AORN Global Surgical Conference & Expo 2022
March 19-23 | New Orleans, LA

Worry-Free
Registration & Safety Plan
Plus, save $100 with early-bird pricing!
心配無用、登録及び安全プラン
さらに、早期割引適用で100ドル節約！

Save Today!
Periop Colleague,
After three years in the making, AORN’s annual conference and world’s largest surgical trade show is
returning to an in-person event this March in New Orleans – and it’s going to be better than ever!
The safety of you and your team is always our #1 priority. That's why we've updated our health and safety
requirements to require proof of vaccination for all participants. Learn more about our vaccine and safety
requirements and what the convention center is doing to ensure safe events.
NOTE: We’ve extended our risk-free registration policy up to the event date – so you can book with full
confidence.
周術期の同僚各位
3年間の準備期間を経て、AORNの年次会議と世界最大のAORN Global Surgical Expoが今年3月にニューオーリンズで開催さ
れ、従来通りの対面式のイベントに戻ります。これまで以上に素晴らしいものになることと思います！
参加者と参加チームの安全は常に我々の最優先事項です。 そのため、すべての参加者に予防接種の証明を要求するように、

健康と安全の要件を更新しました。 ワクチンと安全性の要件および安全なイベントを開催するためにコンベンションセンターが行っ
ていることの詳細をご覧ください。
参考：リスクのない登録ポリシーをイベントの日付まで延長したため、自信を持って予約できます。

ご存じですか？
American Nurses Foundationが実施した最近の調査によると、92％の看護師がCOVID-19ワクチンを接種しています¹。
8 COVID-Friendly Things to Do in New Orleansz(8つのCOVID-ニューオーリンズで行うべきこと)
Read how you can safely enjoy all The Big Easy has to offer.
"The Big Easy"が提供するすべてを安全に楽しむ方法をお読みください。
READ BLOG

Take a look at all that we're planning for you and your peers to connect and enjoy New Orleans
this March.
今年の3月に、ご自身とご自身の仲間がニューオーリンズで再度接続して楽しむために計画しているすべての内容をご覧ください。

Take a look at all that we're planning for you and your peers to connect and enjoy New
Orleans this March.
今年の 3 月にご自身とご自身の仲間がニューオーリンズで再度接触して、楽しむために私たちが計画しているすべてをご覧くださ
い。

Save $100 with EARLY-BIRD PRICING!
Early-bird pricing expires Feb. 9, 2022!
早期割引価格で100ドル節約！

早期割引価格は、2022年2月９日まで有効です。
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AORNメンバーは登録時に$250ドル節約できます。AORNメンバーでない？登録してメンバー価格で参加しましょう！
安全なイベントの主催のため最新の注意事項をご確認ください。

THANK YOU TO OUR PLATINUM SPONSOR

Celebrate 2021: Year of the Health and Care Workers!
Copyright © 2021 Association of periOperative Registered Nurses (AORN), All rights reserved
2170 S. Parker Road, Suite 400
Denver, CO, 80231-5711
Join/Renew | Manage Email Preferences | AORN.org
Download the AORN Mobile App

