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ファンド情報提供資料
（データ基準日：2019年2月末）
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※本資料は「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）〈愛称：健次（ヘッジあり）〉」および「グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド〈愛称：健次〉」の概要について投資家のみなさまにお知らせするために作成したものです。
このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモ等については投資信託説明書（交付目論見書）をご確認いただく必要があります。

遺伝子解析における、縁の下の力持ち

遺伝子解析を利用した個別化医療
患者さん個々の体質や病気の特徴にあった治療を行うことを
“個別化医療”といいます。
同じ薬でも、人によって効果と副作用が異なります。
個別化医療では、 “遺伝子解析の技術” を利用して、患者
さんに適した 治療薬を予測してから、実際に治療薬を処方
します。患者さん個々に対する医薬品の効果を最大限に高め、
副作用を最小限に抑えることを目的としているのです。
そして、診断結果に基づいて処方される新薬の研究も日々行わ
れています。当ファンドは、右記のような “画期的な新薬”を
開発した企業を組み入れています。
（兆ドル）
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予想
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新薬名：

1.0

ブリストル・マイヤーズ スクイブ

組入

アメリカ

第10位

「オプジーボ」

サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック

日本の小野薬品工業と共同開発の
がん免疫治療薬

（期間：2015年～2022年）

3.0

スイス

「キムリア」
日本でも保険が適用されることが発表
（2019年2月）
若年性の白血病等を治療する新製剤

≪個別化医療の世界市場≫

4.0

遺伝子を利用した治療には、まず遺伝情報を調べる必要があります。
遺伝子は、遺伝情報の本体である “ＤＮＡ” を構成する4種類の塩基（えんき）の並び方（塩基配列といいます）が
個々によって異なります。
この塩基配列を“シークエンサー”という装置を使って、自動で解読することができるようになりました。2005年
には、従来のシークエンサーよりはるかに早く、しかも低コストで解読できる “次世代シークエンサー” が誕生
しています。当ファンドが組み入れている下記の企業は、次世代シークエンサーを開発・販売している企業の一つで
す。がん研究、遺伝性疾患などさまざまな分野において、同社の製品が活用されています。

ノバルティス

アストラゼネカ
イギリス

「イミフィンジ」
非小細胞肺がんに対する治療薬

アデニン

チミン

グアニン

シトシン

アメリカ

ＤＮＡは、2本の紐状のものが絡み合うように回転していて、
この紐の間に棒が架け橋のようについた構造をしています。
2本の紐状のものは、リン酸とデオキシリボーズという糖ででき
ていて、架け橋になっている棒が塩基（えんき）です。
塩基は、4種類（アデニン、チミン、グアニン、シトシン）からでき
ていて、この配列がひとりひとり異なるのです。

0.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

（出所）statistaのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
※2016年は推計値、2017年以降は予想値

医療業界も

手術支援ロボット競争へ

ブロックチェーンに注目

手術支援ロボットといえば「ダヴィンチ」が有名ですが、近年、
「ダヴィンチ」と競合しない手術領域でも開発が進んでいます。

組入

第1位

ユナイテッドヘルス・グループ
アメリカ

組入

2018年に、アメリカの医療保険最大手ユナイテッドヘルス・
グループは、“ブロックチェーン*” を用いた医療データの管理
を始めました。医療企業が直面している問題の一つに、個々に
医療データを管理していることによるデータ管理の煩雑さと
高い管理コストがあげられます。なかには、間違った情報が訂正
されないままになってしまうことやセキュリティーの問題もあり
ます。
ブロックチェーンを利用するこ
とで、データの正確性を高め、
＊ブロックチェーン
高いセキュリティーを保持す
ることが可能になります。また、
「分散型台帳」とも呼ばれて
シンプルな管理によるコスト
います。データをネット上に
分散させて記録、利用者間で情
削減も期待できます。今後、ブ
報を共有します。改ざんが難し
ロックチェーンは、医療業界に
く高いセキュリティーが保持で
きると言われています。
も大きな影響を及ぼすと考え
られます。

第 9位

メドトロニック

アメリカ

メドトロニックは、脊椎手術支援ロボット「メイザーＸ」を手がけるイ
スラエルのメイザー・ロボティクスを買収しました。ロボットに
よるガイダンスシステムを組み込み手技効率の向上につなげます。
また、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用したサービスの開発を進めてい
ます。

（出所）各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。 ■上記の写真および画像はイメージです。
■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年1月末における組入れ上位10銘柄のうち、6銘柄について、業務内容の一部をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。

【本資料に関するご注意事項等】の内容を必ずご覧ください。
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ファンド情報提供資料

ファンドの目的

運用
状況

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

当ファンドの基準価額および純資産の推移

ファンドの特色
１ 世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。

● グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）
（期間：2016年11月25日（設定日）～2019年2月28日）

◆世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行います。

● グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド
（期間：2004年2月27日（設定日）～2019年2月28日）

◆株式の組入れは、原則フルインベストメントとします。
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３ 【グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）】： 原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。なお、米ドル建以外の資産については、当該資産の通貨と異なる通貨で為替ヘッジを行うことがあり
ます。
為替変動リスクの低減をはかるため、為替ヘッジを行った場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低いときには、これらの短期金利差に基づくヘッジコストが
かかります。なお、ヘッジコストは基準価額にマイナスの影響を与えます。為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
【グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド】： 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
４ 株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
◆ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーは、1928年に創業した米国最古の運用機関の一つです。
◆ヘルスケア・セクターでは世界最大規模のファンドの運用アドバイザーを受託しています。
5 年2回決算を行い、収益の分配を行います。
◆毎年2月27日および8月27日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等の全額とします。

・基準価額（1万口当たり）、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。・信託報酬率は、後記の「お客さまにご負担いただく費用」に
記載しています。・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
■上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

遺伝子治療とは

・委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。（ ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります）
将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。
原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額
の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資リスク

遺伝子治療とは、体内に遺伝子を入れることで病気を治療することをいいます。
遺伝子に変異がある患者さんに、正常な遺伝子を入れることで、体内で正常な遺伝子が働き、治療の
効果が見込めます。具体的には、これまで治療法がなかった遺伝性の病気を治す、症状を緩和させる、
効果が長く続くといった特徴があり、次世代の治療として注目をあびています。

体内遺伝子治療

体外遺伝子治療

体内遺伝子治療は、正常な遺伝子をベクター
（無害化したウイルス、運び屋）に載せて注射
などで直接体内に投与する方法です。

体外遺伝子治療は、採血などで体内から
細胞を取り出し、培養・増幅させます。
そして、正常な遺伝子を載せたベクターを
培養・増幅させた細胞に導入して、遺伝子
導入細胞を体内に投与します。
細胞を取り出す

直接投与

基準価額の変動要因：基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動、為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券等の発行者等の経営・財務状
況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみな
さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。主な変動要因は、
株価変動リスク、為替変動リスクです。上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
お客さまにご負担いただく費用
◎お客様が直接的に負担する費用

治療の方法は大きくわけて、2種類あります。 体内遺伝子治療と体外遺伝子治療です。

遺伝子を
組み込んだ
ベクター

２ ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
◆新商品の開発、企業の合併・統合、政策変更等を背景としたヘルスケア・バイオ市場の変化によってもたらされる投資機会に着目します。
◆銘柄選定は、ヘルスケア・バイオ関連企業のファンダメンタルズ分析に基づいて行います。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置
いたボトムアップ・アプローチを行います。

・培養・増幅
・ベクターで遺伝子導入

購入時

購入時手数料

換金時

信託財産留保額

購入価額に対して、上限3.24％（税抜 3.00％）
販売会社が定めます。くわしくは、販売会社にご確認ください。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％をかけた額

◎お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
（信託報酬）
保有
期間中
その他の費用・手数料

日々の純資産総額に対して、年率2.376％（税抜年率2.200％）をかけた額
以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。
監査法人に支払われる各ファンドの監査費用／有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料／
有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用／その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することは
できません。

投与
遺伝子導入細胞

※ 運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、各ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。
※ 上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、各ファンドが負担す
る費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（出所）国立医薬品食品衛生研究所の資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

販売会社（購入・換金の取り扱い等）
【本資料に関するご注意事項等】
■本資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しす
る最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更される
ことがあります。 ■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。■投資信託は、預金等
や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金
の補償の対象ではありません。■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

販売会社は右記の三菱ＵＦＪ国際投信の照会先で
ご確認いただけます。

設定・運用は

