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メディカル・サイエンス・ファンド 
（愛称：医療の未来） 
追加型投信/内外/株式 

直近1年間の運用報告と 
米大統領選挙を受けて 
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当ファンドの値動き 

(年/月/日) 

大統領 
選挙 

（出所：BloombergのデータをもとにアセットマネジメントOne作成） 

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。※当資料はアセットマネジメントOneが信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の完全性、正確性を保証するもの
ではありません。※当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 

※データ期間：2014年7月31日（当ファンド設定日前日）～2016年11月30日（日次、ただし変動要因分析は2015年8月以降（月次））※変動要因分析は、組入株式の値動き等が基準価額に与えた影響をご理解いただくために「簡
便法」により計算しておりますので、その正確性、完全性を保証するものではありません。※株式要因、配当要因、為替要因、信託報酬、分配金以外による基準価額の騰落額をその他に表示しています。※2014年7月31日を10,000として指
数化。※当ファンドの値動きは、基準価額[分配金再投資]を使用。基準価額[分配金再投資]は、税引き前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。基準価額[分配金再投資]＝前日基準価額
[分配金再投資]×（当日基準価額÷前日基準価額）※基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は11ページの「お客さまにご負担いただく手数料等について」をご覧ください。※上記指数は、当ファンドの基準価額と先進国株式市
場もしくは先進国メディカル・サイエンス株式市場との値動きの違いを示すものであり、当ファンドのベンチマークではありません。 
 
 

▽クリントン氏 
  「薬価抑制案」発言 

▽アッヴィ社 
  医薬品副作用問題 

▽バリアント・ファーマシューティカルズ・ 
  インターナショナル社 不正会計疑惑 

①米大統領選前 
（2015年11月9日~2016年11月8日） 

当ファンドと各指数の値動き 

(円) 

②米大統領 
選後 

当ファンドの基準価額の変動要因分析の期間 

当ファンドの
基準価額の
変動要因 

分析 

15/8 15/9 15/10 15/11 15/12 16/1 16/2 16/3 16/4 16/5 16/6 16/7 16/8 16/9 16/10 16/11

株式要因 -910 -1,899 810 266 -2 -1,877 85 -91 634 5 -75 732 -231 -80 -753 293

配当要因 7 8 3 5 9 1 6 21 2 16 10 2 8 12 2 4

為替要因 -190 -28 25 114 -163 50 -576 -20 -264 84 -716 107 -109 -178 310 640

小計 -1,093 -1,918 838 385 -156 -1,826 -485 -90 372 105 -782 841 -333 -245 -440 937

その他 -12 -7 2 4 -3 -2 -18 -6 -3 13 -16 3 -4 -5 5 13

信託報酬 -21 -17 -19 -20 -19 -16 -16 -16 -15 -17 -14 -15 -17 -15 -15 -16

分配金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 -1,126 -1,942 821 369 -178 -1,844 -519 -112 354 101 -812 829 -353 -265 -450 934
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米国大統領選挙において、当時有力な民主党の候補者であったヒラリー・クリントン氏が薬価規制を提案。その後、
製薬会社の薬価引き上げ慣行に対して当局の調査が実施され、バイオテクノロジーの銘柄が下落しました。 
当ファンドは、参考指数に比べてバイオテクノロジーの組入比率が高く、この影響を受け、大幅に下落しました。 

【①の期間中、最も基準価額の下落の要因となった銘柄】 

2015年10月21日、株式情報サイト「シトロン・リサーチ」のレポートで、同社
がフィリドーRXサービシズという特殊医薬専門薬局を在庫保管に利用し、そ
れらの取引を売上として計上していたのは架空取引ではないのかとの指摘を
受けた。同社は会計処理は正当であると反論するも、これをきっかけに同社
株価は急落した。 

（年/月） 

（億米ドル） （米ドル） 

不正会計疑惑▽ 

※データ期間：1994年3月末～2016年11月末（月次） 

（出所：BloombergのデータをもとにアセットマネジメントOne作成） 

大統領選前1年間の基準価額の変動について 

※大統領選前は、2015年11月9日～2016年11月8日（日次）、大統領選後は 
  2016年11月8日～2016年11月30日（日次） 
※当ファンドは基準価額[分配金再投資]を使用。指数はそれぞれ配当込み（米ドルベース）を使用。 
※上記指数の掲載目的は1ページと同様です。 

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。※当資料はアセットマネジメントOneが信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の完全性、正確性を保証するもの
ではありません。※当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 

バリアント・ファーマシューティカルズ・インターナショナル社 
借入金の増大、会計上の不手際、薬価引き上げに対する積極
姿勢などが嫌気され、同社の株価は大幅に下落しました。 
当ファンドでは、最終的には同社株式を全売却しましたが、その決
断を下す前までに株価は大きく下落しました。 

期間中の騰落率 バリアント・ファーマシューティカルズ・インターナショナル社
の株価と時価総額の推移 

①大統領選前 -26.9% -5.7% 2.7%

②大統領選後 11.2% -0.4% 1.4%

当ファンド

（参考指数）

MSCIワールド・

ヘルスケア

インデックス

（ご参考）

MSCIワールド・

インデックス
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※先進国と新興国は国連が定義する「More developed regions」と「Less developed regions」を使用。       （出所：国連のデータをもとにアセットマネジメントOne作成） 

先進国の高齢者人口の割合推移（5年ごと） 世界の人口推移（5年ごと） 
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大統領選後の当ファンドの投資テーマ① 

先進国の『高齢化』と新興国の『人口増』は、メディカル・サイエンス・ファンドの長期的なテーマです。また、それに加え、バイオテ
クノロジー分野を中心とした新薬開発、M&Aの加速にも注目しています。 

先進国を中心とした高齢化 新興国を中心とした人口増 

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。※当資料はアセットマネジメントOneが信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の完全性、
正確性を保証するものではありません。※当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 

※高齢者人口とは65歳以上の人口を指します。 

（億人） 
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新薬開発の技術力の高まりから、FDA
（米食品医薬品局）に持ち込まれる
新薬承認件数は近年増加傾向にあり
ます。2015年の新薬承認件数は45
件となりましたが、これは過去10年間で
最高の件数でした。 

米国では、歴史的な低金利を背景に、
企業のキャッシュが潤沢であることから、
2014年以降M&Aが大幅に増加。
2016年第3四半期は5年前と比較し
て2.5倍の規模になりました。 
メディカル・サイエンス企業は、製品のラ
インアップ拡充や新薬開発におけるコス
ト削減などメリットが多く、M&Aに積極
的です。 

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。※当資料はアセットマネジメントOneが信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の完全性、正確性を保証するもの
ではありません。※当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 

（出所：FDA、BloombergのデータをもとにアセットマネジメントOne作成） 

技術力の高まりで増加している新薬承認件数 キャッシュフロー高水準で増加しているM&A 

米国企業のキャッシュフローとM&A総額 

2015年の新薬承認件数 5年前（2011年第3四半期）
対比の米国のM&A総額 

        倍 

        
件 
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米大統領選挙、トランプ氏勝利による当ファンドへの影響 

法人税減税に
よる 

M&Aの促進 

薬価規制 
懸念和らぐ 

2016年11月8日（現地時間）の米次期大統領選挙でトランプ氏が勝利したことで、政権と議会の「ねじれ現象」の解消
が確定しました。これにより、トランプ氏の打ち出す政策は議会を通りやすくなると考えられることから、薬価規制に対する懸念
は和らぐことが期待されます。 
また、トランプ氏は法人税等の減税政策も掲げており、これにより企業のキャッシュフローの増加が予想されることから、M&Aの
さらなる増加が期待されます。 

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。※当資料はアセットマネジメントOneが信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の完全性、
正確性を保証するものではありません。※当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 

トランプ大統領選出で考えられるメディカル・サイエンス企業へのプラスの影響 

※考えうるその他の影響については7～8ページをご覧ください。 
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当ファンドの今後の運用方針 

いまだ医療ニーズが満たされていない分野において、医療ニーズを解決するような
企業およびメディカル・サイエンス業界の構造を効率化する企業に注目しています。 

高まる選別投資の重要性 
糖尿病などの分野においては競争が激しく、依然、薬価引き下げ圧力
が強い状況にあります。しかしながら、がんや心臓血管など、いまだ医療
ニーズが満たされていない分野においては、薬価引き下げ圧力はそれほ
ど強くなく、そうした画期的な新薬を開発する企業に投資をすることが重
要と考えます。 

バイオテクノロジー分野に傾斜 
イノベーションの継続と薬価規制懸念の緩和から、参
考指数に対してバイオテクノロジー分野のオーバーウェイ
トを継続します。 

当ファンドの強みは現場の情報に強い運用体制 
当ファンドと同一の運用戦略を有するファンドは、引き続き業界トップクラスのパフォーマンスを
誇り、米国Lipper社などから表彰されるなど外部評価機関から高い評価を受けています。 
その背景には、当ファンドの運用体制があげられます。当ファンドの運用チームには医療系の
バックグラウンドを持つメンバー等が多く、競合ファンドと比べても業界出身者ならではの情報
ネットワークの活用が期待できます。 

注目の投資テーマ 

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。※当資料はアセットマネジメントOneが信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の完全性、
正確性を保証するものではありません。※当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 
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当ファンドの今後の見通し 

バイオテクノロジー分野 医薬品分野 

医療機器分野 ヘルスケア・サービス分野 

いまだ医療ニーズが満たされていない分野に
おいて、技術革新と新薬開発によって医療
ニーズに対応する企業が多く、薬価規制に対
する懸念で株価も割安な水準であり、魅力
的と考えます。 

政権と議会の「ねじれ現象」が解消したことで、
薬価規制に対する懸念が和らぎました。これ
により、医薬品分野をポジティブに考えていま
す。 

トランプ氏はオバマケアの撤廃あるいは変更
を主張しています。オバマケアの中には、医療
機器税という税金が医療機器会社に課せら
れており、これが撤廃される見込みとなるため、
医療機器分野をポジティブにみています。 

トランプ氏が主張するオバマケアの撤廃ある
いは変更により、約2,000万人存在する被
保険者に影響が出ると考えられることから、
病院あるいは保険会社をややネガティブにみ
ています。 

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。※当資料はアセットマネジメントOneが信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の完全性、
正確性を保証するものではありません。※当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 
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アッカー氏からのメッセージ 

当ファンドの見通しは？ 

今回の大統領選挙において、トランプ氏が勝利し、上院下院とも共和党が握ることになり、薬
価規制に対する懸念は和らぎました。メディカル・サイエンス分野は、今後も技術革新による新
約の開発が進むほか、株価のバリュエーションも割安と考えており、見通しは明るいと考えます。 

大統領選挙を受けて、注目するテーマは？ 

大統領選挙は重要なカタリスト*の一つですが、大統領選挙を挟んで当ファンドが注目するテー
マに変更はありません。先進国の高齢化と新興国の人口増、そして革新的な新薬の開発です。 

薬価引き下げ懸念が緩和されるといっても、薬価引き下
げ圧力が依然存在する米国で、メディカル・サイエンス分
野は成長すると思いますか？ 

例えば、糖尿病などの分野においては競争が激しく、薬価引き下げ圧力が強い一方で、がんや
心臓血管など、いまだ医療ニーズが満たされていない分野においては、薬価引き下げ圧力はそ
れほど強くなく、そうした画期的な新薬を開発する企業に投資をすることが重要となります。 

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。※当資料はアセットマネジメントOneが信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の完全性、
正確性を保証するものではありません。※当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 

先日、当ファンドの運用担当者アッカー氏が来日しました。 
そこで、いくつか質問をしてみました。 

アンディ・アッカー氏（ポートフォリオマネージャー） 
当ファンド設定来の運用担当者。 

ハーバード大学をトップクラスの成績で卒業。マスコミ露出度が高く、米国で
も極めて優秀なファンドマネジャーと考えられている。 

＊カタリストとは相場を動かすきっかけを指します。 
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主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業の株式に投資します。 

ファンドの特色 

1 
●メディカル・サイエンス企業とは、バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなどに関連する企業を指します。 
●医療技術の進歩や新興国の生活水準の向上に伴い、急速な拡大が期待される医療需要をとらえて成長する世界のメディカル・サイエンス分野に着目します。 

運用に当たっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（ジャナス）に運用
の指図に関する権限の一部（＊）を委託します。 2 
＊株式の運用およびそれに付随する為替取引を指します。 

原則として、対円での為替ヘッジは行いません。 3 
●組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

Morningstar Award “Fund of the Year 2015” 
モーニングスター優秀ファンド賞受賞 

Morningstar Award “Fund of the Year 2015”は過去の情報に基づくものであり、将来のパ
フォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより
評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所
有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Incに帰属し、許可なく
複製、転載、引用することを禁じます。 
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2015
年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型部
門は、2015年12月末において当該部門に属するファンド1,088本の中から選考されました。 
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当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに
帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 

ファンドの投資リスク 

基準価額の変動要因 ※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。 

分配金に関する留意点 

 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。し
たがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 

 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資
信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 

 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中
の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 

■指数の著作権 
MSCIワールド・ヘルスケアインデックス、MSCIワールド・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同
指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 

株価変動リスク 当ファンドは、株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

為替リスク
当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。

このため為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。

業種および個別銘柄

選択リスク

当ファンドは、業種および個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離することがあ

り、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。

信用リスク
当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等

には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

流動性リスク

当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の

下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなる

ことがあり、基準価額に影響を及ぼす可能性があります。
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販 売 会 社（2016年12月5日現在） 

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 
お申込に際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（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。 
当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等
の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。 
当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものでは
ありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 
当資料における内容は作成時点(2016年12月6日)のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 
投資信託は●預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入して
いない場合には投資者保護基金の対象ではありません。●購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。●投資した資産の価値が減少して購
入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 

当資料のお取扱いについてのご注意 

商号 登録番号等 日本証券業協会

一般社団法人

日本投資顧問業

協会

一般社団法人

金融先物取引業

協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

備考

株式会社みずほ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○

株式会社北海道銀行 登録金融機関　北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社群馬銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第46号 ○ ○

株式会社横浜銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第36号 ○ ○

株式会社北越銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第48号 ○ ○

株式会社北陸銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社三重銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第11号 ○

株式会社紀陽銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第8号 ○

株式会社佐賀銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○

みずほ信託銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第34号 ○ ○ ○

株式会社京葉銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第56号 ○

朝日信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第143号 ○

岐阜信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第35号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

日本アジア証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第134号 ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2938号 ○

みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第20号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第170号 ○
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