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(57)【要約】
【課題】透析治療中に、血液が透析液中に漏れ出してく
るのを監視するよう透析装置に組み合わせて用いるセン
サ装置を、一つのセンサで漏血と溶血との両方の検出が
行えるように構成して、透析装置に対し一台のセンサ装
置を組み合わせることで、漏血と溶血の双方の監視が可
能となるようにする。
【解決手段】内部を透析液が流過するよう形成した検体
槽の、前後方向の一端側の外面に、検体槽内を透過さす
透過光を発生させる発光部を、光源に白色ＬＥＤを用い
て配設し、検体槽の前後の他端側の前面には、前記発光
部からの光を受光素子に受けさす受光部を、その受光素
子に、前記白色ＬＥＤの光の色成分を感知して作動する
カラーセンサを用いて配設し、白色ＬＥＤからの透過光
の赤色成分と青色成分の減衰を検出・測定せしめること
により、漏血・溶血の両方の検出・判定が一台のセンサ
装置で行えるようにする。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空のブロック状に形成して前後の両端面に内部を透視し得る透明板を設け、周壁に透
析液を流入させる入口管と流出させる出口管とを設けて、内部を透析液が流過するよう形
成した検体槽の、前後方向の一端側の外面に、その検体槽内を透過さす透過光を発生させ
る発光部を、光源に白色ＬＥＤを用いて配設し、検体槽の前後の他端側の前面には、前記
発光部からの光を受光素子に受けさす受光部を、その受光素子に、前記白色ＬＥＤの光の
色成分を感知して作動するカラーセンサを用いて配設し、これら発光部と受光部とを制御
基板に設けた制御部にそれぞれ接続して、白色ＬＥＤから発光されて検体槽内を経た透過
光の赤色成分と青色成分の減衰を検出・測定せしめることにより、漏血・溶血の両方の検
出・判定が一台のセンサ装置で行えるようにしたことを特徴とする透析装置のセンサ装置
。
【請求項２】
　検体槽の前後方向の一端側の前面に、その検体槽内を透過さす透過光を発生させるよう
配設する発光部に、光源とする白色ＬＥＤから発生させる光を、直に受ける第２受光回路
を設け、この第２受光回路を、制御基板に設けた制御部に接続して、制御部のＣＰＵによ
り白色ＬＥＤの光の輝度を監視させ、かつ、制御部には、第２受光回路で受光して出力す
る信号（電圧）に基づき光源の白色ＬＥＤの駆動電流を増減さすよう制御する発光制御回
路を設けたことを特徴とする請求項１記載の透析装置のセンサ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、臨床及び医療分野において、患者の血液を透析装置で、透析して浄化する治
療の施行の際に、透析装置のダイアライザから透析液中に漏れ出した血液の有無を検出す
るための、血液の透析装置における漏血・溶血のセンサ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者の血液を透析により浄化するために用いる透析装置Ａは、通常、図１に示している
ように、床面が略３０センチ平方で高さが略１５０センチ程度の塔状の本体ケース１を構
成して、これの内部にモーター・ポンプ等の機器と制御装置を組み込み、前面の上部に表
示パネル１０を設けておき、この本体ケース１の外面の一側に、透析器であるダイアライ
ザａを、支持装置を介し懸架装設して構成されているもので、患者の動脈から抽き出した
血液がこのダイアライザａの内部の中空糸を経て患者の静脈に戻るよう循環させておいて
、この循環する血液を、ダイアライザａ内に、中空糸の外側を流れるように流す透析液に
よって透析・浄化させるように用いるものである。
【０００３】
　透析装置Ａに用いるダイアライザａは、図２に示しているように、一端側に透析液入口
２０を設け、他端側に透析液出口２１を設けた筒体２の内部に、半透膜からなる中空糸２
２（中心に穴のあいた直径が２００～３００μｍのストロー状の糸）を、多数本（約１万
本）束にまとめて装入し、その束にまとめた中空糸２２の各一端側を、集合部材に保持せ
しめて、前記筒体２の一端側に取り付けた血液入口２ａに連通し、各他端側を集合部材に
保持せしめて、前記筒体２の他端側に取り付けた血液出口２ｂに連通して構成したもので
、患者の動脈の血管から抽き出した血液が、血液入口２ａからダイアライザａ内に流入し
、中空糸２２の内腔を経て血液出口２ｂから患者の静脈の血管に戻るように流れ、この中
空糸２２の内部を流過していく血液に対し、透析液入口２０より筒体２内に流入して透析
液出口２１から排出されていく透析液が、半透膜よりなる中空糸２２の周壁を介して接触
することで、血液中の尿毒素および余分な水分の除去と、電解質バランスの調節をして血
液の浄化を行うようにしているものである。
【０００４】
　この透析装置Ａで、血液を半透膜よりなる中空糸２２を介して透析液に接触させて半透
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膜を介しての拡散と限外濾過によって、血液を透析して浄化する治療を行う際、中空糸２
２を構成する半透膜に欠損が生じて穴があいていると、中空糸２２内を流過する血液が、
中空糸２２の膜壁に生じた欠損部の穴から透析液が流れる側に漏れ出す漏血及び溶血が生
じてくる。
【０００５】
　漏血は、血液中の赤血球が、血球の形状を保持して透析液中に漏れ出した状態をいい、
溶血は、赤血球の形状が破壊されて漏れ出した状態をいう。
【０００６】
　この人工の透析装置Ａを用いて行う血液の透析・浄化の治療行為の際に、中空糸２２の
膜壁に生成した欠損によって生じてくる漏血・溶血は、漏れ出して透析液に接触した血液
が、患者の体内に流入することで患者の生命維持の安全性を損なうようになる。
【０００７】
　このことから、透析装置Ａには、透析治療中に、血液が透析液中に漏れ出したのを検出
する漏血センサ装置Ｂを組み込んで、これを監視するようにして、透析装置としての安全
性を保持するようにしている。
【０００８】
　この漏血・溶血を検出するために透析装置に組み込むセンサ装置Ｂは、図３の概要図に
ついて説明すると、中空のブロック状に形成して両端に内部が透視される透明板３０を設
けた検体槽３に、軸方向の一端側には、透析装置を経た透析液が流入する入口管３１を設
け、他端側には、流入してきた透析液を流出させる出口管３２を設けて、この検体槽３内
を、前記透析装置のダイアライザａの内部を経て排液として排出される使用済みの透析液
が流過していくようにしておいて、この検体槽３の一端側の透析板３０の手前に光源とし
て発光素子（赤色ＬＥＤ）４０とそれを駆動する発光回路を含む発光部４を配置し、他端
側の透明板３０の外側には、前記発光部４の光源から照射される光を受ける受光素子５０
と受光回路を含む受光部５を配置して、発光素子４０から発射される光を、この受光素子
５０に受光させて、その受光素子５０に、透析液を透過してくる光の輝度（光量）の感知
作動を行わせ、それによる感知作動による光の輝度の信号値（電圧値）を、制御基板に設
けておく制御部に送り、制御部に設定しておく基準値と比較させて、光が透析液を透過す
る間における減衰率を検出し、その減衰率から透析液中に漏れ出している漏血・溶血の判
定を行うようにしているものである。
【０００９】
　透析液中に、漏血が存在すれば、透析液を透過していく光の散乱による減衰の割合が変
化してくることから、この透析光の減衰率を検出・測定して、その減衰率により漏血の検
出・判定を行うものである。
【００１０】
　このセンサ装置Ｂの実際の製品は、通常、図４・図５に示しているように、内部を透析
液が流過していく検体槽３を、前後長さが略１００ミリ程度で、横巾及び上下高さが略５
０ミリ程度の中空の四角なブロック状に形成して、それの前後の端面に、ガラス・樹脂材
等の透明板３０で塞いだ窓を設け、周壁の前後の端部に、透析液を流入さす入口管３１と
流出させる出口管３２を設けて構成し、この検体槽３を、平らな台箱状に形成した基台３
ａの上面に載置し、検体槽３の左右両側に突出する鍔状に設けてある取付座板３３を、上
面に立設してある取付台３４の上端面に接合して、取付座板３３に設けておくセット螺子
３５を、取付台３４に締結していくことで基台３ａの上面に組み付け固定する。
【００１１】
　そして、この基台３ａ上に組み付けた検体槽３の前後の端面の各外側位置には、角枠状
に形成した保持枠３６をそれぞれ設けて、これら保持枠３６に、検体槽３の前面側に位置
する保持枠３６にあっては、光源とする赤色ＬＥＤの発光素子４０とそれを駆動する発光
回路を含む発光部４を組み付け保持せしめ、検体槽３の後端側に一する保持枠３６にあっ
ては、前記発光部４の発光素子から発射される光を受けて、受光信号を出す受光素子５０
と受光回路を含む受光部５を組み付け保持せしめ、基台３ａの内部には、前記発光部４の
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発光回路及び受光部５の受光回路に接続する制御回路及びＣＰＵを組み込んだ制御基板６
を設け、かつ、この制御基板６に接続する電源回路を組み込み、その電源回路に通ずる電
源コード３ｂを、基台３ａに設けた引出穴３７から外部に引き出して、これにより、セン
サ装置Ｂを構成するようにしている。
【００１２】
　そして、このセンサ装置Ｂは、透析装置Ａの塔状とした本体ケース１の内腔の底部に、
設置用のスペースを用意して、そこに装入し、その場所において、検体槽３に設けてある
入口管３１と出口管３２とを、図６に示しているように、本体ケース１の外面に懸架して
ある透析器のダイアライザａの透析液出口２１から排液として排出される透析液を導くパ
イプの途中に検体槽３が位置するように接続し、電源コード３ｂを本体ケース１内に設け
ておく接続口に接続して、これにより、透析液が、本体ケース１内に装置される透析液タ
ンクＴから抽き出されてダイアライザａ内に流入し、透析液出口２１から本体ケース１内
に装置されるポンプＰにより透析液出口２１から引き出されて排液として排出されていく
途中で、該センサ装置Ｂの検体槽３内を流過していくようにして、透析液が排液となって
この検体槽３を流過する間に漏れの有無の監視が行われ、その結果が、本体ケース１に設
けた表示パネル１０に表示されるように用いられる。
【００１３】
　ところで、上述のセンサ装置Ｂは、発光部４に光源として設ける発光素子４０に赤外色
ＬＥＤを用いて、漏血だけの監視・検出が行えるようにした漏血計に構成してあるもので
、溶血の検出は行えないものである。これは、赤外色の波長の光は、血球の状態を保持し
て透析液中に漏れ出してきた血液に対しては鋭敏に反応して、減衰率を変化させるが、血
球が破壊された溶血には、殆ど反応せず、従って、溶血の検出はできないことによる。溶
血の検出は、別の構成としたセンサ装置を用いて行われる。
【００１４】
　この別の構成とした溶血を検出の対象とするセンサ装置は、発光部４に光源として設け
る発光素子には、赤色に発光する赤色ＬＥＤ４１と、青色に発光する青色ＬＥＤ４２（ま
たは緑色に発光する緑色ＬＥＤ）と、の２つの発光素子を用い、これらを、図７にあるよ
うに、それぞれの発光素子からの発光が、共に受光部５の受光素子５０に照射されるよう
にして、その受光素子５０が受ける赤色ＬＥＤ４１からの赤色光と、青色ＬＥＤ４２（ま
たは緑色ＬＥＤ）からの青色光（または緑色光）との、２つの光についての、それぞれの
減衰率の観察が行えるように構成したセンサ装置を用いて行っている。このセンサ装置で
の溶血の有無の判定は、受光素子５０が受ける赤色と青色（または緑色）との２種の光の
うち、赤色の光には減衰がなく青色（または緑色）の光にのみ減衰が見られるときに、溶
血ありと判定するようにしている。これは、溶血の場合は、赤色の光では減衰が現れず、
青色（または緑色）の光のときにだけ減衰が現れるようになることによる。
【００１５】
　このように、透析装置を用いて行う血液の透析・浄化の治療行為の際に、透析装置のダ
イアライザから使用済み透析液中に漏れ出してくる血液を検出するためのセンサ装置は、
漏血の検出と溶血の検出とを分けて、漏血を検出する漏血計としたセンサ装置と溶血を検
出する溶血計としたセンサ装置との、構成・機能を異にする二種のセンサ装置に作られて
いる。
【００１６】
　この二種に作られる漏血計のセンサ装置と溶血計のセンサ装置は、互いに切り替えて使
用することの出来ない全く別構成のものである。このため、透析装置による治療の際、漏
血の検出だけでなく、溶血の監視・検出も行うようにして、安全性を一層高めようとする
ときには、漏血計と溶血計との２台のセンサ装置を、透析装置の本体ケース１内に組み込
むことになるから、透析装置の本体ケース１内に用意する設置のためのスペースを略倍に
拡げなければならない。種々の機器が組み込み収蔵されることで、殆ど余裕のない本体ケ
ース１内に、さらにセンサ装置の１台分のスペースを形成するのはむずかしく、本体ケー
ス１自体を作り直さなければならない厄介な問題が生じてくる。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明において解決しようとする課題は、透析装置により血液を透析・浄化する治療を
行う際の安全性の保持のために、透析治療中に、血液が透析液中に漏れ出してくるのを監
視するよう透析装置に組み合わせて用いるセンサ装置が、漏血を検出する漏血計としたセ
ンサ装置と溶血を検出する溶血計としたセンサ装置との二種類に作られていることで、透
析治療の安全性を高めるよう、漏血と溶血との両方を検出しようとしたときに、二つのセ
ンサ装置を、透析装置の本体ケース内に組み込み設置しなければならないことにより、こ
の二台のセンサ装置を組み込むための設置スペースを本体ケース１内に無理に作らなけれ
ばならなくなる問題を解せしめるため、血液の漏れを検出するセンサ装置を、一つのセン
サで漏血と溶血との両方の検出が行えるように構成して、透析装置に対し一台のセンサ装
置を組み合わせることで、漏血と溶血の双方の監視が可能となるようにする手段を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上述の課題を解決するための手段として、本発明においては、中空のブロック状に形成
して前後の両端面に内部を透視し得る透明板を設け、周壁に透析液を流入させる入口管と
流出させる出口管とを設けて、内部を透析液が流過するよう形成した検体槽の、前後方向
の一端側の外面に、その検体槽内を透過さす透過光を発生させる発光部を、光源に白色Ｌ
ＥＤを用いて配設し、検体槽の前後の他端側の前面には、前記発光部からの光を受光素子
に受けさす受光部を、その受光素子に、前記白色ＬＥＤの光の色成分を感知して作動する
カラーセンサを用いて配設し、これら発光部と受光部とを制御基板に設けた制御部にそれ
ぞれ接続して、白色ＬＥＤから発光されて検体槽内を経た透過光の赤色成分と青色成分の
減衰を検出・測定せしめることにより、漏血・溶血の両方の検出・判定が一台のセンサ装
置で行えるようにしたことを特徴とする透析装置のセンサ装置を提起するものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明による、血液の透析装置における漏血・溶血のセンサ装置は、漏血と溶血との両
方が検出し得るのであるから、透析装置に組み込んで、透析治療中における血液が透析液
の側に漏れ出すのを監視させ、安全性を確保するときに、１台のセンサ装置を組み込むこ
とで、漏血と溶血との両方の監視が行えることになって、センサ装置を組み込むために透
析装置に用意する設置スペースを、１台のセンサ装置の分だけ用意すればよいので、セン
サ装置を組み込むときの設置スペースの制約が解消される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】透析装置の全体の概要図である。
【図２】透析装置に組み込むダイアライザの縦断面図である。
【図３】透析治療中の透析液側への漏血を検出するセンサ装置の概要の説明図である。
【図４】センサ装置の斜視図である。
【図５】同上センサ装置の、検体槽と基台とに分解した状態の斜視図である。
【図６】同上センサ装置を透析装置に組み合わせた状態の展開した説明図である。
【図７】溶血計としたセンサ装置の概要の説明図である。
【図８】本発明を実施せるセンサ装置の斜視図である。
【図９】同上センサ装置の一部破断した側面図である。
【図１０】同上センサ装置の平面図である。
【図１１】同上センサ装置のブロック図である。
【図１２】同上センサ装置を、透析装置のダイアライザに接続して組み合わせた状態の展
開した説明図である。
【図１３】センサ装置に、輝度調整のために減光フィルタを差し込んだ状態の斜視図であ
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る。
【図１４】同上センサ装置に、調整棒を差し込んだ状態の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次に本発明の実施の態様を実施例につき図面に従い詳述する。
【実施例１】
【００２２】
　図８乃至図１０は、本発明手段を実施せる透析装置における漏血・溶血を検出して監視
するセンサ装置Ｓを示し、図８は斜視図、図９は一部破断した側面図、図１０は平面図で
ある。これら図において、３は検体槽を示す。この検体槽３は金属材または樹脂材により
、内部を中空としたブロック状に形成し、長手方向の両端面にガラス・樹脂材よりなる透
明板３０で閉塞した窓穴を設け、周壁の後端側（図８において手前側）に寄る部位の一方
の側面に、透析装置のダイアライザを経た透析液を流入させる入口管３１を設け、周壁の
前端側に寄る部位で他方の側面に、前記入口管３１から流入してくる透析液を流出させる
出口管３２を設けて、内部を透析液が流過していくようにしたもので、図４・図５に示し
ている従前の漏血計としたセンサ装置Ｂに用いられている検体槽３と同様の構成のもので
あり、かつ、基台３ａの上面側に載架して基台３ａの上面に設けてある取付金具３４にセ
ット螺子３５により締結して基台３ａに固定してあることについては、従前のセンサ装置
Ｂの検体槽３と変わりがない。
【００２３】
　４は、この検体槽３の前端側の透明板の前面に配置して、基台３ａに設けてある保持枠
３６に組み付け装架した発光部である。
【００２４】
　この発光部４は、図１１のブロック図に示しているように、光源とする発光素子として
白色ＬＥＤ４３を用いた発光回路４４と、この発光回路４４から照射される光を、前述の
検体槽３内の透析液を経ないで、直に受けるよう発光回路４４の白色ＬＥＤ４３のそばに
設ける第２受光回路４５と、温度センサ４６とを具備するものとしている。
【００２５】
　５は、検体槽３の後端側の透明板の手前に配置して基台３ａに設けた保持枠３６に組み
付け保持せしめた受光部で、前記発光部４の発光回路４４の白色ＬＥＤ４３から発光され
て検体槽３内の透析液を透過した透過光を受ける受光素子５０と、その受光素子５０が受
光し検出した電圧を出力する出力検出回路とを組み合わせた受光回路４５とからなるが、
その受光素子５０には、前述の発光部４の光源とした白色ＬＥＤ４３の光の色成分を感知
するカラーセンサ５１を用いている。
【００２６】
　これら、発光部４及び受光部５は、前述の従前の漏血計としたセンサ装置Ｂの発光部４
及び受光部５と同様に、検体槽３を載架支承する基台３ａ内に組み込んだ制御基板６の制
御部６０に、前述した図１１のブロック図にあるように接続させてある。その制御部６０
には、発光制御回路６１と、ＣＰＵ６２と、前記発光回路４４から発して検体槽３内の透
析液を透過し受光部５のカラーセンサ５１に受光されて受光回路５０から送られてくる信
号値に対して比較する基準値を記憶させておく記憶素子６３とが組み込まれている。
【００２７】
　このようにして構成せるセンサ装置Ｓの、漏血と溶血とを判定するロジックは、白色Ｌ
ＥＤ４３の光に対する溶血特性が、表１にあるように、赤色の光には、殆ど減衰がなく、
青色の光だけに減衰が現れる特性であること、この白色ＬＥＤ４３の光に対する漏血特性
が、表２にあるように、赤色の光に対しては著しい減衰を現し、青色の光に対しても著し
い減衰を現す特性であることから、これらの特性により組み立てた判定のロジックである
。
【００２８】
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【表１】

　表１は白色ＬＥＤ（５６－１）の溶血特性を表す図表である。
【００２９】

【表２】

　表２は白色ＬＥＤ（５６－１）の漏血特性を表す図表である。
【００３０】
　ある濃度（検出感度×ｐｐｍ）以上の溶血と漏血を検知するのを、表を用いて説明すれ
ば、下記の表３は、受光素子のカラーセンサ５１が白色ＬＥＤ４３からの光を受けたとき
の感度と閾値との関係を示す。
【００３１】
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【表３】

　表３は白色ＬＥＤの赤色光と青色光とが、漏血・溶血のある透析液を透過したときの、
感度と閾値の関係を示す図表である。
【００３２】
　この表３において、最上位のところに、符号（イ）にて指示している右方に向け僅かに
傾く線は、溶血時赤色感度を示す。
　（ロ）にて指示している線は溶血時青色感度を示す。
　（ハ）にて指示する右方に向け大きく傾く太線の破線で表す線は漏血時赤色感度を示す
。
　（ニ）にて指示する右方に向け大きく傾く薄墨の太線で表す線は漏血時青色感度を示す
。
　符号（あ）にて指示する線は、赤色溶血閾値ａ１を示す。
　符号（い）にて指示する線は、青色溶血閾値ｂ１を示す。
　符号（う）にて指示する破線の線は、赤色漏血閾値ａ２を示す。
　符号（え）にて指示する破線の線は、青色漏血閾値ｂ２を示す。
【００３３】
　この表３において指示しているａ１、ｂ１、ａ２、ｂ２の閾値は、
　表１より全濃度範囲で赤色感度がａ１より下がらないとき、このａ１を赤色溶血閾値と
します。
　表１より溶血濃度×ｐｐｍ以上において青色感度がｂ１より下がるとき、ｂ１を青色溶
血閾値とします。
　表２より漏血濃度×ｐｐｍ以上において赤色感度がａ２より下がるとき、ａ２を赤色漏
血閾値とします。
　表２より漏血濃度×ｐｐｍ以上において青色感度がｂ２より下がるとき、ｂ２を青色漏
血閾値とします。
【００３４】
　この表３において、検出感度Ｘｐｐｍ以上の溶血は、赤色感度がａ１より大きくて青色
感度がｂ１より小さいとなります。検出感度Ｘｐｐｍ以上の漏血は、赤色感度がａ２より
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小さく青色感度がｂ２より小さいとなりますが、ａ１＞ａ２なので、検出感度Ｘｐｐｍ以
上の漏血は、赤色感度がａ１より小さく青色感度がｂ２より小さいとも表現できます。よ
って、判定ロジックは、
　（１）青色感度（ロ）・（ニ）がｂ１（い）より大きいとき、検出感度Ｘｐｐｍ未満の
溶血か漏血のどちらかである。
　（２）青色感度（ロ）・（ニ）がｂ１（い）より小さく、ｂ２（え）より大きいとき、
検出感度Ｘｐｐｍ以上の溶血かＸｐｐｍ未満の漏血のどちらかである。このとき、赤色感
度（イ）・（ハ）がａ１（あ）より大きいと検出感度Ｘｐｐｍ以上の溶血となり、赤色感
度（イ）・（ハ）がａ１（あ）より小さいとＸｐｐｍ未満の漏血となります。
　（３）青色感度（ロ）・（ニ）がｂ２（え）より小さいとき、検出感度Ｘｐｐｍ以上の
溶血か漏血のどちらかである。このとき、赤色感度（イ）・（ハ）がａ１（あ）より大き
いとＸｐｐｍ以上の溶血となり、赤色感度（イ）・（ハ）がａ１（あ）より小さいとＸｐ
ｐｍ以上の漏血となります。
【００３５】
　このことから、この本発明によるセンサ装置Ｓは、これを、透析装置Ａに組み合わせて
いた漏血計としたセンサ装置Ｂに代えて、本体ケース１内に装置し、図１２にあるように
透析装置Ａのダイアライザａに接続して透析治療を行えば、その透析治療中における透析
液への漏血及び溶血の両方が、表４のフローチャートに示している順で検出判定されて、
その結果が透析装置Ａの表示パネル１０に表示されるようになる。
【００３６】
　従って、従前のセンサ装置Ｂと容積が変わらない１台のセンサ装置Ｓを組み付けるだけ
で、漏血と溶血の両方の監視が行えるようになる。
【００３７】
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【表４】

　表４は本発明を実施せるセンサ装置の、漏血・溶血を検出・判定する作動のフローチャ
ートである。
【実施例２】
【００３８】
　センサ装置による漏血・溶血の検出は、発光部４に設けた発光素子のＬＥＤから発する
光の光量（輝度）を受光素子で検出することで行うことから、光源となる発光部の発光Ｌ
ＥＤからの光の輝度は常に一定でなければならない。しかし、発光ＬＥＤからの発光の輝
度は経年変化・温度変化により減衰する。
【００３９】
　そこで、従前においては、センサ装置Ｂの器体の、検体槽３内に透析液を充填しておい
て、この検体槽３と発光部４との間に、図１３に示しているように減光フィルタＦを差し
込んで、その状態でＬＥＤを発光させて、それの輝度を、制御基板６に設定しておくある
閾値（基準値）となったときに、点灯するよう基台３ａに形設した覗き穴内に設置したラ
ンプ７０の点滅により検出させ、点灯がないときは、図１４にあるように器体に設けてお
く調整穴７１に調整棒７２を差し込んで、制御基板６に組み付けておく調整ボリウム（図
示省略）を回動させてＬＥＤの駆動電流を増して輝度を上昇させる調整を行って、輝度が
一定になるようにしている。
【００４０】
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　本発明による上述のセンサ装置Ｓは、この輝度の調整が、自動で行われるようにしてい
るので、これを実施例２として説明する。
【００４１】
　本発明によるセンサ装置Ｓは、検体槽３の手前に配設する発光部４には、前述の図１１
のブロック図で示しているように、光源とする発光素子の白色ＬＥＤ４３とそれを駆動す
る回路を含む発光回路４４の他に、この発光回路４４の白色ＬＥＤ４３から発した光を、
検体槽３内の透析液を透過させずに直に受光するよう白色ＬＥＤ４３のそばに配置する第
２受光回路４５を設けている。
【００４２】
　この第２受光回路４５は、それが受光する白色ＬＥＤ４３の光の輝度の信号（電圧）を
出力して、制御基板６に設けた制御部６０に送り、これにより、白色ＬＥＤ４３の光の輝
度を、制御部６０に設けているＣＰＵ６２に常時監視させるようにする。そして、この第
２受光回路４５で受光する白色ＬＥＤ４３の光の輝度が、制御部６０に設定しておく基準
値よりも減衰していることをＣＰＵ６２が検出すれば、制御部６０に設けておく発光制御
回路６１により、白色ＬＥＤ４３の駆動電流を増やして輝度をあげ、また、基準値を超え
た輝度をＣＰＵ６２が検出すれば、白色ＬＥＤ４３の駆動電流を減少させて、輝度が一定
になるようにする。
【００４３】
　この調光ロジックは、
（１）輝度が増加したとき、光源の電流量を輝度増加分減らす。
（２）輝度が減少したとき、光源の電流量を輝度減少分増やす。
（３）この（１）、（２）を繰り返すことにより、輝度を一定に保つ。
　そして、この調光は、表５の調光フローチャートで示す順で行われる。
【００４４】
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【表５】

　表５は本発明を実施せるセンサ装置の調光フローチャートである。
【００４５】
　したがって、人の関与する必要がなく輝度調整の完全自動化によりヒューマンエラーの
危険性がなくなるばかりでなく、発光部のＬＥＤ光を常時監視し続けることで安定した輝
度が得られる。
【符号の説明】
【００４６】
　Ａ　　透析装置
　Ｂ　　漏血センサ装置
　Ｆ　　減光フィルタ
　Ｐ　　ポンプ
　Ｓ　　センサ装置
　Ｔ　　透析液タンク
　ａ　　ダイアライザ
　ｂ　　パイプ
　１　　本体ケース
１０　　表示パネル
　２　　筒体
　２ａ　血液入口
　２ｂ　血液出口
２０　　透析液入口
２１　　透析液出口
２２　　中空糸
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　３　　検体槽
　３ａ　基台
　３ｂ　電源コード
３０　　透明板
３１　　入口管
３２　　出口管
３３　　取付座板
３４　　取付台
３５　　セット螺子
３６　　保持枠
３７　　引出穴
　４　　発光部
４０　　発光素子
４１　　赤色ＬＥＤ
４２　　青色ＬＥＤ
４３　　白色ＬＥＤ
４４　　発光回路
４５　　第２受光回路
４６　　温度センサ
　５　　受光部
５０　　受光素子
５１　　カラーセンサ
　６　　制御基板
６０　　制御部
６１　　発光制御回路
６２　　ＣＰＵ
６３　　記憶素子
７０　　ランプ
７１　　調整穴
７２　　調整棒
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