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(57)【要約】
【課題】透析液の浄化効率を向上させることができると
ともに、透析液に含まれる治療に必要な電解質の低下を
抑制することができる血液浄化装置を提供する。
【解決手段】血液浄化治療で必要とされる所定量の透析
液を収容可能な収容手段６と、収容手段６の透析液をダ
イアライザ１に導入しつつ当該ダイアライザ１からの排
液を収容手段６に排出して透析液を循環させ得る透析液
循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ライ
ンＬ２）と、透析液循環ラインの透析液を浄化する透析
液浄化手段７とを具備した血液浄化装置であって、透析
液を透析液浄化手段７を介さずにダイアライザ１に導入
可能な治療状態と、透析液を透析液浄化手段７にて浄化
可能な浄化状態とが切替可能とされるとともに、治療状
態開始後、所定条件を満たしたことを条件として、浄化
状態に切り替えられるものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の血液を体外循環可能な血液回路と、
　前記血液回路を流れる血液を浄化する血液浄化手段と、
　血液浄化治療で必要とされる所定量の透析液を収容可能な収容手段と、
　前記収容手段の透析液を前記血液浄化手段に導入しつつ当該血液浄化手段からの排液を
前記収容手段に排出して透析液を循環させ得る透析液循環ラインと、
　前記透析液循環ラインの透析液を浄化する透析液浄化手段と、
を具備した血液浄化装置であって、
　前記透析液循環ラインにて循環する透析液を前記透析液浄化手段を介さずに前記血液浄
化手段に導入可能な治療状態と、前記透析液循環ラインの透析液を前記透析液浄化手段に
て浄化可能な浄化状態とが切替可能とされるとともに、前記治療状態開始後、所定条件を
満たしたことを条件として、前記浄化状態に切り替えられることを特徴とする血液浄化装
置。
【請求項２】
　前記血液浄化治療中、前記治療状態と浄化状態とが順次切り替わって繰り返し行われる
ことを特徴とする請求項１記載の血液浄化装置。
【請求項３】
　前記透析液浄化手段にて浄化された透析液が前記血液浄化手段に至るまでの間に当該透
析液に対し、血液浄化治療にて必要とされる電解質が含まれる補充液を供給可能な補充液
供給手段を具備したことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の血液浄化装置。
【請求項４】
　前記所定条件は、前記治療状態開始後に前記透析液循環ラインにて循環する透析液中の
老廃物濃度が所定濃度に到達すると推定される推定時間であることを特徴とする請求項１
～３の何れか１つに記載の血液浄化装置。
【請求項５】
　前記透析液循環ラインにて循環する透析液中の老廃物濃度を測定し得る老廃物濃度測定
手段を具備するとともに、前記所定条件は、前記治療状態開始後に前記老廃物濃度測定手
段にて測定された老廃物濃度が所定濃度に達したことであることを特徴とする請求項１～
３の何れか１つに記載の血液浄化装置。
【請求項６】
　前記収容手段は、透析液が所定量収容された第１収容手段及び第２収容手段から構成さ
れ、前記透析液循環ラインは、前記血液浄化手段を介して前記第１収容手段の透析液を循
環させ得る第１循環流路系と、前記血液浄化手段を介して前記第２収容手段の透析液を循
環させ得る第２循環流路系とから構成されるとともに、前記第１循環流路系及び第２循環
流路系の何れか一方が前記治療状態のとき、他方が前記浄化状態とされることを特徴とす
る請求項１～５の何れか１つに記載の血液浄化装置。
【請求項７】
　前記透析液循環ラインを流れる透析液を迂回させて流通可能とされるとともに前記透析
液浄化手段が配設された迂回ラインを具備し、前記治療状態のとき、前記迂回ラインへの
流れを規制するとともに、前記浄化状態のとき、前記迂回ラインにて透析液を流通させつ
つ前記透析液浄化手段で浄化させることを特徴とする請求項１～５の何れか１つに記載の
血液浄化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透析液を循環させつつ血液浄化治療可能な血液浄化装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
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　一般に、透析治療を行うための血液浄化装置は、患者の血液を体外循環させるための血
液回路を構成する動脈側血液回路及び静脈側血液回路と、血液回路にて体外循環する血液
を浄化するための血液浄化器と、血液回路及び血液浄化器にて血液浄化治療させるための
血液ポンプ等の種々の治療手段が配設された装置本体とを具備している。動脈側血液回路
及び静脈側血液回路の先端には、それぞれバスキュラーアクセスカテーテル、或いは穿刺
針（動脈側穿刺針及び静脈側穿刺針）が取り付け可能とされる。
【０００３】
　そして、例えば動脈側穿刺針及び静脈側穿刺針を患者に穿刺した後、血液ポンプを駆動
させることにより、患者の血液が動脈側血液回路及び静脈側血液回路を介して体外循環す
ることとなり、その過程において血液浄化器にて血液浄化されるようになっている。また
、透析治療においては、血液浄化器に透析液を導入するための透析液導入ラインと、血液
浄化器から排液を排出するための透析液排出ラインとがそれぞれ血液浄化器に接続されて
いる。
【０００４】
　ところで、例えば一般家庭で用いられる血液浄化装置として、従来、透析液を所定量収
容可能な収容手段を具備し、その収容手段内の透析液を血液浄化器に導入しつつ当該血液
浄化器からの排液を収容手段に戻して循環させる循環式のものが提案されている（特許文
献１参照）。かかる従来の循環型の血液浄化装置は、透析液の循環ラインに吸着剤カート
リッジ（透析液浄化手段）が接続されており、血液浄化器からの排液に含まれる老廃物を
吸着して除去することにより、循環する透析液を浄化し得るよう構成されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２０１４－５００７３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の血液浄化装置においては、治療開始から治療終了までの間、
吸着剤カートリッジを介して透析液が循環するので、以下の問題があった。
　透析液に含まれる老廃物の濃度は治療開始時には高いものの、通常、治療経過時間とと
もに下がっていく。つまり、治療後半においては僅かな老廃物を除去するために吸着剤カ
ートリッジによる吸着が行われることから、透析液の浄化効率が悪く、また透析治療に必
要な電解質も吸着してしまうことから透析液中の電解質が不足してしまう虞があった。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、透析液の浄化効率を向上させるこ
とができるとともに、透析液に含まれる治療に必要な電解質の低下を抑制することができ
る血液浄化装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載の発明は、患者の血液を体外循環可能な血液回路と、前記血液回路を流れ
る血液を浄化する血液浄化手段と、血液浄化治療で必要とされる所定量の透析液を収容可
能な収容手段と、前記収容手段の透析液を前記血液浄化手段に導入しつつ当該血液浄化手
段からの排液を前記収容手段に排出して透析液を循環させ得る透析液循環ラインと、前記
透析液循環ラインの透析液を浄化する透析液浄化手段とを具備した血液浄化装置であって
、前記透析液循環ラインにて循環する透析液を前記透析液浄化手段を介さずに前記血液浄
化手段に導入可能な治療状態と、前記透析液循環ラインの透析液を前記透析液浄化手段に
て浄化可能な浄化状態とが切替可能とされるとともに、前記治療状態開始後、所定条件を
満たしたことを条件として、前記浄化状態に切り替えられることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の血液浄化装置において、前記血液浄化治療中、
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前記治療状態と浄化状態とが順次切り替わって繰り返し行われることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は請求項２記載の血液浄化装置において、前記透析
液浄化手段にて浄化された透析液が前記血液浄化手段に至るまでの間に当該透析液に対し
、血液浄化治療にて必要とされる電解質が含まれる補充液を供給可能な補充液供給手段を
具備したことを特徴とする。
【００１１】
　請求項４記載の発明は、請求項１～３の何れか１つに記載の血液浄化装置において、前
記所定条件は、前記治療状態開始後に前記透析液循環ラインにて循環する透析液中の老廃
物濃度が所定濃度に到達すると推定される推定時間であることを特徴とする。
【００１２】
　請求項５記載の発明は、請求項１～３の何れか１つに記載の血液浄化装置において、前
記透析液循環ラインにて循環する透析液中の老廃物濃度を測定し得る老廃物濃度測定手段
を具備するとともに、前記所定条件は、前記治療状態開始後に前記老廃物濃度測定手段に
て測定された老廃物濃度が所定濃度に達したことであることを特徴とする。
【００１３】
　請求項６記載の発明は、請求項１～５の何れか１つに記載の血液浄化装置において、前
記収容手段は、透析液が所定量収容された第１収容手段及び第２収容手段から構成され、
前記透析液循環ラインは、前記血液浄化手段を介して前記第１収容手段の透析液を循環さ
せ得る第１循環流路系と、前記血液浄化手段を介して前記第２収容手段の透析液を循環さ
せ得る第２循環流路系とから構成されるとともに、前記第１循環流路系及び第２循環流路
系の何れか一方が前記治療状態のとき、他方が前記浄化状態とされることを特徴とする。
【００１４】
　請求項７記載の発明は、請求項１～５の何れか１つに記載の血液浄化装置において、前
記透析液循環ラインを流れる透析液を迂回させて流通可能とされるとともに前記透析液浄
化手段が配設された迂回ラインを具備し、前記治療状態のとき、前記迂回ラインへの流れ
を規制するとともに、前記浄化状態のとき、前記迂回ラインにて透析液を流通させつつ前
記透析液浄化手段で浄化させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１の発明によれば、透析液循環ラインにて循環する透析液を透析液浄化手段を介
さずに血液浄化手段に導入可能な治療状態と、透析液循環ラインの透析液を透析液浄化手
段にて浄化可能な浄化状態とが切替可能とされるとともに、治療状態開始後、所定条件を
満たしたことを条件として、浄化状態に切り替えられるので、透析液の浄化効率を向上さ
せることができるとともに、透析液に含まれる治療に必要な電解質の低下を抑制すること
ができる。
【００１６】
　請求項２の発明によれば、血液浄化治療中、治療状態と浄化状態とが順次切り替わって
繰り返し行われるので、定期的に、浄化された透析液にて血液浄化治療を行わせることが
できる。
【００１７】
　請求項３の発明によれば、透析液浄化手段にて浄化された透析液が血液浄化手段に至る
までの間に当該透析液に対し、血液浄化治療にて必要とされる電解質が含まれる補充液を
供給可能な補充液供給手段を具備したので、血液浄化治療時に透析液中の電解質が不足し
てしまうのを防止することができる。
【００１８】
　請求項４の発明によれば、所定条件は、治療状態開始後に透析液循環ラインにて循環す
る透析液中の老廃物濃度が所定濃度に到達すると推定される推定時間であるので、簡易且
つ容易に治療状態から浄化状態に切り替えることができる。
【００１９】
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　請求項５の発明によれば、透析液循環ラインにて循環する透析液中の老廃物濃度を測定
し得る老廃物濃度測定手段を具備するとともに、所定条件は、治療状態開始後に老廃物濃
度測定手段にて測定された老廃物濃度が所定濃度に達したことであるので、確実且つ円滑
に治療状態から浄化状態に切り替えることができる。
【００２０】
　請求項６の発明によれば、第１循環流路系及び第２循環流路系の何れか一方が治療状態
のとき、他方が浄化状態とされるので、血液浄化治療を連続して行わせつつ透析液の浄化
を行わせることができる。
【００２１】
　請求項７の発明によれば、治療状態のとき、迂回ラインへの流れを規制するとともに、
浄化状態のとき、迂回ラインにて透析液を流通させつつ透析液浄化手段で浄化させるので
、透析液を流動させつつ浄化させることができ、且つ、血液浄化治療を連続して行わせつ
つ透析液の浄化を行わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る血液浄化装置を示す模式図
【図２】同血液透析装置における治療状態を示す模式図
【図３】同血液透析装置における浄化状態を示す模式図
【図４】補充液供給手段を透析液循環ラインに供給する形態を示す模式図
【図５】本発明の第２の実施形態に係る血液浄化装置を示す模式図
【図６】同血液透析装置における治療状態を示す模式図
【図７】同血液透析装置における治療状態（除水時）を示す模式図
【図８】同血液透析装置における浄化状態を示す模式図
【図９】本発明の第３の実施形態に係る血液浄化装置を示す模式図
【図１０】同血液透析装置における第１循環流路系が治療状態及び第２循環流路系が停止
状態を示す模式図
【図１１】同血液透析装置における第１循環流路系が浄化状態及び第２循環流路系が治療
状態を示す模式図
【図１２】同血液透析装置における第１循環流路系が治療状態及び第２循環流路系が浄化
状態を示す模式図
【図１３】同血液透析装置における他の実施形態（複式ポンプを具備したもの）を示す模
式図
【図１４】本発明の第４の実施形態に係る血液浄化装置を示す模式図
【図１５】同血液透析装置における治療状態を示す模式図
【図１６】同血液透析装置における浄化状態を示す模式図
【図１７】迂回ラインを透析液導入ラインに接続した形態を示す模式図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら具体的に説明する。
　第１の実施形態に係る血液浄化装置は、血液透析装置に適用されるものであり、図１に
示すように、血液浄化手段としてのダイアライザ１に動脈側血液回路２及び静脈側血液回
路３が接続された血液回路と、収容手段６と、透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ライ
ンＬ２を有する透析液循環ラインと、ポンプＰ１、Ｐ２と、老廃物濃度測定手段Ｓと、透
析液浄化手段７と、補充液供給手段８と、制御手段１０とを具備して構成されている。
【００２４】
　ダイアライザ１は、不図示の血液浄化膜（本実施形態においては中空糸型の血液透析膜
であるが、平膜型の血液透析膜を含む）を内在し、血液を導入する血液導入口１ａ及び導
入した血液を導出する血液導出口１ｂが形成されるとともに、透析液を導入する透析液導
入口１ｃ及び導入した透析液を排出する透析液排出口１ｄが形成されたもので、血液導入
口１ａから導入した血液に中空糸膜を介して透析液を接触させて血液を浄化するものであ
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る。
【００２５】
　動脈側血液回路２は、主に可撓性チューブから成り、一端がダイアライザ１の血液導入
口１ａに接続されて患者の血管から採取した血液をダイアライザ１の中空糸膜内に導くも
のである。かかる動脈側血液回路２の他端には、動脈側（脱血又は採血側）穿刺針ａを取
り付け得るコネクタが形成されているとともに、血液ポンプ４が配設されている。なお、
血液ポンプ４は、しごき型のポンプ（正転させると可撓性チューブをしごいて血液を動脈
側穿刺針ａ側からダイアライザ１の血液導入口１ａの方向に流動させる構成のもの）であ
る。
【００２６】
　静脈側血液回路３は、動脈側血液回路２と同様に主に可撓性チューブから成り、一端が
ダイアライザ１の血液導出口１ｂに接続されて中空糸膜内を通過した血液を導出させるも
のである。かかる静脈側血液回路３の他端には、静脈側（返血側）穿刺針ｂを取り付け得
るコネクタが形成されているとともに、途中に除泡のための静脈側エアトラップチャンバ
５が接続されている。すなわち、動脈側穿刺針ａで採取された患者の血液は、動脈側血液
回路２を介してダイアライザ１に至り、血液浄化がなされた後、静脈側血液回路３を流動
し、静脈側穿刺針ｂを介して患者の体内に戻るようになっており、これによって体外循環
がなされるよう構成されている。なお、本明細書においては、血液を脱血（採血）する穿
刺針の側を「動脈側」と称し、血液を返血する穿刺針の側を「静脈側」と称しており、「
動脈側」及び「静脈側」は、穿刺の対象となる血管が動脈及び静脈の何れかによって定義
されるものではない。
【００２７】
　ダイアライザ１の透析液導入口１ｃ及び透析液排出口１ｄには、それぞれ透析液導入ラ
インＬ１及び透析液排出ラインＬ２の端部が接続されており、当該透析液導入ラインＬ１
を介してダイアライザ１に導入された透析液が、中空糸膜の外側を通過して透析液排出ラ
インＬ２から排出され得るよう構成されている。このように、ダイアライザ１における中
空糸膜（浄化膜）の内側は、血液が流動し得る血液流路を成すとともに、当該中空糸膜の
外側は、透析液が流動し得る透析液流路を成すものとされている。
【００２８】
　さらに、透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２は、血液浄化治療で必要とさ
れる所定量の透析液を収容可能な収容手段６にそれぞれ接続されるとともに、透析液導入
ラインＬ１にはポンプＰ１、透析液排出ラインＬ２にはポンプＰ２がそれぞれ取り付けら
れている。収容手段６は、所定量の透析液を収容可能な収容タンク又は収容袋等から成り
、ポンプＰ１、Ｐ２を駆動させることにより、収容手段６内の透析液が透析液導入ライン
Ｌ１を介してダイアライザ１に導入されるとともに、ダイアライザ１からの排液（老廃物
を含む透析液）が収容手段６に排出されるよう構成されている。
【００２９】
　しかして、透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２は、収容手段６の透析液を
ダイアライザ１に導入しつつ当該ダイアライザ１からの排液を収容手段６に排出して透析
液を循環させ得る透析液循環ラインを構成している。そして、血液ポンプ４を駆動させて
患者の血液を体外循環させつつ透析液循環ラインにて透析液を循環させることにより、血
液浄化治療（透析治療）が行われるようになっている。なお、本実施形態においては、ポ
ンプＰ２の流量をポンプＰ１の流量より大きく設定することにより、除水（血液流路を流
動する血液中の水分を、中空糸膜を介して透析液流路に限外濾過して除去）し得るように
なっている。
【００３０】
　さらに、透析液排出ラインＬ２には、透析液循環ラインにて循環する透析液中の老廃物
濃度を測定し得る老廃物濃度測定手段Ｓが取り付けられている。かかる老廃物濃度測定手
段Ｓは、例えば透析液排出ラインＬ２に取り付けられた排液濃度センサから成り、血液浄
化に伴ってダイアライザ１から排出された排液の濃度（老廃物濃度）を検出して血液浄化
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効率を監視し得るものである。本実施形態に係る老廃物濃度測定手段Ｓは、循環する透析
液に光を照射しつつその透過光を受光し得るものとされ、受光強度に応じて生じる電圧に
よって老廃物濃度を測定し得るものとされている。なお、老廃物濃度を測定し得るもので
あれば、他の形態の老廃物濃度測定手段としてもよい。
【００３１】
　透析液浄化手段７は、所謂カラムと称される透析液中の老廃物を吸着可能なもので、透
析液循環ラインで循環する透析液を浄化し得るよう構成されている。かかる透析液浄化手
段７は、例えば上下方向に亘って内部が複数層に形成された容器を有し、透析液中の老廃
物（有機代謝産物）を吸着するための活性炭が収容された層の他、貴金属、酸化物及び微
粒子を吸着する浄化層、尿層を分解する分解層、透析液中のＭｇ２＋、Ｋ＋、ＮＨ４

＋、
Ｃａ２＋を吸着してＨ＋及びＮａ＋を放出する燐酸ジルコニウムを収容した層、透析液中
の燐、フッ素を吸収してアセテートを放出する酸化ジルコニウムを収容した層などを有し
て構成されている。
【００３２】
　また、透析液浄化手段７は、内部の各層に透析液を導入する導入口と、内部の各層を流
れた透析液を導出する導出口とが形成されており、導入口と収容手段６との間には、当該
収容手段６の透析液を透析液浄化手段７に導く流路Ｌ３が接続されるとともに、導出口と
収容手段６との間には、透析液浄化手段７で浄化された透析液を収容手段６に導く流路Ｌ
４が接続されている。また、流路Ｌ３には、ポンプＰａが取り付けられており、当該ポン
プＰａを駆動させることにより、収容手段６内の透析液を透析液浄化手段７に導入すると
ともに、透析液浄化手段７にて老廃物が吸着されて浄化された透析液を収容手段６に戻し
て循環させ得るようになっている。
【００３３】
　補充液供給手段８は、補充液供給ラインＬ５を介して流路Ｌ４に接続されるとともに、
当該補充液供給ラインＬ５にはポンプＰｂが取り付けられている。かかる補充液供給手段
８は、血液浄化治療（透析治療）にて必要とされる電解質（Ｍｇ２＋、Ｋ＋、Ｃａ２＋等
）が含まれる補充液を所定量収容し、ポンプＰｂを駆動させることにより、その補充液を
流路Ｌ４を介して収容手段６に供給可能とされている。この補充液供給手段８（他の実施
形態も同様）は、透析液浄化手段７にて浄化された透析液がダイアライザ１（血液浄化手
段）に至るまでの間に当該透析液に対し、補充液を供給可能なものであれば足りる。なお
、本実施形態においては、収容手段６に収容された透析液の量を計測し得る重量計９が配
設されており、補充液供給手段８にて供給される補充液の量を計測し得るようになってい
る。
【００３４】
　制御手段１０は、例えば装置本体内に配設されたマイコン等から成るもので、血液ポン
プ４、ポンプＰ１、Ｐ２やポンプＰａ、Ｐｂ等のアクチュエータを任意に駆動又は停止さ
せ得るとともに、重量計９及び老廃物濃度測定手段Ｓ等のセンサ類と電気的に接続されて
いる。そして、制御手段１０による制御によって、血液浄化治療が行われるようになって
いる。
【００３５】
　ここで、本実施形態においては、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液
排出ラインＬ２）にて循環する透析液を透析液浄化手段７を介さずにダイアライザ１に導
入可能な治療状態（図２参照）と、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液
排出ラインＬ２）にて循環した透析液を透析液浄化手段７にて浄化可能な浄化状態（図３
参照）とが切替可能とされるとともに、治療状態開始後、所定条件を満たしたことを条件
として、浄化状態に切り替えられるよう構成されている。
【００３６】
　治療状態においては、図２に示すように、ポンプＰ１、Ｐ２を駆動させ、ポンプＰａ、
Ｐｂを停止させることにより、収容手段６内の透析液を透析液導入ラインＬ１及び透析液
排出ラインＬ２を介して循環させてダイアライザ１による血液浄化治療を行わせるように
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なっている。浄化状態においては、図３に示すように、ポンプＰ１、Ｐ２を停止させ、ポ
ンプＰａを駆動させることにより、収容手段６内の透析液を流路Ｌ３、Ｌ４を介して循環
させて透析液浄化手段７による透析液の浄化を行わせるようになっている。
【００３７】
　また、浄化状態においては、ポンプＰｂを駆動させ、所定の補充液が収容手段６に供給
されたことが重量計９にて検知された時点で当該ポンプＰｂを停止させるようになってい
る。これにより、浄化状態で透析液浄化手段７によって吸着された電解質を循環させる透
析液に補充することができ、良好な血液浄化治療を継続して行わせることができる。
【００３８】
　本実施形態においては、治療状態開始後に浄化状態に切り替えられるための所定条件は
、治療状態開始後に老廃物濃度測定手段Ｓにて測定された老廃物濃度が所定濃度に達した
こととされている。すなわち、治療状態開始後、老廃物濃度測定手段Ｓで測定された老廃
物濃度が予め設定された所定濃度（透析液の浄化が必要とされる所定濃度）に達すると、
浄化状態に切り替えられ、収容手段６内の透析液を透析液浄化手段７にて浄化させるので
ある。
【００３９】
　そして、浄化状態において、老廃物濃度測定手段Ｓで測定された老廃物濃度が予め設定
された所定濃度（透析液が浄化された場合の所定濃度）に達すると、再び治療状態に切り
替わり、収容手段６内の透析液を流路Ｌ３、Ｌ４を介して循環させて透析液浄化手段７に
よる透析液の浄化を行わせるようになっている。このように、本実施形態においては、血
液浄化治療中、治療状態と浄化状態とが順次切り替わって繰り返し行われるようになって
いる。
【００４０】
　しかるに、治療状態開始後に浄化状態に切り替えられるための所定条件は、上記のよう
に老廃物濃度測定手段Ｓにて測定された老廃物濃度が所定濃度に達したこととされるもの
に限らず、治療状態開始後に透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラ
インＬ２）にて循環する透析液中の老廃物濃度が所定濃度（透析液の浄化が必要とされる
所定濃度）に到達すると推定される推定時間であってもよい。この場合、浄化状態におい
て、透析液中の老廃物濃度が所定濃度（透析液が浄化された場合の所定濃度）に到達する
と推定される推定時間が経過すると、治療状態に再び切り替わるよう構成するのが好まし
い。
【００４１】
　第１の実施形態によれば、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラ
インＬ２）にて循環する透析液を透析液浄化手段７を介さずにダイアライザ１に導入可能
な治療状態と、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２）に
て循環した透析液を透析液浄化手段７にて浄化可能な浄化状態とが切替可能とされるとと
もに、治療状態開始後、所定条件を満たしたことを条件として、浄化状態に切り替えられ
るので、透析液の浄化効率を向上させることができるとともに、透析液に含まれる治療に
必要な電解質の低下を抑制することができる。さらに、本実施形態によれば、透析液浄化
手段７によって吸着される電解質を補充するための補充液の使用量を抑制することができ
る。
【００４２】
　また、血液浄化治療中、治療状態と浄化状態とが順次切り替わって繰り返し行われるの
で、定期的に、浄化された透析液にて血液浄化治療を行わせることができる。さらに、収
容手段６に対し、血液浄化治療にて必要とされる電解質が含まれる補充液を供給可能な補
充液供給手段８を具備したので、血液浄化治療時に透析液中の電解質が不足してしまうの
を防止することができる。
【００４３】
　またさらに、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２）に
て循環する透析液中の老廃物濃度を測定し得る老廃物濃度測定手段Ｓを具備するとともに
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、治療状態開始後に浄化状態に切り替えられるための所定条件は、治療状態開始後に老廃
物濃度測定手段Ｓにて測定された老廃物濃度が所定濃度に達したことであるので、確実且
つ円滑に治療状態から浄化状態に切り替えることができる。
【００４４】
　また、治療状態開始後に浄化状態に切り替えられるための所定条件について、治療状態
開始後に透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２）にて循環
する透析液中の老廃物濃度が所定濃度に到達すると推定される推定時間とすれば、簡易且
つ容易に治療状態から浄化状態に切り替えることができる。なお、当該推定時間を所定条
件とすれば、老廃物濃度測定手段Ｓを具備しない血液浄化装置においても、治療状態から
浄化状態に切り替えることができる。
【００４５】
　しかるに、本実施形態においては、補充液供給ラインＬ５を流路Ｌ４に接続し、補充液
供給手段８の補充液を当該流路Ｌ４を介して収容手段６に供給可能とされているが、例え
ば図４に示すように、補充液供給ラインＬ５を透析液排出ラインＬ２に接続し、補充液供
給手段８の補充液を当該透析液排出ラインＬ２を介して収容手段６に供給するようにして
もよい。
【００４６】
　次に、本発明の第２の実施形態に係る血液浄化装置について説明する。
　本実施形態に係る血液浄化装置は、先の実施形態と同様、血液透析装置に適用されるも
のであり、図５に示すように、血液浄化手段としてのダイアライザ１に動脈側血液回路２
及び静脈側血液回路３が接続された血液回路と、収容手段６と、透析液導入ラインＬ１及
び透析液排出ラインＬ２を有する透析液循環ラインと、複式ポンプＰと、除水ポンプＰｃ
と、老廃物濃度測定手段Ｓと、透析液浄化手段７と、補充液供給手段８と、制御手段１０
とを具備して構成されている。なお、先の実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付
し、それらの詳細な説明を省略する。
【００４７】
　複式ポンプＰは、透析液導入ラインＬ１と透析液排出ラインＬ２とに跨って配設され、
収容手段６内の透析液をダイアライザ１に導入させるとともに当該ダイアライザ１から透
析後の透析液を収容手段６内に排出させるものである。また、透析液排出ラインＬ２にお
ける複式ポンプＰより上流側（ダイアライザ１側）には、透析液を流動させ得る流路Ｌ６
が接続されており、その流路Ｌ６には除水ポンプＰｃが取り付けられている。
【００４８】
　流路Ｌ６の先端部には、透析液を装置外部に排出するための透析液排出手段１１が配設
されており、除水ポンプＰｃを駆動させると、透析液排出ラインＬ２の透析液が流路Ｌ６
を介して透析液排出手段１１に至り、そこから装置外部に排出されるようになっている。
しかして、除水ポンプＰｃを駆動させることにより、ダイアライザ１に導入される透析液
の流量よりダイアライザ２から排出される透析液の流量が大きくなり、除水し得るように
なっている。
【００４９】
　ここで、本実施形態においては、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液
排出ラインＬ２）にて循環する透析液を透析液浄化手段７を介さずにダイアライザ１に導
入可能な治療状態（図６、７参照）と、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透
析液排出ラインＬ２）にて循環した透析液を透析液浄化手段７にて浄化可能な浄化状態（
図８参照）とが切替可能とされるとともに、治療状態開始後、所定条件を満たしたことを
条件として、浄化状態に切り替えられるよう構成されている。
【００５０】
　治療状態においては、図６に示すように、複式ポンプＰを駆動させ、ポンプＰａ、Ｐｂ
及び除水ポンプＰｃを停止させることにより、収容手段６内の透析液を透析液導入ライン
Ｌ１及び透析液排出ラインＬ２を介して循環させてダイアライザ１による血液浄化治療を
行わせるようになっている。また、治療状態において、図７に示すように、除水ポンプＰ
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ｃを駆動させることにより除水することができる。
【００５１】
　浄化状態においては、図８に示すように、複式ポンプＰ及び除水ポンプＰｃを停止させ
、ポンプＰａを駆動させることにより、収容手段６内の透析液を流路Ｌ３、Ｌ４を介して
循環させて透析液浄化手段７による透析液の浄化を行わせるようになっている。また、浄
化状態においては、ポンプＰｂを駆動させ、所定の補充液が収容手段６に供給されたこと
が重量計９にて検知された時点で当該ポンプＰｂを停止させるようになっている。これに
より、浄化状態で透析液浄化手段７によって吸着された電解質を循環させる透析液に補充
することができ、良好な血液浄化治療を継続して行わせることができる。
【００５２】
　治療状態開始後に浄化状態に切り替えられるための所定条件は、先の実施形態と同様、
治療状態開始後に老廃物濃度測定手段Ｓにて測定された老廃物濃度が所定濃度に達したこ
ととされている。すなわち、治療状態開始後、老廃物濃度測定手段Ｓで測定された老廃物
濃度が予め設定された所定濃度（透析液の浄化が必要とされる所定濃度）に達すると、浄
化状態に切り替えられ、収容手段６内の透析液を透析液浄化手段７にて浄化させるのであ
る。
【００５３】
　そして、浄化状態において、老廃物濃度測定手段Ｓで測定された老廃物濃度が予め設定
された所定濃度（透析液が浄化された場合の所定濃度）に達すると、再び治療状態に切り
替わり、収容手段６内の透析液を流路Ｌ３、Ｌ４を介して循環させて透析液浄化手段７に
よる透析液の浄化を行わせるようになっている。このように、本実施形態においては、血
液浄化治療中、治療状態と浄化状態とが順次切り替わって繰り返し行われるようになって
いる。
【００５４】
　しかるに、治療状態開始後に浄化状態に切り替えられるための所定条件は、上記のよう
に老廃物濃度測定手段Ｓにて測定された老廃物濃度が所定濃度に達したこととされるもの
に限らず、治療状態開始後に透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラ
インＬ２）にて循環する透析液中の老廃物濃度が所定濃度（透析液の浄化が必要とされる
所定濃度）に到達すると推定される推定時間であってもよい。この場合、浄化状態におい
て、透析液中の老廃物濃度が所定濃度（透析液が浄化された場合の所定濃度）に到達する
と推定される推定時間が経過すると、治療状態に再び切り替わるよう構成するのが好まし
い。
【００５５】
　第２の実施形態によれば、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラ
インＬ２）にて循環する透析液を透析液浄化手段７を介さずにダイアライザ１に導入可能
な治療状態と、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２）に
て循環した透析液を透析液浄化手段７にて浄化可能な浄化状態とが切替可能とされるとと
もに、治療状態開始後、所定条件を満たしたことを条件として、浄化状態に切り替えられ
るので、透析液の浄化効率を向上させることができるとともに、透析液に含まれる治療に
必要な電解質の低下を抑制することができる。さらに、本実施形態によれば、透析液浄化
手段７によって吸着される電解質を補充するための補充液の使用量を抑制することができ
る。
【００５６】
　また、血液浄化治療中、治療状態と浄化状態とが順次切り替わって繰り返し行われるの
で、定期的に、浄化された透析液にて血液浄化治療を行わせることができる。さらに、収
容手段６に対し、血液浄化治療にて必要とされる電解質が含まれる補充液を供給可能な補
充液供給手段８を具備したので、血液浄化治療時に透析液中の電解質が不足してしまうの
を防止することができる。
【００５７】
　またさらに、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２）に
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て循環する透析液中の老廃物濃度を測定し得る老廃物濃度測定手段Ｓを具備するとともに
、治療状態開始後に浄化状態に切り替えられるための所定条件は、治療状態開始後に老廃
物濃度測定手段Ｓにて測定された老廃物濃度が所定濃度に達したことであるので、確実且
つ円滑に治療状態から浄化状態に切り替えることができる。
【００５８】
　また、治療状態開始後に浄化状態に切り替えられるための所定条件について、治療状態
開始後に透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２）にて循環
する透析液中の老廃物濃度が所定濃度に到達すると推定される推定時間とすれば、簡易且
つ容易に治療状態から浄化状態に切り替えることができる。なお、当該推定時間を所定条
件とすれば、老廃物濃度測定手段Ｓを具備しない血液浄化装置においても、治療状態から
浄化状態に切り替えることができる。
【００５９】
　次に、本発明の第３の実施形態に係る血液浄化装置について説明する。
　本実施形態に係る血液浄化装置は、先の実施形態と同様、血液透析装置に適用されるも
のであり、図９に示すように、血液浄化手段としてのダイアライザ１に動脈側血液回路２
及び静脈側血液回路３が接続された血液回路と、第１収容手段６ａ及び第２収容手段６ｂ
と、透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２を有する透析液循環ライン（第１循
環流路系及び第２循環流路系）と、ポンプＰ１、Ｐ２と、老廃物濃度測定手段Ｓと、透析
液浄化手段７と、補充液供給手段８と、制御手段１０とを具備して構成されている。なお
、先の実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付し、それらの詳細な説明を省略する
。
【００６０】
　第１収容手段６ａ及び第２収容手段６ｂは、それぞれ透析液が所定量収容されたタンク
等から成り、第１収容手段６ａ及び透析液導入ラインＬ１に接続されて透析液を流通させ
得る流路Ｌ１ａと、第１収容手段６ａ及び透析液排出ラインＬ２に接続されて透析液を流
通させ得る流路Ｌ２ａと、第２収容手段６ｂ及び透析液導入ラインＬ１に接続されて透析
液を流通させ得る流路Ｌ１ｂと、第２収容手段６ｂ及び透析液排出ラインＬ２に接続され
て透析液を流通させ得る流路Ｌ２ｂとを有している。
【００６１】
　流路Ｌ１ａ及び流路Ｌ１ｂには、電磁弁Ｖ１、Ｖ２がそれぞれ配設されるとともに、流
路Ｌ２ａ及び流路Ｌ２ｂには、電磁弁Ｖ３、Ｖ４がそれぞれ配設されており、制御手段１
０によって任意の電磁弁が開閉制御可能とされている。これにより、電磁弁Ｖ１、Ｖ３を
開状態としつつ電磁弁Ｖ２、Ｖ４を閉状態とすれば、流路Ｌ１ａ、透析液導入ラインＬ１
、透析液排出ラインＬ２及び流路Ｌ２ａによって、ダイアライザ１を介して第１収容手段
６ａの透析液を循環させ得る第１循環流路系が構成されるとともに、電磁弁Ｖ１、Ｖ３を
閉状態としつつ電磁弁Ｖ２、Ｖ４を開状態とすれば、流路Ｌ１ｂ、透析液導入ラインＬ１
、透析液排出ラインＬ２及び流路Ｌ２ｂによって、ダイアライザ１を介して第２収容手段
６ｂの透析液を循環させ得る第２循環流路系が構成されている。すなわち、第１収容手段
６ａを有する透析液循環ラインが第１循環流路系を構成するとともに、第２収容手段６ｂ
を有する透析液循環ラインが第２循環流路系を構成するのである。
【００６２】
　さらに、第１収容手段６ａは、透析液を流通可能な流路Ｌ３ａを介して流路Ｌ３に接続
され、透析液を流通可能な流路Ｌ５ａを介して流路Ｌ５に接続されるとともに、第２収容
手段６ｂは、透析液を流通可能な流路Ｌ３ｂを介して流路Ｌ３に接続され、透析液を流通
可能な流路Ｌ５ｂを介して流路Ｌ５に接続されている。また、透析液浄化手段７から延設
された流路Ｌ４は、流路Ｌ５に接続されている。流路Ｌ３ａ及び流路Ｌ３ｂには、電磁弁
Ｖ５、Ｖ６がそれぞれ配設されるとともに、流路Ｌ５ａ及び流路Ｌ５ｂには、電磁弁Ｖ７
、Ｖ８がそれぞれ配設されており、制御手段１０によって任意の電磁弁が開閉制御可能と
されている。
【００６３】
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　ここで、本実施形態においては、第１循環流路系及び第２循環流路系の何れか一方が治
療状態のとき、他方が浄化状態とされるよう構成されている。具体的には、図１０、１２
に示すように、電磁弁Ｖ１、Ｖ３、Ｖ６、Ｖ８を開状態としつつ電磁弁Ｖ２、Ｖ４、Ｖ５
、Ｖ７を閉状態とすることにより、第１循環流路系（第１収容手段６ａを有する透析液循
環ライン）を治療状態、且つ、第２循環流路系（第２収容手段６ｂを有する透析液循環ラ
イン）を浄化状態（但し、図１０はポンプＰａ、Ｐｂが停止した停止状態を示している）
とするとともに、図１１に示すように、電磁弁Ｖ２、Ｖ４、Ｖ５、Ｖ７を開状態としつつ
電磁弁Ｖ１、Ｖ３、Ｖ６、Ｖ８を閉状態とすることにより、第１循環流路系を浄化状態、
且つ、第２循環流路系を治療状態とするよう構成されている。
【００６４】
　しかして、先の実施形態と同様、第１循環流路系及び第２循環流路系について、治療状
態開始後、所定条件を満たしたことを条件として、浄化状態に切り替えられるようになっ
ている。かかる所定条件については、先の実施形態と同様である。具体的には、図１０に
示すように、ポンプＰ１、Ｐ２を駆動させつつポンプＰａ、Ｐｂを停止させるとともに、
電磁弁Ｖ１、Ｖ３、Ｖ６、Ｖ８を開状態としつつ電磁弁Ｖ２、Ｖ４、Ｖ５、Ｖ７を閉状態
とすることにより、第１循環流路系を治療状態（この場合、第２循環流路系は、未だ浄化
の必要がないため停止状態とされている）とする。
【００６５】
　しかるに、第１循環流路系の治療状態開始後、所定条件を満たすことを条件として、図
１１に示すように、ポンプＰ１、Ｐ２及びポンプＰａ、Ｐｂを駆動させるとともに、電磁
弁Ｖ２、Ｖ４、Ｖ５、Ｖ７を開状態としつつ電磁弁Ｖ１、Ｖ３、Ｖ６、Ｖ８を閉状態とす
ることにより、第１循環流路系を浄化状態及び第２循環流路系を治療状態とする。そして
、第２循環流路系の治療状態開始後、所定条件を満たすことを条件として、図１２に示す
ように、ポンプＰ１、Ｐ２及びポンプＰａ、Ｐｂを駆動させるとともに、電磁弁Ｖ１、Ｖ
３、Ｖ６、Ｖ８を開状態としつつ電磁弁Ｖ２、Ｖ４、Ｖ５、Ｖ７を閉状態とすることによ
り、第１循環流路系を治療状態及び第２循環流路系を浄化状態とする。
【００６６】
　このように、第１循環流路系及び第２循環流路系の何れか一方が治療状態のとき、他方
が浄化状態（但し、本実施形態においては、治療開始直後の第１循環流路系が治療状態の
とき、第２循環流路系は停止している）とされ、血液浄化治療中、図１１、１２に示すよ
うに、治療状態と浄化状態とが順次切り替わって繰り返し行われるようになっている。こ
れにより、血液浄化治療を連続して行わせつつ透析液の浄化を行わせることができる。
【００６７】
　第３の実施形態によれば、第１循環流路系及び第２循環流路系について、透析液循環ラ
イン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２）にて循環する透析液を透析液浄
化手段７を介さずにダイアライザ１に導入可能な治療状態と、透析液循環ライン（透析液
導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２）にて循環した透析液を透析液浄化手段７にて
浄化可能な浄化状態とが切替可能とされるとともに、治療状態開始後、所定条件を満たし
たことを条件として、浄化状態に切り替えられるので、透析液の浄化効率を向上させるこ
とができるとともに、透析液に含まれる治療に必要な電解質の低下を抑制することができ
る。さらに、本実施形態によれば、透析液浄化手段７によって吸着される電解質を補充す
るための補充液の使用量を抑制することができる。
【００６８】
　また、血液浄化治療中、治療状態と浄化状態とが順次切り替わって繰り返し行われるの
で、定期的に、浄化された透析液にて血液浄化治療を行わせることができる。さらに、収
容手段６に対し、血液浄化治療にて必要とされる電解質が含まれる補充液を供給可能な補
充液供給手段８を具備したので、血液浄化治療時に透析液中の電解質が不足してしまうの
を防止することができる。
【００６９】
　上記第３の実施形態においては、第２の実施形態と同様、図１３に示すように、ポンプ
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Ｐ１、Ｐ２に代えて、透析液導入ラインＬ１と透析液排出ラインＬ２とに跨って配設され
た複式ポンプＰとするとともに、除水ポンプＰｃを具備した流路Ｌ６を透析液排出ライン
Ｌ２から延設させるものとしてもよい。この場合、除水ポンプＰｃを駆動させることによ
り、ダイアライザ１に導入される透析液の流量よりダイアライザ２から排出される透析液
の流量が大きくなり、除水し得るようになっている。なお、図１３で示すように、流路Ｌ
６に電磁弁Ｖ９を設け、除水時に当該電磁弁Ｖ９を開状態とするのが好ましい。
【００７０】
　次に、本発明の第４の実施形態に係る血液浄化装置について説明する。
　本実施形態に係る血液浄化装置は、先の実施形態と同様、血液透析装置に適用されるも
のであり、図１４に示すように、血液浄化手段としてのダイアライザ１に動脈側血液回路
２及び静脈側血液回路３が接続された血液回路と、収容手段６と、透析液導入ラインＬ１
及び透析液排出ラインＬ２を有する透析液循環ラインと、迂回ラインＬ７、Ｌ８と、ポン
プＰ１、Ｐ２と、老廃物濃度測定手段Ｓと、透析液浄化手段７と、補充液供給手段８と、
制御手段１０とを具備して構成されている。なお、先の実施形態と同様の構成要素には同
一の符号を付し、それらの詳細な説明を省略する。
【００７１】
　迂回ラインＬ７、Ｌ８は、透析液循環ライン（本実施形態においては透析液循環ライン
を構成する透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２のうち透析液排出ラインＬ２
）を流れる透析液を迂回させて流通可能とされるとともに透析液浄化手段７が配設された
流路から成る。かかる迂回ラインＬ７には、電磁弁Ｖ１０が配設されるとともに、透析液
導入ラインＬ１における迂回ラインＬ７の接続部位と迂回ラインＬ８の接続部位との間に
は、電磁弁Ｖ１１が配設されている。
【００７２】
　そして、治療状態のとき、図１５に示すように、電磁弁Ｖ１０を閉状態及び電磁弁Ｖ１
１を開状態とすることにより、迂回ラインＬ７、Ｌ８への流れを規制するとともに、浄化
状態のとき、図１６に示すように、電磁弁Ｖ１０を開状態及び電磁弁Ｖ１１を閉状態とす
ることにより、迂回ラインＬ７、Ｌ８にて透析液を流通させつつ透析液浄化手段７で浄化
させるよう構成されている。
【００７３】
　ここで、本実施形態においては、先の実施形態と同様、治療状態（図１５参照）開始後
、所定条件を満たしたことを条件として、浄化状態（図１６参照）に切り替えられるよう
になっている。かかる所定条件については、先の実施形態と同様である。具体的には、治
療状態のとき、図１５に示すように、ポンプＰ１、Ｐ２を駆動させつつポンプＰｂを停止
させるとともに、電磁弁Ｖ１０を閉状態及び電磁弁Ｖ１１を開状態とする。これにより、
収容手段６内の透析液は、透析液導入ラインＬ１を流れてダイアライザ１に至り、そこで
血液浄化された後、迂回ラインＬ７、Ｌ８を流れずに透析液排出ラインＬ２を介して収容
手段６に排出されることとなり、収容手段６内の透析液が透析液導入ラインＬ１及び透析
液排出ラインＬ２を介して循環し得るようになっている。
【００７４】
　一方、浄化状態のとき、図１６に示すように、ポンプＰ１、Ｐ２を駆動させつつポンプ
Ｐｂを駆動させるとともに、電磁弁Ｖ１０を開状態及び電磁弁Ｖ１１を閉状態とする。こ
れにより、収容手段６内の透析液は、透析液導入ラインＬ１を流れてダイアライザ１に至
る。そして、ダイアライザ１に流れた透析液にて血液浄化された後、その排液が迂回ライ
ンＬ７、Ｌ８を流れて透析液浄化手段７にて浄化され、透析液排出ラインＬ２を介して収
容手段６に排出されることとなり、収容手段６内の透析液が透析液導入ラインＬ１及び透
析液排出ラインＬ２を介して循環する過程で透析液浄化手段７にて浄化し得るようになっ
ている。
【００７５】
　このように、治療状態のとき、迂回ラインＬ７、Ｌ８への流れを規制するとともに、浄
化状態のとき、迂回ラインＬ７、Ｌ８にて透析液を流通させつつダイアライザ１で浄化さ
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せるので、透析液を流動させつつ浄化させることができ、且つ、血液浄化治療を連続して
行わせつつ透析液の浄化を行わせることができる。なお、本実施形態においては、透析液
浄化手段７を有する迂回ラインＬ７、Ｌ８が透析液排出ラインＬ２に接続されているが、
図１７に示すように、透析液導入ラインＬ１に接続するようにしてもよい。また、ポンプ
Ｐ１、Ｐ２に代えて第２実施形態の如き複式ポンプとしてもよい。
【００７６】
　第４の実施形態によれば、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラ
インＬ２）にて循環する透析液を透析液浄化手段７を介さずにダイアライザ１に導入可能
な治療状態と、透析液循環ライン（透析液導入ラインＬ１及び透析液排出ラインＬ２）の
透析液を透析液浄化手段７にて浄化可能な浄化状態とが切替可能とされるとともに、治療
状態開始後、所定条件を満たしたことを条件として、浄化状態に切り替えられるので、透
析液の浄化効率を向上させることができるとともに、透析液に含まれる治療に必要な電解
質の低下を抑制することができる。さらに、本実施形態によれば、透析液浄化手段７によ
って吸着される電解質を補充するための補充液の使用量を抑制することができる。またさ
らに、収容手段６に対し、血液浄化治療にて必要とされる電解質が含まれる補充液を供給
可能な補充液供給手段８を具備したので、血液浄化治療時に透析液中の電解質が不足して
しまうのを防止することができる。
【００７７】
　以上、本実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されず、治療状態開始後
、所定条件を満たしたことを条件として、浄化状態に切り替えられる血液浄化装置であれ
ば足り、例えば上記実施形態の所定条件とは異なる他の所定条件（透析液中の老廃物濃度
と相関があるパラメータを条件とするのが好ましい）であってもよい。また、補充液供給
手段８又は老廃物濃度測定手段Ｓを具備しないもの、或いは重量計９を具備しないもの（
例えばポンプＰｂの流量を制御して所定量の補充液を供給するもの等）であってもよい。
さらに、透析液の組成が適正か否か確認するための透析液濃度確認手段（例えば電導度計
等）を具備するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　透析液循環ラインにて循環する透析液を透析液浄化手段を介さずに血液浄化手段に導入
可能な治療状態と、透析液循環ラインの透析液を透析液浄化手段にて浄化可能な浄化状態
とが切替可能とされるとともに、治療状態開始後、所定条件を満たしたことを条件として
、浄化状態に切り替えられる血液浄化装置であれば、他の機能が付加されたもの等にも適
用することができる。
【符号の説明】
【００７９】
１　ダイアライザ（血液浄化手段）
２　動脈側血液回路
３　静脈側血液回路
４　血液ポンプ
５　静脈側エアトラップチャンバ
６　収容手段
７　透析液浄化手段
８　補充液供給手段
９　重量計
１０　制御手段
１１　排出手段
Ｌ１　透析液導入ライン
Ｌ２　透析液排出ライン
Ｌ３　流路
Ｌ４　流路
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Ｌ５　補充液供給ライン
Ｌ６　流路
Ｌ７、Ｌ８　迂回ライン
Ｓ　老廃物濃度測定手段
Ｐ１、Ｐ２、Ｐａ、Ｐｂ　ポンプ
Ｐｃ　除水ポンプ
Ｐ　複式ポンプ
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