have occurred in Israel, the United Kingdom 
and, most recently, in the New York City area. These sto-
ries are frightening, but in every case, the response is 
clear — vaccines work, and if polio is spreading, we need 
to make sure the most at-risk people have kept their vac-
cinations up to date. 

Most importantly, we need to eradicate this virus now. 
If polio exists anywhere, it can spread everywhere. What I 
saw in Pakistan convinced me that we can and must finish 
the job, but it will only happen if we remain committed to 
a strategy that’s working and back it with all necessary 
resources.  

Through our commitment, generosity, and sheer deter-
mination, we will #EndPolio. 

“ パキスタンでは、
ポリオ根絶が実現可能であり、
実現しなければならない
という思いは、より強くなりました。
ただしそれは効果的な戦略に
全力で取り組み、
必要なあらゆるリソースを
投入し続けて
初めて実現するのです ”

8月、パキスタンのカラチの家庭でポリオワクチン
を接種した後、子どもと触れ合うジョーンズ会長
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　この 8 月、私はパキスタンを訪問し、光栄にもロータリーの最優先課
題であるポリオ根絶をアピールする機会に恵まれました。それは、子ども
たちをワクチンを使って、病気から守っている女性医療従事者にスポット
ライトを当てる貴重な機会でもありました。
　世界ポリオデーを迎える今月、ロータリーの二つの実績について着目し
ようと思います。一つは、初めて世界的な規模でポリオ根絶活動に着手し、
30 年以上にわたり主導してきたこと。そして、この壮大な目標を実現可
能にするパートナーシップを形成してきたことです。これは史上最も意欲
的な世界保健イニシアチブの一つであり、それにより私たちは世界でポリ
オ症例数を 99.9％以上減らしてきました。
　野生型ポリオウイルスが常在しているのは世界でわずか 2 カ国であり、
パキスタンはその一つです（もう一つは隣国アフガニスタン）。私はパキ
スタンでは予防接種活動に参加し、ロータリーの会員の素晴らしい活躍
を目の当たりにしました。私が現地を離れて間もなく、5 歳未満の子ど
も 4,300 万人を対象とする全国一斉予防接種キャンペーンが実施されま
した。パキスタンでは、ワクチンを投与する人の 60% 以上が女性であり、
母親たちからの信頼を得て、子どもにワクチンを受けさせるという役割を
ロータリーは見事に果たしています。
　この目で見たことで、ポリオ根絶への強い意志がロータリー全体に満ち
あふれていることが体感でき、ロータリーにはしっかりとした戦略がある
ことを確信しました。パキスタンのメディアが私たちの取り組みを大きく
支持していることも、変化につながっています。今月、ベルリンで開催さ
れる世界保健サミットで新たな世界的誓約が発表され、緊急課題であるポ
リオ根絶のために、より多くのリソースが確保されます。ロータリーも自
らの役割として、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が 2 倍額を上乗せすると
いう誓約を最大限に生かすために、上限の 5,000 万ドル以上を拠出しな
ければなりません。 
　ポリオ根絶活動の現場では楽観的でいることが許される状況とはいえ、
緊迫感を伴う想定外の事態も起きています。過去数カ月間で、イスラエル、
イギリス、そして最近ではアメリカ・ニューヨークでポリオウイルスが新
たに発見されました。脅威を感じさせるニュースですが、取るべき対策は
明らかです。ワクチンは有効なのですから、感染の危険のある人たちが予
防接種を受ければよいのです。
　最も大切なのは、今こそ、このウイルスを根絶する必要があると決意を
新たにするということです。地球上のどこかにポリオウイルスが存在する
限り、どこにでも拡大する可能性があります。パキスタンでは、ポリオ根
絶が実現可能であり、実現しなければならないという思いは、より強くな
りました。ただしそれは効果的な戦略に全力で取り組み、必要なあらゆる
リソースを投入し続けて初めて実現するのです。 
　コミットメント、惜しみない支援、断固とした決意があれば、ポリオ根
絶は実現できるのです。  

ポリオに光を当てる


