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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透析器に供給通路を介して新たな透析液を供給する供給液室と、透析器から回収通路を介
して使用済透析液を回収する回収液室と、上記供給液室に浄水若しくは新たな透析液を供
給する給液通路と、上記回収液室から使用済透析液を排出する廃液通路と、該廃液通路に
使用済透析液中の血液を検出する漏血検出手段を備えた透析装置において、
上記漏血検出手段よりも上流側の廃液通路に、給液通路から浄水若しくは新たな透析液を
流通させる洗浄通路を接続するとともに、当該洗浄通路に開閉弁を設け、透析動作中にこ
の開閉弁を開放することで漏血検出手段の内部を洗浄することを特徴とする透析装置。
【請求項２】
上記供給通路にフィルタを備えた浄水若しくは透析液の浄化手段を設け、該浄化手段には
、流入される液をフィルタを介さずに流出させる排液口が備えられ、上記洗浄通路を該排
液口から漏血検出手段よりも上流側の廃液通路へ接続したことを特徴とする請求項１に記
載の透析装置。
【請求項３】
上記透析装置は、供給通路を介して浄水を供給液室に供給するとともに、原液供給源から
透析液の原液を吸入するとともに吸入した原液を上記供給液室に供給する原液ピストンポ
ンプと、上記回収通路から使用済み透析液を吸入するとともに吸入した使用済み透析液を
上記廃液通路に排出する除水ピストンポンプの少なくともいずれか一方を備え、
これらピストンポンプのシリンダには、シリンダ内面とピストン外面の間隙に液体を流入
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させる流入口と、該間隙から液体を流出させる流出口が形成され、上記洗浄通路の途中に
上記シリンダに形成した流入口と流出口が接続されていることを特徴とする請求項１又は
請求項２のいずれかに記載の透析装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は透析装置に関し、詳しくは使用済透析液中の血液を検出する漏血検出手段を備え
た透析装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より透析装置には、透析器から回収される使用済透析液中に漏出した血液を検出する
漏血センサが備えられており、当該漏血センサ内には透析液の流路中にガラスを介して発
光素子と受光素子が備えられ、受光素子の受光量により使用済透析液内に血液が漏出して
いるか否かを判断するようになっている。（特許文献１）
使用済透析液には血中のたんぱく質等が溶け出しており、上記ガラスは使用済透析液の流
通によりたんぱく質等がガラスに堆積し、受光素子での受光量が減少して誤検出が生じる
おそれがあるため、定期的にガラスを清掃する必要があり、特許文献１の漏血センサでは
上記ガラスを容易に洗浄できるよう構成していた。
【０００３】
【特許文献１】
実公平５－２２１８０号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記特許文献１の漏血センサの場合、上記ガラスを洗浄するには透析が終了するまで待つ
必要があり、透析中における検出精度の低下を防ぐことは出来なかった。
このような問題に鑑み、本発明は透析中であっても漏血検出手段の洗浄を可能とする透析
装置を提供するものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
即ち請求項１における透析装置は、透析器に供給通路を介して新たな透析液を供給する供
給液室と、透析器から回収通路を介して使用済透析液を回収する回収液室と、上記供給液
室に浄水若しくは新たな透析液を供給する給液通路と、上記回収液室から使用済透析液を
排出する廃液通路と、該廃液通路に使用済透析液中の血液を検出する漏血検出手段を備え
た透析装置において、
上記漏血検出手段よりも上流側の廃液通路に、給液通路から浄水若しくは新たな透析液を
流通させる洗浄通路を接続するとともに、当該洗浄通路に開閉弁を設け、透析動作中にこ
の開閉弁を開放することで漏血検出手段の内部を洗浄することを特徴としている。
【０００６】
このような透析装置によれば、透析動作中に開閉弁を開くことで洗浄通路の浄水若しくは
新たな透析液が漏血検出手段の内部に流入するので、漏血検出手段の内部が洗浄されてた
んぱく質等の堆積を防止することができ、漏血検出手段による検出精度の低下を防止する
ことができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下図示実施例について説明すると、図１は本実施例における透析装置１の回路図を示し
、この透析装置１は透析器２と、透析器２に接続されて透析液を流通させる透析液回路３
と血液を流通させる血液回路５とを有し、この透析装置１は図示しない制御手段によって
制御されるようになっている。
透析器２の内部には束ねられた多数の中空糸４が設けられ、この中空糸４の内側を血液が
流れるようになっている。図１では模式的に透析器２内に１本の中空糸４を示し、この中
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空糸４の内側を血液室２Ａ、外側を透析液室２Ｂとしている。
そして血液室２Ａには、人体に接続されて血液室２に血液を送る血液通路５ａと、人体に
血液を返す血液通路５ｂが接続されており、血液は血液室２Ａ内を図示左から右に流れる
ようになっている。
【０００８】
次に、透析液回路３には透析器２へ供給する新たな透析液の供給量と、透析器２から回収
する使用済透析液の回収量とを制御する透析液給排手段１１が設けられている。
この透析液給排手段１１には透析液室２Ｂに新たな透析液を供給させる供給通路１２と、
透析液室２Ｂから使用済透析液を排出させる回収通路１３とが接続されており、また透析
液給排手段１１には図示しない透析液作成手段から供給される新たな透析液を流通させる
給液通路１５が接続されている。
そして回収通路１３の使用済透析液は回収通路１３に設けられた回収ポンプ１４によって
送液され、給液通路１５の新たな透析液は当該給液通路１５に設けられた給液ポンプ１６
によって透析液給排手段１１に送液されるようになっている。
さらに透析液給排手段１１には図示しない廃液タンクに透析液給排手段１１からの使用済
透析液を排出する廃液通路１７が接続され、当該廃液通路１７には使用済透析液内の血液
を検出する漏血検出手段１８が設けられている。
また上記給液通路１５には新たな透析液を浄化する浄化手段２２が設けられ、この浄化手
段２２は浄化すべき透析液の入口ポートおよび浄化された液の出口ポートとが形成された
ハウジング２２Ａと、ハウジング２２Ａ内に設けられた中空糸からなる浄化フィルター２
２Ｂとを備えている。
さらにハウジングには入口ポートから流入した透析液をフィルタ２２Ｂを通過させずに流
出させる排液口２２Ｃが設けられており、この排液口２２Ｃから透析液を流出させること
でフィルタ２２Ｂの表面を洗い流し、目詰まりを防止するようにしている。
そして、本実施例においては、漏血検出手段１８近傍の上流位置となる廃液通路１７に洗
浄通路２６の一端を接続し、その他端を浄化手段２２の排液口２２Ｃに接続させることで
給液通路１５に接続させて、洗浄通路２６に給液通路１５の新たな透析液を流通させ、さ
らに洗浄通路２６には制御手段によって開閉される開閉弁２７が設けられている。
【０００９】
上記透析液給排手段１１は同形の第１チャンバ３１Ａと第２チャンバ３１Ｂとを備え、第
１チャンバ３１Ａと第２チャンバ３１Ｂにはそれぞれシリコーンオイルポンプ３２Ａ，３
２Ｂが設けられている。
第１，第２チャンバ３１Ａ，３１Ｂにはそれぞれ２枚ずつダイアフラム３３が設けられて
いて、回収液室３４ａ、３４ｂと、供給液室３５ａ，３５ｂに区画されると共に、これら
の間には可変容積室３６ａ，３６ｂが区画されている。
そして上記回収通路１３および廃液通路１７はそれぞれ分岐して回収液室３４ａ、３４ｂ
に第１、第２三方弁３７Ａ，３７Ｂを介して接続され、一方供給通路１２および給液通路
１５もそれぞれ分岐して供給液室３５ａ，３５ｂに第３、第４三方弁３８Ａ、３８Ｂを介
して接続されている。
また、各可変容積室３６ａ，３６ｂ内にはシリコーンオイルが封入され、このシリコーン
オイルの量を上記シリコーンオイルポンプ３２Ａ，３２Ｂによって増減させることで、可
変容積室３６ａ、３６ｂの容積を変化させることが可能となっている。
【００１０】
次に、廃液通路１７に設けられた漏血検出手段１８は、図２に示すような全体で円筒形を
したハウジング５１の周面に上記廃液通路１７に接続される廃液吸入ポート５１Ａ、廃液
排出ポート５１Ｂが形成され、使用済透析液は図示右方側の廃液吸入ポート５１Ａより流
入し、左方側の廃液排出ポート５１Ｂより排出されるようになっている。
そしてハウジング５１内には上記廃液吸入ポート５１Ａと廃液排出ポート５１Ｂとを連通
させる流路５１Ｃが形成され、この流路５１Ｃの一端に発光素子５２が、他端には受光素
子５３が備えられている。
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上記受光素子５３は上記制御手段に受光信号を送信するよう接続されるとともに、上記発
光素子５２及び受光素子５３はそれぞれガラス若しくは樹脂製の透明板５４によって流路
５１Ｃから隔離され、使用済透析液に直接触れないようにされている。
そして、上記流路５１Ｃ内を使用済透析液が流通する間に、上記発光素子５２が光を照射
すると、この使用済透析液を透過した光が受光素子５３により受光され、この受光信号が
制御手段に送信される。
このとき、使用済透析液に血液が混入すると、光の透過度が変化して受光素子５３に受光
される受光量が減少するので、制御手段はこの受光量の減少から使用済透析液に血液が混
入したものと判断する。
【００１１】
以上のような構成を有する透析装置１の透析動作について説明する。
まず透析液給排手段１１において、例えば第１三方弁３７Ａにより回収通路１３と第１チ
ャンバ３１Ａの回収液室３４ａとを連通させ、第２三方弁３７Ｂにより第２チャンバ３１
Ｂの回収液室３４ｂと廃液通路１７とを連通させた状態とするとともに、第３三方弁３８
Ａにより第１チャンバ３１Ａの供給液室３５ａと供給通路１２とを連通させ、第４三方弁
３８Ｂにより給液通路１５と第２チャンバ３１Ｂの供給液室３５ｂとを連通させた状態と
する。
この状態では、上記給液ポンプ１６の動作によって新たな透析液が給液通路１５を介して
供給液室３５ｂに流入し、ダイアフラム３３が図示左方端まで移動する（図１の状態）。
これに伴い、回収液室３４ｂからは収容されている使用済透析液が排出され、この透析液
は廃液通路１７を介して廃液口より廃液される。
一方、回収ポンプ１４の作動によって、透析器２の透析液室２Ｂから使用済透析液が回収
通路１３を介して回収液室３４ａに流入すると、ダイアフラム３３が図示右方端まで移動
し（図１の状態）、これに伴って供給液室３５ａからは収容されている新たな透析液が排
出され、この透析液は供給通路１２を介して透析液室２Ｂに供給される。
このとき、使用済透析液が回収されている第１チャンバ３１Ａのシリコーンオイルポンプ
３２Ａを作動させて、可変容積室３６ａの容積を所定量減少させることで、回収液室３４
ａの容積を増加し、その増加量に応じた除水が行われる。
そして図１の状態となったら、制御手段は第１，第２三方弁３７Ａ、３７Ｂおよび第３、
第４三方弁３８Ａ、３８Ｂを制御して、今度は回収液室３４ａと廃液通路１７、供給液室
３５ａと給液通路１５、回収液室３４ｂと回収通路１３、供給液室３５ｂと供給通路１２
をそれぞれ連通させて第１チャンバ３１Ａと第２チャンバ３２Ｂの接続状態を切り換え、
連続的に透析器２に新たな透析液を供給するとともに、使用済透析液を回収するよう動作
させる。
さらに上記廃液通路１７を流通する使用済透析液は漏血検出手段１８の廃液吸入ポート５
１Ａより流入して流路５１Ｃ内を流通し、廃液排出ポート５１Ｂより排出されて再び廃液
通路１７に排出され、この漏血検出手段１８では発光素子５２が受光素子５３に向けて光
を照射しており、この光を受光した受光素子５４が制御手段に受光信号を送信する。
そして制御手段は受光信号の受光量が所定値以上であれば、使用済透析液内の漏血はない
ものとして判断し、所定値以下であった場合には、使用済透析液内に漏血しているものと
判断して作業者に異常を知らせるようになっている。
【００１２】
ここで、従来このような漏血検出手段１８では、以下のような原因により検出精度が低下
してしまうという問題が生じていた。
すなわち、使用済透析液には透析によって血液中に含まれていたたんぱく質等が含まれて
おり、このたんぱく質は漏血検出手段１８の流路等を流通するうちに、流路５３Ｃや上記
透明板５４に付着し、その後当該たんぱく質が経時的に堆積してしまうので、発光素子５
２の発光量および受光素子５３の受光量が低下してしまう。
このため、実際には透析液中に血液が混入していなくても、受光素子５３による受光量に
よっては制御手段が使用済透析液中に漏血があると誤った判断をするおそれがあった。
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【００１３】
これに対し、本実施例では、上記洗浄通路２６を漏血検出手段１８に近づけた上流位置に
接続するとともに、透析動作中に上記開閉弁２７により定期的に血中のたんぱく質等が含
まれていない使用前の新たな透析液を洗浄通路２６へと流通させるようになっている。
これにより、新たな透析液により透明板５４が洗浄されて透明板５４へのたんぱく質の堆
積が防止されるので、発光素子５２の発光量および受光素子５３の受光量が低下すること
がなくなり、透析動作の開始から終了までの間に検出精度が下がってしまうのを防止する
ことができる。
また漏血検出手段１８に隣接した位置に洗浄通路２６を接続することで、洗浄通路２６を
流通する新たな透析液にたんぱく質の含まれた使用済透析液が混ざりにくくなり、新たな
透析液による透明板５４の洗浄効果が低下するのを抑えることができる。
なお、上記開閉弁２７の開閉される間隔および開閉弁２７の開放時間は新たな透析液によ
る透明板５４の洗浄効果を見ながら、適宜設定することが可能であり、透析動作中であっ
ても随時新たな透析液を流通させて透明板５４の洗浄が可能である。
さらに本実施例では、洗浄通路２６を浄化手段２２の排液口２２Ｃに接続しているので、
開閉弁２７の開閉により透明板５４とフィルタ２２Ｂとが合わせて清掃されるようになっ
ている。
【００１４】
次に本発明に係る第２の実施例について説明する。図３は本実施例における透析装置１０
１の回路図を示しており、前記第１の実施例と同一の要素については同一の符号を用いて
示し、その詳細な説明は省略する。
ここで、上記第１実施例の透析装置１は図示しない透析液作成手段から供給される新たな
透析液を使用する透析用監視装置であったのに対し、本実施例の透析装置１０１は給液通
路１５に図示しない給水源から浄水が供給され、この浄水に透析装置１０１に備えられた
原液供給源１９からの透析液の原液を加えることで、新たな透析液を作成する個人用透析
装置として構成されている。
以下具体的に本実施例の透析装置１０１について説明すると、本実施例の透析装置１０１
も前記第１実施例の透析装置１と同様、透析器２と、透析器２に接続されて透析液を流通
させる透析液回路３と血液を流通させる血液回路５とを有し、図示しない制御手段によっ
て制御されるようになっている。
また、本実施例においても前記第１実施例と同様に、使用済透析液を排液する廃液通路１
７には漏血検出手段１８が設けられ、さらに漏血検出手段１８近傍の上流位置となる廃液
通路１７に洗浄通路２６の一端を接続し、その他端を給液通路１５に接続させて、洗浄通
路２６に給液通路１５の浄水を流通させるようにしており、洗浄通路２６には制御手段に
よって開閉される開閉弁２７が設けられている。
そして、本実施例の透析装置１０１では上記原液供給源１９が設けられる点と、透析液回
路３における透析液給排手段１１１の構成と、上記洗浄通路２６の流通経路とが第１実施
例の透析装置１と異なっており、主にその相違点に関して以下に説明する。
【００１５】
最初に、上述したように給液回路１５には浄水が流通するようになっており、この給液通
路１５には透析液の原液である塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）および炭酸水素ナトリウム（
ＮａＨＣＯ３）を貯留する２つの原液供給源１９がそれぞれ原液供給通路２０を介して接
続され、当該原液供給通路１５にはそれぞれ原液ポンプ２１が設けられている。なお、本
実施例においては給液通路１５に浄化手段２２は設けられていない。
次に、透析液給排手段１１１における同形の第１，第２チャンバ１３１Ａ，１３１Ｂには
それぞれ１枚ずつダイアフラム１３３が設けられていて、回収液室１３４ａ、１３４ｂと
、供給液室１３５ａ，１３５ｂが区画されている。
また回収通路１３および廃液通路１７はそれぞれ分岐して回収液室１３４ａ、１３４ｂに
第１～第４電磁弁１３７Ａ～１３７Ｄを介して接続され、一方供給通路１２および給液通
路１５もそれぞれ分岐して供給液室１３５ａ，１３５ｂに第５～第８電磁弁１３８Ａ～１



(6) JP 4051560 B2 2008.2.27

10

20

30

40

50

３８Ｄを介して接続されている。
さらに回収通路１３の回収ポンプ１４よりも下流側であって、第１電磁弁１３７Ａと第３
電磁弁１３７Ｃへの分岐点の上流側に除水通路１２６の一端を接続し、さらに他端を廃液
通路１７の第２電磁弁１３７Ｂと第４電磁弁１３７Ｄからの合流点よりも下流側に接続し
ており、この除水通路１２６の途中に除水ポンプ１２１を設けて、回収通路１３から廃液
通路１７へと使用済透析液を送液できるようにしている。
【００１６】
そして本実施例における上記原液ポンプ２１には図４に示すピストンポンプ４０が使用さ
れており、以下当該ピストンポンプ４０について説明する。
ピストンポンプ４０はシリンダ４１と、当該シリンダ４１内を回転しながら往復動するピ
ストン４２と、当該ピストン４２を駆動させるモータ４３とを備え、ピストン４２とモー
タ４３は継手機構４４により連結されている。
当該継手機構４４はモータ４３の回転軸に固定された円筒部材４４ａと、円筒部材４４ａ
の内壁に設けた球面軸受４４ｂとから構成され、ピストン４２はシリンダ４１より突出し
た端部に設けられたピン４２ｂを球面軸受４４ｂの球体部材に貫通させることで連結され
ている。
上記シリンダ４１の先端側には、原液供給通路２０を介して原液供給源１９に連通させた
吸入ポート４１Ａと、原液供給通路２０を介して給液通路１５に連通させた排出ポート４
１Ｂとが設けられている。
【００１７】
また上記ピストン４２の先端部分には切欠き４２ａが設けられ、ピストン４２が上死点に
達する直前までは、吸入ポート４１Ａが切欠き４２ａによってシリンダ４１内に形成され
る計量室４１Ｅと連通し、逆にピストン４２が下死点に達する直前までは、排出ポート４
１Ｂが計量室４１Ｅと連通するようになっている。
従って、ピストン４２が上死点に到達するまでは吸入ポート４１Ａから原液が吸入され、
その後ピストン４２が下死点に到達するまでは、吸入された原液が排出ポート４１Ｂから
排出されるようになっている。
これにより、モータ４３の回転数を設定することで、必要量の送液を正確に行うことが出
来る。なお、図４では説明上継手機構４４の部分ではピストン４２が下死点にある場合を
示し、ピストン４２の先端側では、下死点と上死点の間の状態を示している。
また上記シリンダ４１のモータ４３側にはピストン４２を囲繞するシール部材４５と、当
該シール部材４５をシリンダ４１に固定するキャップ部材４６とが設けられている。
【００１８】
上記シリンダ４１には、その内周面にピストン４２を囲繞する溝４１ａが形成され、この
溝４１ａに連通させて流入口としての流入ポート４１Ｃと流出口としての流出ポート４１
Ｄとが形成されている。そして上記洗浄通路２６の途中に、流入ポート４１Ｃを上流側に
、流出ポート４１Ｄを下流側として接続し、ピストンポンプ４０を配置している。
従って、上記開閉弁２７を開くことにより、給液通路１５からの浄水が流入ポート４１Ｃ
、溝４１ａ、流出ポート４１Ｄの順に経由して廃液通路１７へと流通され、さらにピスト
ン４２が回転しながら往復動することで、溝４２ａを介してシリンダ４１の内面とピスト
ン４２の外面の間隙に、浄水が流入され、またこの間隙から流出される。
【００１９】
そして上記除水ポンプ１２１にも上記原液ポンプ２１と同型のピストンポンプ４０が使用
され、吸入ポート４１Ａに除水通路１２６の回収通路１３側を、排出ポート４１Ｂに廃液
通路１７側をそれぞれ接続して、回収通路１３から廃液通路１７へ必要量の使用済透析液
を送液できるようになっている。
さらにこの除水ポンプ１２１は洗浄通路２６の途中であって、２台の原液ポンプ２１、２
１よりも洗浄通路２６における下流側に接続されており、除水ポンプ１２１の流入ポート
４１Ｃと下流側の原液ポンプ２１の流出ポート４１Ｄを連通させ、流出ポート４１Ｄを漏
血検出手段１８の上流側となる廃液通路１７に連通させている。
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これによって、開閉弁２７を開放することで下流側の原液ポンプ２１の流出ポート４１Ｄ
から排出された浄水が、除水ポンプ１２１の流入ポート４１Ｃ、シリンダ４１内部の溝４
１ａ、流出ポート４１Ｄの順に経由して廃液通路１７へ排出されるようになっている。
【００２０】
以上のように構成される第２の実施例にかかる透析装置１０１は、回収通路１３および廃
液通路１７に対する回収液室１３４ａ、１３４ｂの接続の切り換えに、第１～第４電磁弁
１３７Ａ～１３７Ｄを用いていること、供給通路１２及び給液通路１５に対する供給液室
１３５ａ、１３５ｂの接続の切り換えに、第５～第８電磁弁１３８Ａ～１３８Ｄを用いて
いること、および、除水操作を除水ポンプ１２１で行っていることで、前記第１実施例の
透析装置１とは相違しているが、基本的な透析動作は共通しているのでその詳細な説明は
省略する。
なお、本実施例では個人用透析装置のため、供給液室１３５ａ、１３５ｂへの新たな透析
液の供給は、上記給液ポンプ１６および原料ポンプ２１の動作によって浄水及び各原液を
給水通路１５を介して供給液室１３５ａ、１３５ｂに流入させ、供給液室１３５ａ、１３
５ｂ内で新たな透析液を作成することで行っている。
また除水ポンプ１２１により除水操作を行う場合には、回収液室３４ａ、３４ｂの何れか
が使用済透析液を回収している間に、除水ポンプ１２１としているピストンポンプ４０の
モータ４３を所定量回転させて、回収通路１３を流通している使用済透析液を、所定量だ
け回収液室３４ａ、３４ｂを介さずに廃液通路１７へ排出して行う。
【００２１】
そして上述したような個人用透析装置１０１であって、上述したピストンポンプを備えた
透析装置１０１の場合、透析動作中には、原液ポンプ２１および除水ポンプ１２１におい
て以下のような問題が生じる。
すなわち、ピストンポンプ４０ではピストン４２の往復動によって原液若しくは使用済透
析液の定量送液を行うが、この際原液若しくは使用済透析液がシリンダ４１の内面とピス
トン４２の外面の摺動部分の間隙に微量ながら流入する。
こうして流入した原液はシリンダ４１とピストン４２との間隙で乾燥すると結晶化し、ま
た使用済透析液はシリンダ４１とピストン４２の摺動の摩擦により炭酸カルシウムを析出
させるので、シリンダ４１とピストン４２の摺動性が悪化してしまう。
そこで、本実施例では洗浄通路２６を介してシリンダ４１に形成した溝４１ａに給液通路
１５からの浄水を流通させることにより、シリンダ４１とピストン４２の摺動部分に浄水
を流入させ、原液の乾燥の防止、析出した炭酸カルシウムの洗浄をすることで、シリンダ
４１とピストン４２の摺動性が悪化しないようにしている。
【００２２】
この第２の実施例におけるピストンポンプ４０を備えた透析装置１０１の場合には、洗浄
通路２６の途中にこれらピストンポンプ４０のシリンダ４１に形成した流入ポート４１Ｃ
と流出ポート４１Ｄを接続し、ピストンポンプ４０のシリンダ４１内面とピストン４２外
面の間隙を流通させた浄水を、漏血検出手段１８に近づけた上流側に流通させるようにし
ている。
これにより、第１実施例の場合と同様、透析動作中に開閉弁２７を開放させることで漏血
検出手段１８の透明板４５は浄水により洗浄されて、透明板４５へのたんぱく質の堆積が
防止されるので、漏血検出手段１８の検出精度の低下が防止される。また、ピストンポン
プ４０と漏血検出手段１８の洗浄を合わせて行うことができるので効率的である。
なお、上記第２実施例においても、給液通路１５に第１実施例と同様に浄化手段２２を設
けて浄水の浄化を行うようにした場合には、その排液口２２Ｃに洗浄通路２６の端部を接
続して、フィルタ２２Ｂ、ピストンポンプ４０、透明板４５を合わせて洗浄することがで
きる。また、必ずしも洗浄通路２６を原液ポンプ２１および除水ポンプ１２１の両方に接
続する必要はなく、何れか一方であっても良い。さらには、何れをも接続しなくても良い
。
【００２３】
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【発明の効果】
上記発明によれば、透析中であっても漏血検出手段の内部を洗浄することが出来、漏血検
出手段による検出精度の低下を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例に係る透析装置の回路図。
【図２】漏血検出手段についての断面図。
【図３】本発明の第２の実施例に係る透析装置の回路図。
【図４】ピストンポンプについての断面図。
【符号の説明】
１、１０１　透析装置　　　　　２　透析器
１２　供給通路　　　　　　　　１３　回収通路
１５　給液通路　　　　　　　　１７　廃液通路
１８　漏血検出手段　　　　　　１９　原液供給源
２１　原液ポンプ　　　　　　　２２　浄化手段
２２Ｂ　フィルタ　　　　　　　２２Ｃ　排液口
２６　洗浄通路　　　　　　　　２７　開閉弁
３４ａ，３４ｂ　回収液室　　　３５ａ，３５ｂ　供給液室
４０　ピストンポンプ　　　　　５２　発光素子
５３　受光素子　　　　　　　　５４　透明板
１２１　除水ポンプ

【図１】 【図２】
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