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要因は大きく分けて①為替と②株式の２つがあります。

「本資料に関するご注意事項等」をご覧ください。
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ファンド情報提供資料 データ基準日：2019年8月30日

5th ANNIVERSARY
世界メディカル関連株式オープン ＜愛称：医療革新＞

追加型投信／内外／株式

※本資料は「世界メディカル関連株式オープン＜愛称：医療革新＞」をご理解いただくために概略を記載したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、
お申込みメモなど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。

※ 本資料は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー（以下、「ウエリントン社」ということがあります。）のコメントをもとに三菱ＵＦＪ国際投信
が作成しています。

基準価額等の推移

「医療革新」は2014年9月8日に設定し、このたび5周年を迎えました。

本資料では、これまでの運用状況と今後の医療関連業界の見通しをご紹介いたします。

（期間：2014年9月8日（設定日）～2019年8月30日）

祝

ウエリントン社からのごあいさつ

5年間という長期にわたり、当ファンドをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

テクノロジーの進歩や研究・開発の加速により、医療関連業界は、まさに”革新”を遂げており、これは多くの投資機会が

存在することを意味しています。専門性がこれまで以上に必要となる環境下、本業界に精通した人員を

そろえる弊社の運用チームはまさに強みを発揮できると自負しております。

運用にあたっては、中長期的な視点から将来の高い成長可能性を有する銘柄や、バリュエーション（割安度）の

観点で短期的に適正な株価から乖離している銘柄への投資を中心に行い、収益の最大化を目指し、これからも

尽力して参ります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

２０１９年９月

Special 動画公開中
イノベーションのうねりが起きている 医療関連業界

ポートフォリオ・マネジャーが語る

・基準価額（1万口当たり）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「ファンドの費用」に記載しています。
・当ファンドは、基準日時点での分配金の支払い実績はありません。

・動画は、一定期間経過後に削除することがあります。

・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。また、税金・手数料等を考慮しておりま
せん。・上記のコメントおよび運用方針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。市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。
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要因は大きく分けて①為替と②株式の２つがあります。

「本資料に関するご注意事項等」をご覧ください。
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・2014年9月8日＝100として指数化

基準価額（グラフ①）は、2015年7月21日（A）に14,832円まで上昇しその後10,000円付近まで下落しましたが、

2018年10月4日（B）には設定来高値となる14,847円をつけ、足下2019年8月30日は13,074円となりました。

同期間の投資環境を見ると、先進国医療関連株式（グラフ②）は、おおむね上昇傾向となりました。

一方、為替推移（グラフ③）は、（A)の時点は1ドル120円台半ばまで円安ドル高が進みましたが、その後は一進一退の

動きとなりました。（B）の時点から足下にかけては円高ドル安傾向が続いており、基準価額にとっては向かい風とな

りました。

・基準価額（1万口当たり）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「ファンドの費用」に記載しています。当ファンドは、基準日時点での分配金の支払い実績
はありません。・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。また、為替・税金・
手数料等を考慮しておりません。・先進国医療関連株式は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。指数については【本資料で使用している指数について】
をご覧ください。・先進国医療関連株式は現地通貨ベースの指数を使用しています。

先進国医療関連
株式の株価推移

米ドル（対円）の
為替推移

当ファンドの
基準価額の推移

グラフ①

グラフ②

グラフ③

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

5年間の基準価額の動きと、その背景にある投資環境について教えてください。Q1.

（期間：2014年9月8日（設定日）～2019年8月30日）

A B

米ドル高/
円安

米ドル安/
円高

2014年（10-12月）
ゲノム解析コストの急激な
低 下 や ゲ ノ ム 編 集 技 術 の
高まりなどに着目し、バイオ
テクノロジーセクターを増加
させること等で上昇を狙う

2016年
11 月 の 米 国 大 統 領 選 挙 に
向けた薬価引き下げ圧力を
見越し、より革新的な医薬品
の開発を行う企業を選定する
こと等で下落回避を狙う

2018年
テクノロジーの進化に伴うメディカル
テクノロジー企業のＭ&Ａおよびそれ
による将来性を見越し、ヘルスケア
機器・用品セクターを増加させること
等で上昇を狙う

当ファンドの
主な投資行動



3/8

要因は大きく分けて①為替と②株式の２つがあります。

「本資料に関するご注意事項等」をご覧ください。

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

80

90

100

110

120

130

140

2014年9月8日 2016年9月8日 2018年9月8日

米ドル（対円）【左軸】
米国2年国債【右軸】
米国政策金利【右軸】

（円） （％）

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

1999年 2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年 2019年

医療関連 先進国株式 情報技術

先進国医療関連株式は、市場の大幅下落時に下値抵抗力が見られます。

また、医療関連業界のイノベーションによる株価上昇も期待できます。

2014年9月8日（ファンド設定日）から2019年8月30日までの米ドル（対円）の為替は、米国政策金利の動きを

受けた短期金利（米国2年国債利回り）の推移（グラフ⑤）を見ると、同じような動きをしている局面があることが

分かります。足下では、2019年7月に米国は10年半ぶりに政策金利を引き下げ、米国の短期金利は低下する傾向

が強まっています。これに伴い、為替は円高ドル安に動きました。

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、MSCIのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

各資産の
年間騰落率

グラフ④

グラフ⑤

米ドル（対円）の
為替推移と
米国2年国債
利回り、
米国政策金利の
推移

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

グラフ④は、「先進国医療関連株式」、「先進国情報技術株式」、「先進国株式」の年間騰落率を表したグラフです。

「先進国医療関連株式」が相対的に優位となった局面は、市場全体が下落している時期や、業界に大きな

イノベーションが起きている時という特徴があります（グラフ④の★の時期）。

一方、市場全体が大きく下落した後の反発局面や、過熱感が見られるほど景気が良い局面では、他資産比

やや出遅れる傾向にあります（グラフ④の★の時期）。

医療関連業界は、今、再び大きな転換点を迎えています。新しいバイオ医薬品や革新的な医療技術の登場等

により、中長期的に株価上昇が期待できると考えています。

・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。
・上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。・先進国医療関連株式、先進国
情報技術株式、先進国株式は現地通貨ベース、トータルリターン（配当込み）の指数を使用しています。

（期間：2014年9月8日～2019年8月30日）

ＩＴバブル

市場下落後
の反発局面

市場下落後
の反発局面

為替は、短期金利の影響を受けやすいと言われています。

（期間：1999年～2019年）

★

★ ★
★★

★

※2019年のデータは、2018年末から2019年8月末までの騰落率です。

米ドル高/
円安

米ドル安/
円高

バイオ医薬品の拡大
※2012年以降、世界医薬品売上高上位10のうち
半数をバイオ医薬品が占有。画期的なバイオ医薬品
が複数発売。例：2014年オプジーボ（がん免疫
治療薬）の日本での発売

★

市場全体の下落
★ ★ ★
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・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。
・上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。・各指数のＥＰＳはデータ取得が
可能な米ドルベースの指数を使用しています。予想値は、2019年8月末時点でのBloomberg予想値を使用しています。

先進国を中心に、世界的に高齢化が一段と進展すると見込まれており（グラフ⑦）、高齢者人口の増加は、医薬品

需要の長期的な拡大を支える要因になると考えられます。

また、名目ＧＤＰと医療支出には相関関係が読み取れます（グラフ⑧）。新興国では、今後経済成長により1人

当たり名目ＧＤＰが高まることで医療支出の増加が見込まれ、世界全体の医薬品需要をけん引すると予想されます。

先進国医療関連株式がおおむね堅調に推移した理由を教えてください。Q2.

各資産の
EPSの推移

グラフ⑥

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・点線は累乗近似曲線で傾向を示しています。・上記は国連による予想値です。なお、先進国は国連の定義によります。

（出所）世界銀行、IMF World Economic Outlook Database, 
April 2019のデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

65歳以上の人口、割合

グラフ⑦

名目ＧＤＰと医療支出の関係

グラフ⑧

（基準年：2016年）

嗜好品や医療にも支出衣食住優先
１人当たり

GDP
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高齢化の進展に伴う医療費の増加（先進国）と

人口増加と所得増から見込まれる医療費の増加（新興国）

景気動向に左右されにくい傾向

（期間：1999年1月末～2019年8月末、2019年末～2021年末は予想値）

医療関連企業のEPS（１株当たり利益）が安定的に上昇傾向にあることがあげられます（グラフ⑥）。

医療関連への支出は人の命や健康に関わるため、景気に影響されにくく、医療関連企業のEPSは比較的安定した

成長を持続しています。
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2000年のITバブル、2008年のリーマンショック、2015年のチャイナショック等の市場下落時には、

先進国株式や情報技術等のEPSは下落しているのに対し、医療関連は堅調に推移しています。

（期間：1950年～2050年、2020年～2050年は予想値）
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（出所）国連「World Population Prospects: The 2019 Revision」
のデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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医療関連の株式は、今後、上昇が期待できますか？Q3.
医療関連業界は、まさに変革の時で、中長期的な株価上昇が期待されています。当ファンドを実質的に運用している

ウエリントン社は、特に次の3つに注目しています。

①
がん免疫治療

②
遺伝子治療

③
革新的医療技術

第四のがん治療として注目
従来のがん治療は、外的な力を借りて除去する治療（放射線療法、外科的療法、化学療法の3つをあわせて、

「がんの三大療法」と呼ばれています）が主流でしたが、近年、第四のがん治療として『がん免疫治療』に注目が

集まっています。『がん免疫治療』は、人間の体がもともと持っている免疫細胞の機能を高め、その免疫細胞に

がん細胞を攻撃させるという治療法です。この治療法は、人間の免疫細胞が持つ治癒力を利用するため、

体力低下や抗がん剤の様なつらい副作用がないと言われています。※副作用が全くないわけではありません。

放射線療法

外科的療法

化学療法

がんの三大療法

がん細胞

免疫細胞 免疫細胞

『がん免疫療法』

アストラゼネカ ブリストル・マイヤーズ

組入 4位 組入 5位

がん免疫治療薬のパイオニア。

特に免疫チェックポイント阻害薬である『オプジーボ』

と『ヤーボイ』の併用療法に期待しています。

2019年初にセルジーン（がん治療薬に強みを持つ

大 手 バ イ オ 製 薬 会 社 ） の 大 型 買 収 を 発 表 し 、

バリュエーション（割安度）の観点から嫌気され株価は

下落しましたが、がん免疫関連以外にも多角的な分野

において研究開発を行っており、高いポテンシャルが

あると考えています。

同社の今後の成長の柱として、免疫チェックポイント

阻害薬である『イミフィンジ』（肺がん治療薬）に加え、

『タグリッソ』（肺がん治療薬）、『リムパーザ』（乳がん、

卵巣がん治療薬）の3つのがん治療薬に期待して

います。

また、既存の心臓血管系や神経疾患系など、収益源

の分散された幅広い製品ラインナップも高く評価

しています。

第四のがん治療

がん免疫治療薬の1つである「免疫チェックポイント阻害薬」は、がん細胞を直接攻撃する抗がん剤とは異なり、がんを

攻撃するT細胞（免疫反応の司令塔）を活性化させ、間接的にT細胞にがん細胞を排除させる薬です。代表的な薬に、

『オプジーボ』（ブリストル・マイヤーズ）、『イミフィンジ』（アストラゼネカ）、『ヤーボイ』（ブリストル・マイヤーズ）などがあります。

（出所）各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

がん細胞

直接攻撃

■ 主な組入れ銘柄

① がん免疫治療

・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。・上記は2019年8月末の組入れ銘柄
から一例を紹介したものです。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。・上記のコメント
および運用方針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。

＋

Special 動画をふかぼり

Special 動画はこちら→

表紙でご紹介した「Special動画」では、
左記3つについて紹介しています。
ここではその内容を更に深堀します。

※イラストはイメージです。

・動画は、一定期間経過後に削除することがあります。
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「究極の医療」として期待される遺伝子治療
遺伝子治療は、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。

遺伝子に異常のある患者に、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効果が

あり、次世代の治療として注目を集めています。

遺伝子治療には様々な方法がありますが、その一つを下記で紹介します。

② 遺伝子治療

ブルーバード・バイオノバルティス

組入 28位組入 1位

患者由来のT細胞（免疫細胞）の遺伝子組み換えを

行い、がん細胞を捉えて攻撃しやすくした上で患者の

体内に戻すCAR-T細胞療法に注目しています。

たとえば、『キムリア』（白血病治療薬）は、日本国内で

2019年5月から保険適用となったことが話題と

なりました。また、乳幼児難病治療薬『ゾルゲンスマ』

（脊髄性筋萎縮症治療薬）が早ければ年内にも厚労省

に承認される見込みで、同社の長期的な成長に期待

しています。

遺伝子治療のバイオ医薬品企業。

遺伝子治療で、遺伝子導入時に用いられるベクター

について、高い技術力を有しています。

また、アンメット・メディカルニーズ（いまだ有効な

治療方法がない疾患に対する医療ニーズ）を満たす

治療薬の開発が進んでいることや、同社のCAR-T

細胞療法やゲノム編集への応用にも期待がかかり

ます。

細胞を取り出す

ベクターを利用して正常な
遺伝子を細胞に組み込み、
その細胞を増やす

患者の
体内へ戻す

（出所）各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

遺伝子治療の一例

遺伝子に異常のある患者から細胞を取り出し、

ベクター（無害化したウイルス、運び屋）を利用して

健康なヒトから取り出した正常な遺伝子を細胞に

組み込み、その細胞を特殊な方法で増やして、

患者の体内に戻します。これにより、体内で

正常な遺伝子が働き、今まで作られなかった

タンパク質が作られて病気を治すという治療です。

ベクター

患者

2019年8月、厚労省は遺伝子治療薬の初の保険適用を決めました！
大阪大学初ベンチャーのアンジェス（2019年8月末現在非保有）が開発した『コラテジェン』は、厚労省に

遺伝子治療薬として初めて保険適用を認められました。重度の動脈硬化で足の血管がつまった患者に対し、

新しい血管を作るための遺伝子を注射して治療します。遺伝子治療は難病への治療薬として注目されています

ので、保険が適用されれば患者は利用しやすくなります。

■ 主な組入れ銘柄

・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。・上記は2019年8月末の組入れ銘柄
から一例を紹介したものです。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。・上記のコメント
および運用方針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。・写真、イラストはイメージです。

①

②

③
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要因は大きく分けて①為替と②株式の２つがあります。

「本資料に関するご注意事項等」をご覧ください。

革新的な新技術が続々と登場
医 薬 品 だ け で な く 、 医 療 機 器 の 分 野 で も 、

イノベーションが起きています。

『手術支援ロボット』、『血糖値モニタリング機器』、

『次世代シーケンサー』などが挙げられます。これら

の革新的な医療技術は先進国を初めとする高齢化

社会を支える要となることが期待されています。

③ 革新的医療技術

ジンマー・バイオメットアボット・ラボラトリーズ

組入 29位組入 2位

心臓・血管領域が強みの同社は、ウェアラブル端末を

用いた血糖値モニタリング機器「FreeStyleリブレ」

が成長の牽引役です。同製品は、2017年9月に

インスリン患者を対象に保険適用となりました。

また、心臓血管外科製品でも、次世代の生体吸収型

ステント（カテーテルにのせて、血管など体内の管状

部分を広げるための器具）の開発・普及にも期待して

います。

人工関節の分野における高い技術力を有しています。

同社の人工膝関節置換術向けロボット「ROSA

Knee」がFDA（アメリカ食品医薬品局）の承認を

受けるなど、今後シェアの拡大が見込まれます。

2017年就任のCEOによる企業改革は順調に進捗

していると考えており、足元のバリュエーション

（割安度）は非常に魅力的な水準とみています。

遺伝子治療で大活躍

2000年半ばに米国で登場した、遺伝子を高速で読み

出せる装置です。これにより圧倒的に低いコストと

短時間で遺伝情報を解析することが可能になり、

がんゲノム医療などの遺伝子治療で活躍しています。

手術支援ロボット

次世代シーケンサー関連銘柄は、2019年8月末時点で

非保有です。次世代シーケンサーメーカーとして組入れを

検討している銘柄は、バリュエーション（割安度）の観点から

現在は組入れていません。その他、次世代シーケンサーの

消耗品メーカー、遺伝子データ解析企業等にも注目しており

ますが、その多くが非公開企業であったり、時価総額が小さい

ため、流動性が低すぎると考えております。

引き続き、同分野に注目し、適切なタイミングで組入れを行う

可能性はあります。

糖尿病患者の血糖値コントロールを容易に

従来は針を刺して測定していましたが、血糖値

モニタリング機器は腕に装着するだけで測定でき、

且つスマートフォンと相互作用するウェアラブル

センサーなので、データ管理もスムーズです。

身体への負担軽減に期待、正確な手術を補助

従来の外科手術に比べて切開口が小さいため、

身体への負担を軽減し、術後の早期回復も期待

されています。難易度の高い手術の精度を高め、

より正確に行えるよう補助します。これまでに

泌尿器科、婦人科、腹腔鏡の手術で使用され、

一般的な外科手術の領域にも普及しています。

血糖値モニタリング機器

次世代シーケンサー

がんゲノム医療＊

＊がんゲノム医療：主にがんの組織を用いて、多数の遺伝子を同時に調べ（がん遺伝子
パネル検査）、遺伝子変異を明らかにすることで患者の体質や病状に合わせて治療する
医療のことをいいます。

遺伝子
変異あり

遺伝子
変異なし

標準治療
終了後

標準治療
がない、
希少がん
など

がん遺伝子
パネル検査

a遺伝子

b遺伝子

c遺伝子

d遺伝子

・・・

対象となる
人や状態

検査結果 治療方針決定

期待できる薬がない場合

その他の治療を検討

その他の治療を検討

期待できる薬がある場合

効果の期待できる薬の
使用を検討

・・・

次世代シーケンサーで

遺伝子変異を検出
（出所）各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

■ 主な組入れ銘柄

・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。・上記は2019年8月末の組入れ銘柄
から一例を紹介したものです。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。・上記のコメント
および運用方針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。・写真、イラストはイメージです。
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● 設定・運用は●投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

ファンドの特色

世界主要先進国市場の医療関連企業の株式を主要投資対象とします。
◆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・健康サービス等の医療関連（メディカル関連）企業の株式に分散投資を行います。

◆株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。

徹底したボトムアップ・アプローチ*を行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資します。
◆収益性や財務内容に加え、長期的な視点に基づき、新商品の研究開発力、経営戦略、競争力等に重点を置いたボトムアップ・アプローチ*を行います。

独自に評価する企業の適正価値に対して、株価が割安であると判断する銘柄に投資します。

*【ボトムアップ・アプローチ】投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を行い、その積み上げによりポートフォリオを構築して
いく方法です。

◆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。

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図の権限を委託します。
◆主として医療関連企業の株式に関する運用指図の権限を委託します。

◆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。

◆医療関連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。

年1回の決算時（8月27日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。
◆分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。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があります。

１

２

３

投資リスク

購入時 購入時手数料

購入金額（購入価額×購入口数）×手数料率で得た額
手数料率は、購入代金（購入金額＋購入時手数料（税込））に応じて以下の率とします。
購入代金が、【1,000万円未満】3.24％（税抜 3.00％）、【1,000万円以上1億円未満】2.70％（税抜 2.50％）、
【1億円以上】2.16％（税抜 2.00％）。
※消費税率が10%となった場合は、それぞれ、3.30％（税抜3.00％)、2.75％（税抜2.50％)、2.20％（税抜2.00％)となります。

換金時 信託財産留保額 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

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に当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、当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。

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。当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

■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。

信託財産の成長を目指して運用を行います。

保有期間中

運用管理費用
（信託報酬）

日々の純資産総額に応じて、200億円以下の部分に対して年率2.160％（税抜 年率2.000％）を、200億円超の部分に対して
年率1.836％（税抜 年率1.700％）をかけた額
※消費税率が10%となった場合は、それぞれ、年率2.200％（税抜 年率2.000％)、年率1.870％（税抜 年率1.700％)となります。

その他の費用・
手数料

以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。
○監査法人に支払われる当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。

■お客さまが直接的に負担する費用

■お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳA
（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

４

本資料に関するご注意事項等

※三井住友信託銀行でお申込みの場合

将来の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ありません。

■先進国医療関連株式：ＭＳＣＩ ワールド ヘルスケア インデックス、■先進国情報技術株式：ＭＳＣＩ ワールド 情報技術 インデックス

■先進国株式：ＭＳＣＩ ワールド インデックス

分配金額の決定にあたっては､信託財産の成長を優先し､原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

世界メディカル関連株式オープン＜愛称:医療革新＞ 追加型投信／内外／株式

ファンドの費用

ファンドの目的

＜課税関係＞

本資料で使用している指数について

本資料中の指数等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。
また、発行者および許諾者が指数等の正確性、完全性を保証するものではありません。各指数等に関する免責
事項等については、委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/other/disclaimer.html）を
合わせてご確認ください。

←こちらからもアクセスいただけます。


