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今般ブルームバーグは、医薬品セクターを深く掘り下げた「医薬品セクター特集」を企画しま 
した。これは、ブルームバーグが日々配信している医薬品セクターやバイオテクノロジー・セクター
に関する専門的な情報を、数週間にわたって各種メディアで精力的にとりあげるプログラムです。

医薬品セクターやバイオテクノロジー・セクターを分析するには、開発中の新薬および今後出現
する見込みのその他のカタリスト（投資誘因）、医薬品売上高予想、処方動向、訴訟関連など、 
高コストな一連のデータや専門的な分析、ならびに様々な情報源にアクセスする必要があります。
その結果、多くの企業では、1人当たりコストが約70,000ドルという限界水準まで跳ね上がり 
かねません。

ブルームバーグは、幅広いデータ、強固な分析、および医薬品セクターに関するニュースや調査 
情報を分析する専門家集団を基盤に、アナリストやポートフォリオ・マネージャーが常に先を見越
して行動できるようサポートします。創造力に溢れた投資アイデアの開発や共有、医薬品業界の
動向への機敏な対処、および有益な取引銘柄の推奨に必要なデータ・モデルへの入力に役立つ
リソースを用意しています。

6月27日からブルームバーグの各種メディアで充実した内容をお届けする予定ですので、ご期待
ください。

医薬品セクター特集のご案内

ブルームバーグの各種メディア 医薬品セクター特集の内容
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医薬品セクター専用の調査ダッシュボード：BI <GO>

ブルームバーグL.P.の調査部門であるブルームバーグ インテリジェンス（BI）は、医薬品セクターやバイオテクノロジー・セク
ターに関する独自の包括的な調査分析とデータを提供しています。これらはすべて、お手元のブルームバーグ端末からご利用
いただけます。

BIは、分析、データ、詳細をダッシュボードに統合し、他社にはないアプローチでアナリストやポートフォリオ・マネージャー向け
の情報を集約しています。

次の画像は、大手製薬会社のBIダッシュボードを例示したものです。ブルームバーグの業種別調査は、投資判断を左右する 
綿密な分析や重要な検証結果、およびパフォーマンスに影響を及ぼす問題点にまで切り込んだ内容を、IR担当者に提供する
ためのものです。特定の問題や調査情報に関して、BIのアナリストに直接問い合わせることもできます。

簡単な操作で強固なデータにアクセス：BI <GO>

BIおよび全端末を通じて、包括的な臨床試験や開発中新薬のデータ、確実な医薬品固有のイベント予定、処方動向、関係機関
のデータ、医薬品の販売数量および売上高の予想、ならびに特許や製造物責任を巡る訴訟に関して、ブルームバーグ内外から
収集した独自の情報にアクセスできます。

ブルームバーグ インテリジェンスの医薬品セクター・ダッシュボード – BI PHRMG <GO>

Symphony Health Solutions集計のデータ

B I画面には、あらゆる角度から見た 
銘柄固有の重要業績評価指標（KPI）、
および同業他社やセクター内の傾向、
規制、または訴訟が対象銘柄に及ぼし
うる影響をまとめた基本情報も表示 
されます。

その具体的な内容は、次の通りです。
- 世界の開発中新薬のデータ（民間企
業の5,000を超える医薬品ポートフォ
リオを網羅）
- 過去7年余りにわたるSymphony集計
の月次小売りデータおよび機関デー
タ、ならびに過去5年余りにわたる週次
処方箋データ
- 過去5年余りにわたるFirst Data Bank
集計の医薬品価格データ
- 75種類を超える適応症（効能）の疫
学的モデルおよびNPV計算機能
- 臨床試験や規制関連の行程から訴
訟に至るまでのカタリスト日程



幅広いニュースを網羅：FIRST <GO>

ブルームバーグは、端末から直接、医薬品業界に関するニュースやソーシャル・メディアを利用できる一連の機能を提供して 
います。

当社のファースト・ワード機能では、医薬品業界に影響が波及しうる重要なニュースの最新版や簡潔にまとめた第一報を提供
します。絞込み機能やアラート機能を利用すれば、医薬品業界固有のニュースやカスタム設定の類似銘柄リストに関する
ニュースをモニターできます。

投資アイデアの創出：EQS <GO>およびEQRV <GO>

ブルームバーグは、対象銘柄や同業他社をモニターするために必要な医薬品セクターの重要なニュース、調査情報、データを
提供するだけでなく、アナリストやポートフォリオ・マネージャーが担当の業種や銘柄に関する新たなトレード案を創出するの
に役立つ固有の機能も装備しています。

株式スクリーニング ― EQS <GO>と入力すると、カスタム設定した一連の基準を満たす銘柄のスクリーニングを実行できま
す。これに基づいて、投資アイデアを創出し、フォローすべき銘柄のリストを作成し、過去のパフォーマンスと比較して投資アイ
デアの妥当性を検証することができます。

業種、国などの区分、ファンダメンタル要因、予想、財務レシオに基づく基準を新たに設定することもできます。また、一定の期間
にわたって成長、傾向、予想修正を分析して、ベンチマーク指数や相対的なデータと比較することも可能です。

株式銘柄比較― EQRV <GO>は、共通の銘柄群と比較して、どの銘柄が際立って割高または割安かを評価し、投資機会を特
定するために設けられた機能です。この機能を利用すれば、一定の期間の相対バリュエーションを表示して、ニュースが特定の
銘柄に与える影響を検討することができます。

ファースト・ワード ̶ FIRST <GO>

株式銘柄比較 – EQRV <GO>
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ブルームバーグは、独自に収集した
ニュース、セルサイドまたはブルーム
バーグ独自の調査情報、外部の情報源
から提供されたニュースを表示します。

ツイッター情報の絞込み、ソーシャル・
メディア情報の分析を行って、フォロー
している銘柄に対するソーシャル・ 
メディア上の反応を把握することも 
可能です。 



ファンダメンタル要因および業績：FA <GO>およびEE <GO>

ブルームバーグは、財務分析のために特定の銘柄を精査する際の強力な手段です。ポートフォリオ・マネージャーやアナリスト
は、以下のような、銘柄の財務状況を漏れなく把握するのに役立つ様々な機能を利用できます。

財務分析 ̶ FA <GO>機能は、ファンダメンタル要因に関するヒストリカル・データや将来の予想など、個別銘柄の包括的な
財務情報を表示します。FA機能を利用すれば、傾向の特定、データの透明性確保、財務諸表の比較を通じて、投資先候補、
パートナーシップ、または買収対象の評価額を分析できます。

業績予想 ̶EE <GO>機能は、特定の株式銘柄に関する幅広いデータを確認できるよう、証券会社による業績予想の集計
値、業績サプライズ、過去の業績の要約を一覧表示します。これらのデータは銘柄の財務報告予定と同期化されているため、目
先の発表を予期して準備したり、直近の発表結果を素早く分析したりすることが可能です。

ポートフォリオ分析：PORT <GO> 

パフォーマンスは様々な要因に左右されるため、それらを常にモニターする必要があります。市場参加者は、日々の複雑な市場
の変化を管理・予期し、あらゆる可能性に備えて計画を立て、適宜実行する必要があります。

PORT <GO>機能は、ポートフォリオ構成の掌握、ポジションや活発な取引注文の分析、および過去のパフォーマンスを招いた原
因や将来リスクを招きうる潜在的な要素の解明に役立つツールを提供して、ポートフォリオの精査を強力にバックアップします。

バイオテクノロジー・セクターと医薬品セクターの財務分析 – FA <GO>

ポートフォリオ&リスク分析 ̶ PORT <GO>

また、PORT機能を利用すれば、ザラ場
のパフォーマンスのモニタリング、 
ファンダメンタル要因の特性、過去の
パフォーマンス要因、事前に見積った
トラッキングエラー、シナリオ分析、 
ならびにポートフォリオの最適化など
のワークフローを合理化することも 
できます。
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強力な文書検索機能：DS <GO>

ブルームバーグの文書検索機能を利用すれば、証券会社、独立系のリサーチ会社、市場調査会社、業界団体を含め、1,500社
を超える情報提供社から寄せられた綿密な調査レポート、公開されている届出書類、決算説明会等の議事録、記者発表用スラ
イド、プレゼンテーション資料など、収集された多彩な文書から検索できます。 

Pfizerの特許情報に関する文書検索

銘柄名、リスト名、キーワードで検索し
て、分析を裏付ける文書を一か所で迅
速に検出することができます。さらに、
絞込み機能や詳細検索機能を用いて
検索範囲を狭めて、最も有益な結果 
だけを抽出することも可能です。
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ブルームバーグ プロフェッショナル® サービスについて
グローバルビジネス、金融情報、ニュースにおけるリーダーであるブルームバーグは、情報、人、アイディアのダイナミック
なネットワークとの橋渡しをすることで、影響力のある意思決定者に決定的な優位性を提供します。ブルームバーグの強
みは、革新的テクノロジーを基盤として、データ、ニュース、分析機能を迅速かつ正確に配信することです。ブルームバーグ
プロフェッショナル® サービスは、それを中核として、全世界で32万5,000人を超えるユーザーの皆様に、リアルタイムの
金融情報を提供しています。ブルームバーグは本社をニューヨークに置き、世界192拠点に19,000人を超える人員を配
しています。

お問合せ先
本稿は、ブルームバーグが医薬品セクターやバイオテクノロジー・セクターのポートフォリオ・マネージャーやアナリストに提供
できるサービスの一部をご紹介しているにすぎません。詳細版のデモンストレーションをご希望の方は、貴社担当の弊社営業
担当者にお問い合わせください。
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+1 415 912 2960

サンパウロ 
+55 11 2395 9000

シンガポール 
+65 6212 1000

シドニー 
+61 2 9777 8600
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