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ファイザー社ワクチン第 13 クール・第 14 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 13 クール（8 月 30 日・9 月 6 日の週に配送予定。
V-SYS 上では「PF13」）及び第 14 クール（9 月 13 日・20 日の週に配送予定。V-SYS 上
は「PF14」）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（8 月 30 日・
9 月 13 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。
また、第 12 クールの V-SYS による割り当て手続き及び前半週配送の希望調査等に
ついて、一部スケジュールを後ろ倒しにする変更が行われているため、別紙スケジュ
ールをご確認いただきますようお願い申し上げます。
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 13 クール：7/26（月）～8/3（火）15 時
第 14 クール：8/10（火）～8/18（水）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 13 クール：8/5（木）中
第 14 クール：8/20（金）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 13 クール：8/10（火）15 時
第 14 クール：8/24（火）15 時
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 13 クール：8/10（火）中
第 14 クール：8/24（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 13 クール：8/12（木）12 時
第 14 クール：8/26（木）12 時
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 13 クール：8/12（木）20 時
第 14 クール：8/26（木）20 時
（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 13 クール：8/5（木）
第 14 クール：8/20（金）
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、厚生労働省へ提出。
第 13 クール：8/11（水）17 時
第 14 クール：8/25（水）17 時
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 13 クール：8/17（火）
第 14 クール：8/31（火）
（３）前半週配送の希望における留意点について
「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 日付厚生労働省事務連絡）を参照。
https://www.mhlw.go.jp/content/000779455.pdf
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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 13 クール・第 14 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13クール（８月30日の週及び９月６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「PF13」）及び第14クール（９月13日の週及び９月20日の週に配送予定。
Ｖ－ＳＹＳ上のクール名は「PF14」）のＶ-ＳＹＳによる割り当て手続き、前半
週（第13クールにおける８月30日の週及び第14クールにおける９月13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。
なお、都道府県が設置する大規模接種会場について、関係する自治体に対して
類似コードの付与や集合契約等について個別に連絡を取ることがありますので、
ご対応いただきますようお願いいたします。
また、ファイザー社ワクチン第12クールのＶ-ＳＹＳによる割り当て手続き、
前半週配送の希望調査等について、都道府県において調整枠に係る一定の検討
時間を確保するため、一部スケジュールを後ろ倒しにする変更を行っておりま
すので、別紙にてご確認をお願いいたします。
記
（１）Ｖ－ＳＹＳによる割り当て手続き
①納入希望の登録【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を登録すること。
・第 13 クール：７月 26 日（月）から８月３日（火）15 時
・第 14 クール：８月 10 日（火）から８月 18 日（水）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 13 クール：８月５日（木）中
・第 14 クール：８月 20 日（金）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 13 クール：８月 10 日（火）15 時
・第 14 クール：８月 24 日（火）15 時
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 13 クール：８月 10 日（火）中
・第 14 クール：８月 24 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 13 クール：８月 12 日（木）12 時
・第 14 クール：８月 26 日（木）12 時
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 13 クール：８月 12 日（木）20 時
・第 14 クール：８月 26 日（木）20 時

（２）前半週配送の希望調査のスケジュール
①ワクチン希望登録があった施設の共有（当室における作業）
Ｖ－ＳＹＳに希望登録があった基本型接種施設のリストを当室から都道
府県に送付。
・第 13 クール：８月５日（木）

・第 14 クール：８月 20 日（金）
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 13 クール：８月 11 日（水）17 時
・第 14 クール：８月 25 日（水）17 時
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 13 クール：８月 17 日（火）
・第 14 クール：８月 31 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。

ファイザー社ワクチン第13～14クール（PF13～14）の配分スケジュール 別紙
クール名称

納入希望の登録
【医療機関】

第11クール

7/5(月)～
7/9(金)15時

第12クール

7/12(月)～
7/21(水) 15時

10,000箱

10,000箱程度

第13クール

7/26(月)～
8/3(火)15時

第14クール

8/10(火)～
8/18(水)15時

10,000箱程度

10,000箱程度

割当て期限

割当て期限

【国】

【都道府県】

7/12(月)

7/14(水)
15時

7/26(月)

7/27(火)
7/28(水)
15時

8/5(木)

8/10(火)
15時

8/20(金)

8/24(火)
15時

確定処理期間

（データロック）

【国】

割当て期限
【市町村】

確定処理期間

（データロック）

【都道府県】

7/14(水)

7/16(金)
12時

7/16(金)
20時

7/27(火)
7/28(水)

7/29(木)
7/30(金)
12時

7/29(木)
7/30(金)
20時

8/10(火)

8/12(木)
12時

8/12(木)
20時

8/24(火)

8/26(木)
12時

8/26(木)
20時

納入予定の
入力日

【ファイザー社】

7/21(水)
配送： 8/2週
& 8/9週～

8/3(火)
8/4(水)
配送： 8/16週
& 8/23週～

8/17(火)
配送： 8/30週
& 9/6週～

8/31(火)
配送： 9/13週
& 9/20週～

前半週配送の
希望調査

Ｓｔｅｐ１

Ｓｔｅｐ２

Ｓｔｅｐ３

希望登録があった医療機関・接種施
設のリストを自治体に展開

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

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＞

＜登録期限＞

＜納入予定を登録日＞

第12クール
第13クール
第14クール

7/26（月）
8/ 5（木）
8/20（金）

第12クール
第13クール
第14クール

7/29（木）17時
8/11（水）17時
8/25（水）17時

第12クール
第13クール
第14クール

8/ 4（水）
8/17（火）
8/31（火）
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