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都道府県医師会
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ファイザー社ワクチン第９クール・第 10 クールに係る配分スケジュール等について
今般、ファイザー社ワクチンの第 9 クール（7 月 5 日・12 日の週に配送予定。V-SYS
上では「PF09」）及び第 10 クール（7 月 19 日・26 日の週に配送予定。V-SYS 上は
「PF10」）の V-SYS による割り当て手続き、それぞれのクールの前半週（7 月 5 日・
19 日の週）配送の希望調査等について、下記のスケジュールの通り行う旨、厚生労働
省より各都道府県衛生主管部（局）宛て別添の事務連絡がありましたのでご連絡申し
上げます。
つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会等
に対する情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。
記
（１）V-SYS による割り当て手続き
① 納入希望量の入力【基本型接種施設における作業】
新型コロナワクチン、注射針及びシリンジ（以下「ワクチン等」
）の配送を希望す
る基本型接種施設は、必要に応じて自治体と調整の上、以下の日程でワクチン等
の納入希望量を入力する。
第 9 クール：6/7（月）～6/11（金）15 時
第 10 クール：6/21（月）～6/25（金）15 時
② 都道府県ごとの配送箱数の割り当て【厚生労働省における作業】
厚生労働省において、以下の日程で都道府県ごとの配送箱数の割り当てを行う。
第 9 クール：6/14（月）中
第 10 クール：6/28（月）中
③ 市町村ごとの配送箱数の割り当て【都道府県における作業】
都道府県において、以下の日程で市町村ごとの配送箱数の割り当てを行う。
第 9 クール：6/15（火）15 時まで
第 10 クール：6/29（火）15 時まで
④ 市町村ごとの配送箱数の確定処理【厚生労働省における作業】
厚生労働省において、以下の日程で市町村ごとの配送箱数の割り当ての確定処理
を行う。
第 9 クール：6/15（火）中

第 10 クール：6/29（火）中
⑤ 基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当て【市町村における作業】
市町村において、以下の日程で基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当てを行う。
第 9 クール：6/17（木）12 時まで
第 10 クール：7/1（木）12 時まで
⑥ 基本型接種施設ごとの配送箱数の確定処理【都道府県における作業】
都道府県において、以下の日程で基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当ての確
定処理を行う。
第 9 クール：6/17（木）20 時まで
第 10 クール：7/1（木）20 時まで
（２）前半週配送の希望調査のスケジュール
① ワクチン希望量登録があった施設の共有【厚生労働省における作業】
V-SYS に希望量の登録があった基本型接種施設と希望量（箱数）のリストを厚生
労働省から都道府県に送付。
第 9 クール：6/14（月）
第 10 クール：6/28（月）
② 早期配送を希望する施設と箱数のリストを提出【都道府県・市町村における作業】
前半週でのワクチン配送を希望する基本型接種施設及び箱数について、都道府県
で取りまとめた上で、リストで厚生労働省へ提出。
第 9 クール：6/16（水）17 時まで
第 10 クール：6/30（水）17 時まで
③ 納入予定の共有
厚生労働省からファイザー社へリストを提出し、ファイザー社が配送計画を作成。
納入予定は以下の日中以降、V-SYS 上で確認可能。
第 9 クール：6/22（火）
第 10 クール：7/6（火）
（３）前半週配送の希望調査のスケジュール
第 9・10 クールの配分量は各クール 1 万箱程度を予定しており、基本計画枠は追っ
てお知らせすることとされています。また、これに加えて、大規模接種会場に対し武
田/モデルナ社ワクチンが希望量に応じて配送される予定です。
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各都道府県衛生主管部（局） 御中
厚生労働省健康局健康課予防接種室
ファイザー社ワクチン第９クール・第 10 クールに係る
配分スケジュール等について
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のためのワクチンの割り当て手続きに関
し、ファイザー社ワクチン第９クール（７月５日の週及び７月12日の週に配送予定。ワク
チン接種円滑化システム（以下「Ｖ-ＳＹＳ」という。）上のクール名は「PF09」）
及び第10クール（７月19日の週及び７月26日の週に配送予定。Ｖ－ＳＹＳ上のクール名
は「PF10」）のＶ-ＳＹＳによる割り当て手続き、前半週（第９クールにおける７月５日の週
及び第10クールにおける７月19日の週）配送の希望調査等については下記のスケジュ
ールのとおり行うこととしますので、ご対応いただくとともに、管内の市町村（特別区を含
む。以下同じ。）及び接種を予定する医療機関並びに関係団体に御連絡いただくよう
お願いいたします。
記
（１）Ｖ－ＳＹＳによる割り当て手続き
①納入希望量の入力【基本型接種施設における作業】
新型コロナワクチン、注射針及びシリンジ（以下「ワクチン等」とい
う。）の配送を希望する基本型接種施設は、必要に応じて都道府県・市町村
と調整の上、以下の日程で、ワクチン等の納入希望量を入力すること。
・第９クール：６月７日（月）から６月 11 日（金）15 時
・第 10 クール：６月 21 日（月）から６月 25 日（金）15 時
②都道府県ごとの配送箱数の割り当て【厚生労働省予防接種室における作業】
厚生労働省健康局健康課予防接種室（以下「当室」という。）において、
以下の日程で都道府県ごとの配送箱数の割り当てを行う。
・第９クール：６月 14 日（月）中
・第 10 クール：６月 28 日（月）中

③市町村ごとの配送箱数の割り当て【都道府県における作業】
都道府県において、以下の日程で市町村ごとの配送箱数の割り当てを行う
こと。
・第９クール：６月 15 日（火）15 時まで
・第 10 クール：６月 29 日（火）15 時まで
④市町村ごとの配送箱数の確定処理【当室における作業】
当室において、以下の日程で市町村ごとの配送箱数の割り当ての確定処理
を行う。
・第９クール：６月 15 日（火）中
・第 10 クール：６月 29 日（火）中
⑤基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当て【市町村における作業】
市町村において、以下の日程で基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当て
作業を行うこと。
・第９クール：６月 17 日（木）12 時まで
・第 10 クール：７月１日（木）12 時まで
⑥基本型接種施設ごとの配送箱数の確定処理【都道府県における作業】
都道府県において、以下の日程で基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当
ての確定処理を行うこと。
・第９クール：６月 17 日（木）20 時まで
・第 10 クール：７月１日（木）20 時まで

（２）前半週配送の希望調査のスケジュール
①ワクチン希望量登録があった施設の共有（当室における作業）
Ｖ－ＳＹＳに希望量の登録があった基本型接種施設と希望量（箱数）のリ
ストを厚生労働省健康局健康課予防接種室（以下「当室」という。）から都道
府県に送付。
・第９クール：６月 14 日（月）
・第 10 クール：６月 28 日（月）
②早期配送を希望する基本型接種施設と箱数のリストを提出（都道府県及び
市町村における作業）

前半週でのワクチン配送を希望する基本型接種施設及び箱数について、都
道府県でとりまとめた上で、所定の様式（リスト）で当室に提出。
・第９クール：６月 16 日（水）17 時まで
・第 10 クール：６月 30 日（水）17 時まで
③納入予定の共有
当室からファイザー社に提出した（２）のリストを踏まえて、ファイザー
社が配送計画を作成。
納入予定は以下の日中以降、Ｖ－ＳＹＳ上で確認可能となる。
・第９クール：６月 22 日（火）
・第 10 クール：７月６日（火）
※前半週の配送を希望するための留意点については、「高齢者向け第７クー
ル・第８クールの新型コロナワクチン等の前半週配送の希望調査について」
（令和３年５月 13 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）２を
よくご確認願います。
（３）第９クール・第 10 クールを踏まえた基本配分計画について
第９クール及び第 10 クールの基本計画枠については、第６クールから第８
クールの配分結果等を踏まえて、基本配分計画を改訂予定ですので、追ってお
知らせいたします。
配分量は、各クール、１万箱程度を予定しており、そのうち約８割を基本計
画枠とする予定です。また、これに加えて、大規模接種会場などに対し、武田
／モデルナ社ワクチンを希望量に応じて配送する予定です。
今後、２種類のワクチンを使用することになりますが、ファイザー社ワクチ
ンは小分け配送が可能である一方、武田／モデルナ社ワクチンは小分け配送が
認められていないことから、各都道府県においては、割当量の調整や広域融通
などにより、個別接種を中心とした市町村でのファイザー社ワクチンが確保さ
れるよう、検討をお願いします。

ファイザーワクチン第９～10クール（PF09~10）の配分スケジュール
クール名称

第６クール
16,000箱

第７クール
13,500箱

第８クール
基本枠13,434箱

納入希望量登録

割当て期限

割当て期限

【医療機関】

【国】

【都道府県】

5/7(金)

5/10(月)
15時

4/26(月)～
5/6(木)15時
5/7(金)～
5/14(金)
5/17(月)～
5/28(金)

5/17(月)
5/31(月)

5/18(火)15時
6/1(火)15時

10,000箱程度

第10クール
10,000箱程度

6/7(月)～
6/11(金)15時
6/14(月)～
6/25(金) 15時

6/14(月)
6/28(月)

（データロック）

【国】

5/10(月)

5/18(火)
6/1(火)

割当て期限
【市町村】

5/12(水)
12時

（データロック）

納入予定の
入力日

【都道府県】

【ファイザー社】

確定処理期間

5/13(木)
15時

5/20(木)12時

5/20(木)
20時

6/3(木)12時

6/3(木)
20時

5/17(月)
配送： 5/24週
& 5/31週～

5/25(火)
配送： 6/7週
& 6/14週～

※各市町村の繰り越し分が確定

6/4（金）までに基本計画枠（改定版）を発出
第９クール

確定処理期間

6/15(火)15時
6/29(火)15時

6/15(火)
6/29(火)

6/8(火)
配送： 6/21週
& 6/28週～

6/22(火)

6/17(木)12時

6/17(木)
20時

配送： 7/5週
& 7/12週～

7/1(木)12時

7/1(木)
20時

配送： 7/19週
& 7/26週～

7/6(火)

前半週配送の
希望調査

Ｓｔｅｐ１
医療機関・接種施設が登録した希望
量（箱数）のリストを自治体に展開

Ｓｔｅｐ２
前半週に配送を希望する医療機関・
接種施設と箱数をリスト化

Ｓｔｅｐ３
リストを踏まえて、前半週に配送する
ようファイザー社が配送計画を作成

＜送付時期＞
第８クール 5/31（月）
第９クール 6/14（月）
第10クール 6/28（月）

＜登録期限＞
第８クール 6/ 2（水）17時
第９クール 6/16（水）17時
第10クール 6/30（水）17時

＜納入予定を登録日＞
第８クール 6/ 8（火）
第９クール 6/22（火）
第10クール 7/ 6（火）
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